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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

43 MAZDA INTEGRATED REPORT 2022 44CONTENTS マツダについて 価値創造 E S G 会社概況



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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重点課題 （マテリアリティ）

マテリアリティの見直し・特定

マツダは2016年7月、重点課題（マテリアリティ）を特定、開
示しました。その後、世界的にESG（環境・社会・ガバナンス）
に対する関心が高まり、マツダグループを取り巻く社会環境が
変化してきたことから、2017年度よりマテリアリティの見直し
をはじめ、2021年には、マツダグループが事業活動を通じて
解決すべき社会課題を特定し、 国連が定めるSDGs（持続可能
な開発目標、Sustainable Development Goals）の目標およ
びターゲットとの関連性を明確化しました。
見直しにあたり、二つの視点を考慮しました。一つは、国連

が定めるSDGsや、グローバルなESG評価機関の調査項目な
どを参考としたステークホルダーの視点、そしてもう一つは、
中期経営計画の実現に向けた事業取り組みなどのマツダグルー
プにとっての重要性の視点です。

マテリアリティの見直し・特定プロセス

マテリアリティの8つの項目および関連取り組み／ガイドライン

STEP1 |社会課題の抽出
ステークホルダー視点からの課題抽出にあたっては、グロー
バルなESG評価機関の調査項目から投資家の期待や、グロー
バル社会からの期待を分析し、整理しました。マツダグループ
にとっての重要性の視点は、中期経営計画やサステイナブル
“Zoom-Zoom” 宣言2030、有価証券報告書などに記載し
ているマツダグループ特有の課題を整理し、抽出しました。

STEP2 |課題の影響度の評価と優先順位付け
STEP1で抽出した課題に対し、ステークホルダーにおける影
響度＊1とマツダグループにおける影響度＊2の2軸で評価し、
優先的に取り組むべき項目を特定しました。また、SDGsの
169のターゲットと照合することで長期的視点で取り組むべき
事項を明確化しました。

STEP3 |妥当性の確認
STEP2で特定した項目の優先度に関し妥当性を確認するため、
マネジメントと協議し、合意を得ました。

STEP4 |マテリアリティの開示
STEP1～STEP3で特定したマテリアリティの項目に対し、着実
な実行とフォローアップを行うための具体的な取り組み計画を
策定中です。今回特定したマテリアリティと今後策定する取り
組み計画をステークホルダーへ開示するとともに、定期的に
評価し、見直すことで、計画・実行・評価・改善というPDCA
プロセスを構築していきます。

● Well-to-Wheel、ライフサイクルアセスメント（LCA）視点での、クルマのライ
フサイクル全体のCO2排出削減

● ビルディングブロック構想による技術資産の積み上げと、それを活用し
た高効率なモノづくり

● 2035年グローバル自社工場でのカーボンニュートラル（以下、CN）実
現に向けた取り組み

［ KPI ］
● 2050年にサプライチェーン全体でのCN実現
● 2035年にグローバル自社工場でのCN実現
● 2030年時点での電動化比率 100%

気候変動問題
（カーボンニュートラル）

2050年
カーボン
ニュートラル
への挑戦

資源需要、廃棄物量
の増加

水資源問題
（サーキュラー・
エコノミー）

資源循環

人々の心の
健康への貢献

「地球」

「人」

「社会」

「地球」
「人」
「社会」
共通

3.9 環境汚染による死亡と疾病の件数を減らす
7.2 再生可能エネルギーの割合を増やす
7.3 エネルギー効率の改善率を増やす
7.a 国際協力によりクリーンエネルギーの研
究・技術へのアクセスと投資を促進する

9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び
環境に配慮した技術・産業プロセスの導
入拡大により持続可能性を向上させる

11.6 大気や廃棄物を管理し、都市の環境への
悪影響を減らす

13.2 気候変動対策を政策、戦略及び計画に盛り
込む

● 新車のリサイクル性の向上
● 工場での3R（リデュース、リユース、リサイクル）の取り組み、グローバ
ルでゼロエミッション・資源再生化の拡大

［ KPI ］
● 資源循環（資材）：2030年にグローバルで生産・物流工程についてゼロ
エミッションを達成

● 資源循環（水）：2030年に水資源の再生・循環の取り組みを国内モデル
プラントで実現

6.3 様々な手段により水質を改善する
9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び
環境に配慮した技術・産業プロセスの導
入拡大により持続可能性を向上させる

12.4 化学物質や廃棄物の適正管理により大
気、水、土壌への放出を減らす

12.5 廃棄物の発生を減らす

燃費と使用段階の排
出量

TR-AU-410a.3

原材料効率とリサイ
クル

TR-AU-440b.1

TR-AU-440b.2

TR-AU-440b.3

労働慣行
TR-AU-310a.1

TR-AU-310a.2

精神的・社会的な健康
への価値観の変化

● マツダらしい「人」を主体としたアプローチで、新たなカーライ
フ／クルマ文化を提供し、お客さまに「人生の豊かさ」を提供

3　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生
活を確保し、福祉を促進する

9.1 経済発展と福祉を支える持続可能で強靭
なインフラを開発する

働きがいの向上

労働人口の減少

市場のグローバル化、
顧客ニーズの多様化
（ダイバーシティ＆
インクルージョン）

● 従業員の多様性を尊重すると同時に従業員一人ひとりが個性を発揮し
ながら、力を合わせて会社や社会に貢献する企業風土の醸成

● 多様な価値観やライフスタイルを持つ社員が、プライベートと会社生活
とを両立させ活躍できるよう、ワークライフバランスを促進・充実

［ KPI ］
● 2025年度までに女性管理職数80人とする（2014年度比 約4倍）
● 2025年度までに男性育児休職者数80人/年とする（2020年度比 約

2倍）

5.1 女性に対する差別をなくす
5.5 政治、経済、公共分野での意思決定にお
いて、女性の参画と平等なリーダーシップ
の機会を確保する

8.4 持続可能な消費と生産に関する10年計
画枠組み（10YFP）に従い、経済成長と環
境悪化を分断する

8.5 雇用と働きがいのある仕事、同一労働同
一賃金を達成する

製品の安全性
TR-AU-250a.1

事故のない
安全なクルマ
社会の実現

交通死亡事故 ● 「安全・安心なクルマ社会」の実現に向けたビルディングブロック構想 3.6 道路交通事故死傷者を半減させる

製品の安全性
TR-AU-250a.2

TR-AU-250a.3

心豊かに
生活できる
仕組みの創造

人口減少、少子高齢化、
都市部への人口集中

都市部での渋滞や混雑、
地方での交通空白地帯
の拡大（ＭaaS）

● 安全・安心で自由に移動することが可能な、心豊かな暮らしにつながる
社会貢献モデルの構築

● コネクティビティ技術を活用した乗り合いサービスの実証実験

9.1 経済発展と福祉を支える持続可能で強靭
なインフラを開発する

11.2 交通の安全性改善により、持続可能な輸
送システムへのアクセスを提供する

11.6 大気や廃棄物を管理し、都市の環境への
悪影響を減らす

11.a 都市部、都市周辺部、農村部間の良好な
つながりを支援する

品質向上 品質問題

● 企画から製造まで一気通貫した品質のつくり込み
● 市場問題の早期把握・早期解決
● お客さまとの特別な絆の構築 ～お客さまの笑顔のために考え、行動で
きる人づくり～

9.1 経済発展と福祉を支える持続可能で強靭
なインフラを開発する

「人と共に創る」
仲間づくり

100年に一度の変革期
（CASE）

● 企業間連携：次世代車載通信機の技術仕様を共同開発
● 産学官連携：ひろしま“Your Green Fuel”プロジェクト

8.2 高いレベルの経済生産性を達成する
8.10 銀行取引・保険・金融サービスへのアクセ

スを促進・拡大する
17.16 持続可能な開発のためのグロー バル・

パートナーシップを強化する
17.17 効果的な公的・官民・市民社会のパート

ナーシップを推進する

マテリアリティの8つの項目 マツダの取り組み／ KPI SDGsターゲット社会課題
（関連キーワード） SASBコード＊ SDGs

ゴール
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2050年カーボンニュートラルに向けての取り組み

社会課題の認識

世界の平均気温は工業化以前よりも既に約1.0℃上昇していま
す。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が公表した
「1.5℃特別報告書」によると、現在の速度で温暖化が進み、
気温上昇が1.5℃を大きく超えると、自然や人間活動へ大きな
影響を引き起こすため、2050年前後にはCO2総排出量をゼ
ロにして、 1.5℃上昇に抑える必要があると言われています。
このような予測を受け、すでに日本を含めた世界144カ国※

が2050年までのカーボンニュートラルを表明しており、グロー
バル各国でカーボンプライシングなどの制度設計やエネルギー
技術開発への投資などが加速しています。産業界では、エネ
ルギーや産業構造の変容、ライフサイクルアセスメント（LCA）
に基づくサプライチェーン全体での脱炭素化、温暖化ガス排出
抑止のための脱炭素・低炭素化技術の活用などの取り組みを加
速しています。

課題解決に向けたマツダの考え方
社会課題解決に取り組む理由

マツダは、2030年ごろのクルマにおいては、高効率な内燃機
関・電気デバイス技術・高効率トランスミッション・車体の軽量化
などを組み合わせたクルマ全体での低燃費化が一層進むととも
に、多様化した燃料に対応する技術革新も進むと考えます。ま

た、再生可能エネルギーなどのグリーン電力で賄える地域では
電気自動車が選択されると考えます。エネルギーの脱炭素・低
炭素化やそれに関する技術がより一層推進されることで、
2050年カーボンニュートラルに向け、社会全体で環境負荷低
減を目指すようになると考えられます。
マツダは、日本のCO2総排出量の約2割を占める運輸部門
のうち、約9割を占める自動車業界のうちの1社として、地球
温暖化抑制に向けたCO2排出量の削減を責務と捉え、美しい
地球を残すため、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた取
り組みを進めていきます。

Well-to-Wheelの視点・LCAの視点

マツダは、2050年のカーボンニュートラルへの挑戦を宣言しま
した。実現に向けては、クルマのライフサイクル全体でCO2排
出削減に取り組むことの重要性を踏まえ、Well-to-Wheelの
視点／LCAの視点で、世界各地のエネルギー源・発電形態など
を踏まえた適材適所の対応が可能となるマルチソリューションを
提供する必要があると考えています。また生産・物流領域の取
り組みにおいても、「エネルギーの価値の最大化」「エネルギー
の多様化」を推進し、グローバルでの工場／オフィス／物流か
らのCO2総排出量を削減していきます。これらの取り組みは、
サプライチェーン全体での対応が不可欠であり、自治体や他産
業と連携しながら推進していきます。

マツダの視点：「Well-to-Wheel」「LCA」

具体的な取り組み例
ビルディングブロック構想による高効率なものづくり

マツダは、エンジン、変速機、ボディなどの基盤技術を改良し
ながら、電動化技術を段階的に積み上げていくことにより、よ
り優れた技術を効率的に提供する「ビルディングブロック構想」
を一貫して進めています。現在は、内燃機関の一層の進化と
電動化技術の拡大を継続しており、「SKYACTIV マルチソリュー
ションスケーラブルアーキテクチャー」をベースとして国ごとの
電源事情や環境規制、お客さまのニーズに応じたマルチソ
リューションを展開していく計画です。2025年以降は、さまざ
まな車格やボディタイプのEVモデルに適応できるマツダ独自の
EV専用プラットフォーム「SKYACTIV EV専用スケーラブルアー
キテクチャー」を新たに導入する予定です。このような構想に
基づき、コモンアーキテクチャー、一括企画、モデルベース開
発など高効率の開発手法にさらに磨きをかけ、他社とも協業し
ながら、本格的な電動化時代への技術資産を構築していきます。
（2021年6月公表時点）

SKYACTIV技術の継続的進化

革新的技術の総称が「SKYACTIV技術」です。クルマの基本性
能となるエンジンやトランスミッションなどのパワートレインの効
率改善や車両の軽量化、空力特性などのベース技術をゼロか
ら見直し、革新的な技術開発を実現しています。

直近のSKYACTIV技術

•2019年： ガソリンエンジンにおいて圧縮着火を制御する技術
の実用化に世界で初めて※めどをつけた新世代エン
ジン「SKYACTIV-X」を含めた新世代技術を順次
導入。

•2020年： 新たに電動化技術「e-SKYACTIV」を搭載した商
品を導入。また、電動化などにも対応できるプラッ
トフォーム「SKYACTIV マルチソリューションスケー
ラブルアーキテクチャー」の商品への展開。

•2021年： 直列6気筒型新エンジンでの大排気量と力強いト
ルク特性を持ち、小さいモーターで効果的な環境
性能向上を図った「e-SKYACTIV D」と、マツダ初
のプラグインハイブリッドシステムである「e-SKY 

ACTIV PHEV」を新たに開発。

資源採掘 素材製造 部品／車両製造

発電／熱供給

部品／車両輸送 走行 走行 整備／サービス リサイクル／廃棄

給電 給油

発電 精製

燃料採掘

CO2 CO2 CO2

CO2

CO2

CO2 CO2

CO2

CO2 CO2 CO2

Life-Cycle
自動車（製品）に関わる
資源採掘から
廃棄までのサイクル

Well-to-Wheel
燃料に関わる採掘から
使用までのサイクル

商品技術のビルディングブロック構想
（2021年6月公表時点）

ベース技術進化 ─ SKYACTIV TECHNOLOGY

SKYACTIV  EV
SCALABLE  ARCHITECTURE  PHASE 3

2025年ごろ～

  PHASE 1

  PHASE 2
2019年～

SMALL群
横置き型

LARGE群
縦置き型

SKYACTIVマルチソリューション
スケーラブルアーキテクチャー

SKYACTIVマルチソリューション
スケーラブルアーキテクチャー

直列6気筒 
SKYACTIV-G/D/X PHEV MILD HEV48V 8速AT

RE マルチ電動化技術BEVMILD-HEV24VSKYACTIV-X

SKYACTIV-G SKYACTIV-D i-stop/i-ELOOP SKYACTIV-BODY/CHASSISSKYACTIV-DRIVE/MT

※Climate Ambition Allianceへの参加国、国連への長期戦略の提出による2050年CN表明国、2021年4月の気候サミット・COP26などにおける2050年CN表明
国などをカウントし、経済産業省にて作成（2021年11月9日時点）。 ※2017年8月時点。マツダ調べ。
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TCFDへの対応 （2022年6月時点）

基本的な考え方

マツダは2019年5月、「気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）※1」に対する賛同を表明して「TCFDコンソーシアム※2」
に参加し、気候変動への取り組みを強化していく姿勢を示しま
した。また、2021年1月には、2050年サプライチェーン全体
でのカーボンニュートラル（以下、CN）への挑戦を宣言しました。
TCFD推奨開示項目※3に沿って、マツダの気候変動への取り組
みを進めていきます。

ガバナンス

2021年、マツダは経営戦略室をリード部門とし商品・製造・購
買・物流・販売・リサイクルなどに携わる部門から成るCN対応
を専門とするチーム（以下、専門チーム）を結成しました。担

当役員の下、経営戦略室がチームを率いて、気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）や国際エネルギー機関（IEA）のシナ
リオや動向をもとに選別したリスクと機会へのライフサイクルア
セスメント視点での対応戦略、取り組みに必要な投資や対応ス
ケジュールなどを立案・推進しています。
検討した戦略は、代表取締役社長も出席する経営会議で報
告・審議※4しています。また、具現化に向けた商品・技術の開
発計画は、執行役員以上で構成する商品企画デザイン委員会
で審議しています。

戦略

IPCCやIEAのシナリオ、政策や規制動向、業界動向をもとに
した検討から、主なリスクと機会について、以下の通り認識し
ました。

リスク管理

IPCCや IEAのシナリオ、政策や規制動向、業界動向をもと
にした検討から主なリスクと機会を抽出しました。専門チー
ムでは、隔週で取り組みの進捗や課題を共有しながら、リス
クの特定・評価プロセスを実施しています。検討した戦略は、
代表取締役社長も出席する経営会議で報告・審議しています。
物理的リスクについては事業継続計画（BCP）の一環として
緊急時のリスクマネジメント体制の中で管理しています。

指標と目標

2050年サプライチェーン全体でのCNへ挑戦するためには、
Scope1、2、3※2の温室効果ガス（GHG）排出量の把握が
必須となります。また、炭素税導入などによるカーボンプラ
イシングの厳格化など、財務影響が考えられます。マツダは、
グループ会社およびサプライチェーン全体で、環境に配慮し
た事業活動を効果的に行うために、ISO14001などの環境
マネジメントシステム（EMS）の構築を推進しています。なお、
お取引先に対しては、月1回実施している購買連絡会にて
GHG排出量削減計画の策定をお願いしています。

主なリスクと機会

政策・法規制

技 術

市 場

評 判

急 性

慢 性

• 燃費や排出ガス規制の強化、炭素税導入などのカーボンプライシングの厳格化

• 電気駆動や電池など、電動化技術開発リソースの拡大

• 電動化や軽量化のための原材料価格の高騰や半導体部品調達の逼迫

• 政情や市場の影響による化石燃料および再生可能エネルギーの逼迫によるエネル

ギー価格の高騰や供給不安定化

• 投資家によるESG投資判断への影響

• 甚大化する豪雨による災害やサプライチェーン寸断に伴う生産停止

• 自然災害の激甚化や頻発化による影響、高潮による浸水被害

移行リスク

物理的リスク

資源の効率性

エネルギー源

製品／サービス、市場

• マテリアルリサイクルの徹底による原材料の効率的活用

• 地域と連携した電力需給推進によるCN電力の安定受給

• 再生可能エネルギー源の多様な選択

• ビルディングブロック構想、マルチソリューションによる適材適所の商品展開

• 自動車用次世代燃料（バイオ燃料、合成燃料などの代替燃料）に適応した商品の

多様化

• 適材適所の商品展開および商品の多様化による市場機会の拡大

機　会

気候変動に対する具体的な取り組み例
電動化技術の開発推進

2030年の生産における電動化比率は100%を想定しており、
電動化などにも対応できるプラットフォーム「SKYACTIV マルチ
ソリューションスケーラブルアーキテクチャー」での継続した商
品展開、および、2025年以降は、さまざまな車格やボディタ
イプのEVモデルに適応できるマツダ独自のEV専用プラット
フォームを新たに導入する計画です。

カーボンニュートラル電力推進部会の活動 
2021年11月、中国経済連合会が設立した「中国地域カーボ
ンニュートラル推進協議会」の専門部会の1つとして設置され
た「カーボンニュートラル電力推進部会」に部会長企業として
参画し、活動を開始しました。連携パートナーと協力しながら
再生可能エネルギー由来の電力の供給拡大等について検討を
進めていきます。

次世代燃料を使用した自動車の開発

CNな次世代バイオディーゼル燃料の原料製造・供給から利用
に至るまでのバリューチェーン（地産地消モデル）を広島で構築
することを目指しています。2020年8月には、同燃料が石油
由来の軽油と同等性能となることを確認し、ディーゼルエンジ
ンを搭載したマツダ社用車での利用を開始しました。
また、次世代ディーゼル燃料の普及を目的とし、ディーゼル
エンジンを搭載した競技車両に、使用済み食用油や微細藻類油
脂を原料とした100%バイオ由来の次世代バイオディーゼル燃
料を使用し、2021年11月に岡山国際サーキットで開催された
「スーパー耐久レースin岡山」に参戦※1。2022年はフルシーズ
ンで参戦しています。

※1 TCFD：Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。G20財務大臣および中央銀行総裁からの要請を受け、金融安定理事会FSBが設置した、民
間主導の組織。

※2 気候変動に関して「企業の効果的な情報開示」や「その開示情報を金融機関などが適切な投資判断につなげる取り組み」について議論することを目的として国内で設
立された団体。経済産業省・金融庁・環境省がオブザーバーとして参加。

※3 出典：https://tcfd-consortium.jp/about
※4 2022年6月時点、経営会議で2回報告・審議。

※1 100％バイオ由来の次世代バイオディーゼル燃料の実証実験として、ユーグレナ社からのバイオ燃料供給を受け「MAZDA SPIRIT RACING Bio concept 
DEMIO」としてST-Qクラスに参戦。

※2 Scope 1: 燃料の使用や工業プロセスにおける排出量などの直接排出、Scope 2: 購入した熱・電力の使用に伴う排出(エネルギー起源の間接排出）、Scope 3: 
Scope 1, 2を除く、その他の間接排出。

運用車両イメージ

MAZDA SPIRIT RACING Bio concept DEMIO

地域の脱炭素化
持続的な
価値創出

持続的な投資

脱炭素の価値化

産業誘致、
ESG投資、人財の

増加

投資・価値
の循環

地域経済の成長
（収益、地域財源の増加）

中国地域の
省エネ/CN電力拡大
（CN電力先進地域）

地域の
産業競争力の強化
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人的資本強化の取り組み

社会課題の認識

先進各国では生産年齢人口比率が低くなりつつあり、労働力の
確保が課題となっています。加えて、近年のグローバル化をは
じめとする市場環境の変化は、企業に競争環境の変化や不確
実性の加速をもたらしています。企業は、多様化する顧客ニー
ズを的確に捉え、新たな収益機会を取り込むためのイノベー
ションを生み出すことや、リスクをビジネス上の機会として捉え
機動的に対処することが求められています。
このような社会状況において企業が持続的に成長するために
は、経営戦略を実現する上で多様な人材を確保することが不可
欠です。そうした多様な人材が意欲的に仕事に取り組める職場
風土や働き方の仕組みを整備することを通じて、適材適所を実
現し、個々の能力を最大限発揮させることにより、「プロダクト
イノベーション」「プロセスイノベーション」「外的評価の向上」
「職場内の効果」といった、経営上の成果につなげることを目
的とした「ダイバーシティ経営」が求められます。

課題解決に向けたマツダの考え方
社会課題解決に取り組む理由

マツダは「最大の経営資源は人である」と考えており、どこより
も「人」がイキイキしている企業を目指しています。「人と共に
創る」という価値観のもと、人種、国籍、信条、性別、社会的
身分、門地、年齢、精神もしくは身体の障害、性的指向、性
自認など、さまざまな背景を持った従業員の多様性を尊重しま
す。また、働き方／処遇／働く環境改善を含めた取り組みを行
い、従業員のモチベーションの向上と全体最適の視点による業
務の効率化を推進していきます。

Mazda Wayを軸とした人づくり

従業員一人ひとりが個性を発揮しながら、力を合わせて会社や
社会に貢献する企業風土の醸成を目指しています。国内・海外
のマツダグループ従業員全員で共有する「Mazda Way」を軸
とした人づくりを進めるとともに、グループの人事施策推進体
制を構築し、さまざまな取り組みを展開しています。

ダイバーシティ経営の成果イメージ

具体的な取り組み例
グループの人事施策推進体制

マツダグループ全体の人材活躍の最大化に向け、共通の価値
観に基づく組織風土づくりや、人材交流の活性化について、国
内･海外のグループ会社と定期的なコミュニケーションを図りな
がら協働で取り組んでいます。海外のグループ会社においては、
現地採用した人材のマネジメント登用を積極的に進め、国・地
域の文化に適した働きやすい環境づくりに取り組み、現地※1に
根差した経営ができる体制をグローバルで整えています。また、
出身国や採用地に関わらずグローバルでの活躍経験による成長
機会を得られるよう、グループ全体での人材育成施策を推進し
ています。

グローバルリーダー開発委員会※2

各業務領域でグローバルにビジネスをリードする人材の中長期
的な育成や最適な配置・活用を目指し、人材交流・育成プラン
について、マツダとグループ会社のトップマネジメントが協議し
決定しています。

短期人材交流プログラム

中堅クラスの社員を主に対象とした、本社と海外拠点の人材が
相互交流するプログラム。短期（3～6カ月間）の海外ビジネス
経験の機会を提供し、グローバルビジネスの即戦力となる人材
を育成しています。

グループ会社人事との定例会議コミュニケーション

• マツダからのオンラインでの情報発信
• 海外拠点との定例会議（隔月）
• 海外主要拠点の人事マネジメントグローバル人事会議（年1回）
• 本社（広島）と同じ地域にある国内グループ会社との定例会
議（半期ごと）

グローバルでの雇用維持と採用活動

マツダグループは地域の特性を踏まえた採用活動を展開し、必
要な人材を確保しています。
生産拠点に関しては、地域経済への影響が特に大きいこと

を踏まえ、適切な雇用の維持・管理に努めています。国内にお
いては、広島県と山口県にある国内生産拠点における生産台
数と、それに関連する雇用を維持しています。海外においては、
メキシコ・タイなどにおける稼働率向上、および米国ではマツ
ダ・トヨタ・マニュファクチャリング（MTM）が操業開始した中、
各国・地域の労働慣行に適した形で雇用維持・採用活動を進め
ています。

ダイバーシティ（多様性）の実現

従業員の多様性を尊重すると同時に従業員一人ひとりが個性を
発揮しながら、力を合わせて会社や社会に貢献する企業風土
の醸成を目指しています。多様な価値観やライフスタイルを持
つ社員が、プライベートと会社生活とを両立させ活躍できるよう、
ワークライフバランスの促進、充実に取り組んでいます。

女性雇用の拡大と活躍の場の創設※5

2021年に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律（女性活躍推進法）」および「次世代育成支援対策推進法」
に基づき、次の数値目標を掲げています。
• 2025年度までに女性管理職数80人とする （2014年度比 

約4倍）
• 2025年度までに男性育児休職者数80人／年とする （2020

年度比 約２倍）

障がい者雇用および障がい者の活躍推進※5

2015年3月期より「特別支援学校就職サポート隊ひろしま※3」
に登録し、知的障害がある学生のインターンシップの実施や、
採用など、地域と連携し、障害を持つ人の就労促進を続けて
います。

定年の延長※5

定年制度を見直し、2022年4月より段階的に定年年齢を引き
上げて最終的に2030年度には65歳まで定年を延長すること、
およびこれに伴う関連施策※4の導入を行いました。
今回の施策実施を通して、年齢に関わりなく、全世代の社員
一人ひとりが持てる力を最大限に発揮し、やりがいを持ってイ
キイキと活躍・貢献し続けることができる制度としました。

Mazda Way 7つの考え方

誠  実
私たちは、お客様、社会、そして仕事に対して誠実であり
続けます。

基本･着実
私たちは、基本に忠実に、地道で着実に仕事をすすめます。

継続的改善
私たちは、知恵と工夫で継続的な改善に取り組みます。

挑  戦
私たちは、高い目標を掲げ、その実現に向けて挑戦します。

自分発
私たちは、自分発で考え、行動します。
と も い く

共  育
私たちは、成長と活躍に向けて、自ら学び、自ら教え合い
ます。

ONE MAZDA
私たちは、常にグローバルにOne Mazdaの視点で考え、
行動します。

＊CS/ES：顧客満足（Customer Satisfaction）／
　　　  従業員満足（Employee Satisfaction）

「平成28年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 ベストプラクティス集」（経
済産業省）をもとにマツダにて作成
URL：https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/
　　 diversity/kigyo100sen/practice/pdf/rh28practice.pdf

※1 国内・海外のグループ会社の置かれている国、地域。
※2 人材開発委員会は、国内・海外グローバル拠点まで対象範囲に含む
「PDC1」、マツダ単体の幹部社員を対象とする「PDC2」、PDC1／
PDC2を除くマツダ単体従業員を対象とする「PDC3」の委員会で構成さ
れている。

※3 企業と県が連携・協力し、特別支援学校生徒の就労促進を図る制度。
※4 定年後再雇用制度の見直し、選択定年制の導入など。
※5 マツダ単体の取り組み。

プロセスイノベーション
生産性・創造性の向上、
業務効率化など

プロダクトイノベーション
商品・サービスの開発、

改良など

職場内の効果
ES＊ の向上、職場環境

改善など

外的評価の向上
CS＊・市場評価の向上、
優秀な人材獲得など

直接的成果（財務的価値）

社
内
イ
ン
パ
ク
ト

社
外
イ
ン
パ
ク
ト

間接的成果（非財務的価値）
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/practice/pdf/rh28practice.pdf


「安全・安心なクルマ社会」の実現に向けての取り組み

社会課題の認識

交通事故による死亡者数は、先進国では安全技術の向上など
により、横ばいまたは減少傾向にある一方、新興国ではモータ
リゼーション（自家用乗用車の普及）の進展に伴い増加傾向に
あり、世界全体では2016年時点で年間約135万人もの人々
が命を落としています。
自動車業界には、交通死亡事故ゼロを目指した、歩行者や
自動車乗員などの安全確保、重大事故の防止、自動運転関連
技術の活用・適正利用促進など、車両安全対策の推進が求め
られています。

課題解決に向けたマツダの考え方
社会課題解決に取り組む理由

2030年ごろには、進化した先進安全技術の普及により、交通
事故は減少傾向を示し、グローバルで安全・安心に移動できる
社会に向かうと考えられます。
マツダは、全ての人が全ての地域で自由に移動し、 心豊かに
生活できる仕組みを創造し築いていくことにより、事故のない
安全・安心なクルマ社会の実現を目指します。

MAZDA PROACTIVE SAFETY
（マツダ・プロアクティブ・セーフティ）

マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・尊重することを重視す
る安全性能の考え方「MAZDA PROACTIVE SAFETY」のもと、
安全技術の研究・開発を行っています。
安全に運転するためには、認知・判断・操作の各ステップで適
切に行動することが重要です。運転する環境が変化しても、正
しく認知・判断することをサポートし、安全に安心して運転して
いただきたいと考えています。
しかし、人間は時として避けられないミスを起こします。万
が一のドライバーのミスにも対応できるように、事故被害を防
止・軽減することをサポートする技術を開発・提供していきます。

世界の交通事故死亡者数の推移 （～2016年）

具体的な取り組み例
「安全・安心なクルマ社会」の実現に向けた
ビルディングブロック

マツダは「安全・安心なクルマ社会」の実現に向けて、「MAZDA 

PROACTIVE SAFETY」の考え方に基づき、技術開発を進めて
きました。環境技術と同様に、安全技術に対してもビルディン
グブロック構想を採用しています。一番下の、1stブロックとな
る技術は、ドライビングポジション、ペダルレイアウト、視界視
認性、ヒューマン・マシン・インターフェースなどの基本安全技
術です。オルガンペダルの採用や優れた視界視認性への取り組
みなど継続的進化を進めてきました。2ndブロックは、運転初
心者から高齢者まで、さらに多くのお客さまへ、より安全・安心
なクルマをお届けするための先進安全技術「i-ACTIV SENSE」
です。認知支援を行いドライバーの安全運転をサポートする「ア
クティブセーフティ技術」に加え、事故が避けられない状況で
の衝突回避・被害軽減を図る「プリクラッシュセーフティ技術」
で構成されており、こちらも継続的進化を進めています。そして、
3rdブロックが2017年に宣言した、高度運転支援技術コンセ
プト「MAZDA CO-PILOT CONCEPT（マツダ・コ・パイロット・
コンセプト）」です。

理想的なドライビングポジションへのサポート

理想的なドライビングポジションにより、適切に運転操作を実施
できるだけでなく、とっさの操作時の危険回避可能性や、衝突
時の乗員被害軽減の可能性が高まると考えています。CX-60で
は、より多くの人がマツダが理想と考えるドライビングポジショ
ンで運転できるよう、自動ドライビングポジションガイドを導入し
ました。※

「MAZDA CO-PILOT CONCEPT」

人間を中心に考えるマツダ独自の高度運転支援技術、そのコン
セプトが、「MAZDA CO-PILOT CONCEPT」です。人間が心
と身体を活性化しながら、活き活きと運転している一方で、ク
ルマは人間と車両の動きをしっかりと把握し、仮想運転をして
います。そして、人が意識喪失などの不測の事態に陥った場合、
クルマが運転操作をオーバーライドし、自動で外部に緊急連絡
するとともに、他の人や周辺を危険な状態にさせない最適な場
所に自動運転で移動。周辺の安全を確保し、事故の発生を未
然に防止することを目指しています。
自動運転技術を活用し、ドライバーがいつまでも安心して運
転を楽しむことができる「MAZDA CO-PILOT CONCEPT」
技術の開発推進および標準装備化を目指します。

MAZDA PROACTIVE SAFETY（マツダ・プロアクティブ・セーフティ）：マツダが目指す安全性能の考え方

「安全・安心なクルマ社会」の実現に向けた
ビルディングブロック

世界保健機関（WHO）ガイドラインに基づき、以下URLに掲載のグラフ
をマツダにて作成
https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/#trends/
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衝突時の乗員保護と歩行者などの保護

事故の被害を軽減

ドライバーに危険を気付かせ、
安全運転をサポート

良好な運転環境（視界視認性、操作性）
と優れた操縦安定性で安全運転を
サポート ・視界視認性

・ドライビングポジション
・衝突安全技術　など

基本安全技術1st

i-ACTIVSENSEによる
認知・判断サポート

先進安全技術2nd

人の状態認知によるリスク
の低減

人の状態からの
アプローチ

クルマからの
アプローチ

MAZDA
CO-PILOT CONCEPT3rd

※一部グレードのみ。
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マツダが提供する安全性能

正しい「認知」→
「判断」→「操作」により、

安全に安心して運転している状態

リスクが
迫っている状態

お客さまの使用状態低

高
事故が起きて
しまった状態
事故が起きて
しまった状態

避けられない状態

傷害低減

事故低減

https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/#trends/


コーポレ－トガバナンス

基本的な考え方

マツダは、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・
コードの趣旨を尊重し、株主をはじめお客さま、取引先、地域
社会、従業員などのステークホルダーと良好な関係を構築しつ
つ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより、マ

役員体制・報酬諮問委員会

役員の指名・選任プロセスおよび報酬の決定プロセスの透明性
を高めるため、取締役会の諮問機関として、「役員体制・報酬諮
問委員会」を設置しています。代表取締役2名および社外取締
役6名で構成し、代表取締役会長が議長を務めています。同
委員会は、役員の構成、候補者の育成・選定の方針、当社の
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬支給の
方針および方針に基づく報酬体系、プロセスなどについて審議
した上で、その結果を取締役会へ答申しています。

コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み変遷

各機関構成
2022年６月末時点

ツダの持続的成長および中長期的な企業価値の向上を目指し、
コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。
当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中、経営に関する
意思決定のさらなる迅速化、取締役会における経営戦略など
の議論の一層の充実と監督機能の強化を実現するため、監査
等委員会設置会社を採用しています。

取締役会の実効性の分析・評価

取締役会は、取締役会の実効性のさらなる向上に向けた取り
組みを着実に進めるための分析・評価を実施しています。本取
り組みは、事務局が作成する調査票に基づき、全ての取締役が、
取締役会の実効性について自己評価を実施し、その結果を事
務局が取りまとめた後、取締役会にて現状分析を共有した上で、
目指す姿、改善策などについて議論する方法で実施しています。

2021年度の主な調査内容は、取締役会の構成、経営戦略
などに係る審議の状況、コンプライアンス・内部統制に係る審
議の状況、情報提供（情報量、資料、説明、社外取締役に対
するサポート）の状況、審議への関与です。また、監査等委員
会設置会社への移行目的である経営の意思決定の迅速化、取
締役会における審議の一層の充実、取締役会による監督機能
の強化について、その効果の検証を行いました。検証の結果、
取締役会のメンバーが当社の経営戦略などの決定に適切に関

与し、その内容を共有するとともに、社外取締役は、議案の事
前説明、その他サポートにより、当社の状況を把握した上で、
独立した立場から活発に意見を述べており、業務執行に対する
監督機能が確保されていることを確認しました。
また、当社定款に基づき、取締役会の権限が適切な範囲で
代表取締役に委任されたことにより、意思決定の迅速化がなさ
れるとともに、審議時間を確保することにより議論の充実が図
られていることが確認できました。一方で、当社を取りまく事
業環境が厳しさを増す中、今後、着実に本格成長を成し遂げ
ていくためには、より一層、取締役会での審議の充実、監督機
能の強化を図る必要があるため、引き続き、経営戦略などの
重要案件に対するモニタリング強化およびリスクや収益性に関
する審議の充実などに取り組んでいくことを、取締役全員で確
認しました。今後も中長期的な企業価値の向上に向けて、毎年、
取締役会の実効性の分析・評価を行い、不断の改善に取り組ん
でいきます。

コーポレートガバナンスの体制図

取締役会の独立性

取締役会の多様性

役員体制・報酬諮問委員会の独立性

機関設計など

　役員人事・報酬に係る諮問機関

取締役会 
　独立社外取締役（人数）

　実効性評価・運営改善

監査役会 
　社外監査役（人数）

監査等委員会 
　監査等委員である社外取締役（人数）

役員報酬

年　度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

＊ リスク・コンプライアンス委員会、全社情報セキュリティ会議など

マツダはコーポレートガバナンス・コードの全ての原則を実施しています。詳細は「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご覧ください。
URL：https://www.mazda.com/ja/investors/library/governance/

監査役会設置会社 2019.6～  監査等委員会設置会社

２名選任 6名＊選任（取締役会の3分の1以上）

株式報酬型ストックオプション

４名選任

取締役会の実効性評価

３名選任

＊監査等委員である社外取締役4名を含む

役員体制・報酬諮問委員会（過半数は独立社外取締役）

報告

連携

株主総会

役員体制・
報酬諮問委員会

経営会議その他
社長諮問機関

各種委員会＊

会計監査人

監査等委員会部

内部監査部門

執行役員

選任／解任

報告

連携

監査

選任／解任意見陳述

監査
監督

選任／解任
諮問／答申

諮問
監査等委員会

取締役（監査等委員）
（6名中4名が社外取締役）

代表取締役

取締役

（監査等委員を除く）

監督

報告

取締役会

グループ会社本部長他

部門長

全社員

（16名中6名が社外取締役）
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社内取締役
10名

社外取締役
6名

16名（社内10名、社外6名）
うち、女性2名

37.5％

12.5％

6名（社内2名、社外4名）
うち、女性1名

8名（社内2名、社外6名）
うち、女性2名

75.0％

人数

社外取締役
比率

女性取締役
比率

人数

人数

社外取締役
比率

取締役会

（監査等委員）を含む

監査等委員会

役員体制・報酬
諮問委員会

社外取締役比率

37.5%

男性
14名

女性
2名

女性比率

12.5%

社外取締役
6名

社内取締役
2名

社外取締役比率

75.0%

https://www.mazda.com/ja/investors/library/governance/


対象となる役員の
員数（名）

報酬等の総額
（百万円）

役員区分
報酬等の種類別の総額（百万円）

基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役および監査等委員で）ある取締役を除く

監査等委員である取締役
（社外取締役を除く）

社外取締役 96

75

491

96

75

375

－

－

－

－

3

7

45 71 8

取締役会のスキル・マトリックス

マツダは取締役の指名・選任にあたっては、心身ともに健康であ
ることを大前提とし、株主・お客さまをはじめとするステークホル
ダーの負託に応えようとする姿勢、高い倫理観、行動力、リーダー

シップ、職務経験と能力や会社や個人の業績などを考慮します。
また、マツダを取り巻く事業環境が急速に変化する中、持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて取締役会の役
割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力のバランスが
とれ、かつ多様性のある取締役会の構成が必要と考えています。

取締役の報酬体系について

当社の取締役の報酬については、役員体制・報酬諮問委員会
にて、算定方法および額が決定方針に沿った妥当なものである
ことを確認したうえで、取締役会に答申し、取締役会にて決議
しています。
社内取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬につい

ては、「基本報酬」、「業績連動報酬」、「株式報酬型ストックオプ
ション」で構成しており、これらの報酬の割合は、中期経営計
画達成時に基本報酬の額と業績連動および非金銭報酬の合算
した額の割合が概ね均等になるように設定しています。
なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、

業務執行から独立した立場であることを考慮し、固定額の基本
報酬のみとしています。

役員報酬額
（2022年3月期）

社内取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の割合

コーポレ－トガバナンス

基本報酬 取締役の役位、職責に応じて固定額として
支払われる報酬

業績連動報酬 経営計画に基づく目標を期初に設定し、
期末にその達成状況で決定する報酬

非金銭報酬

中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、
株主と価値を共有することを目的とし、「株式報酬
型ストックオプション」を支給。新株予約権は、公
正価額を基準として、役位、職責に応じた個数を
毎年、割り当てます。

業績連動報酬の算定方法

指標として、2021年3月期においては連結当
期純利益およびグローバル販売台数、2022年
3月期以降は、連結売上高および連結当期純利
益を用いており、各事業年度の業績見通しにお
いて公表した値を目標値として、その達成度に
応じた報酬額を設定（役位、職責に応じて設定）
しています。また、個人ごとに期初に設定した
目標の達成状況を評価する「個人成績給」を設
定しています。

しょうぶだ

菖蒲田 
きよたか

清孝
（63歳）男性

代表取締役
会長

役職名氏名および属性＊1

まるもと

丸本 
あきら

明
（64歳）男性

代表取締役
社長兼CEO
（最高経営責任者）

おの

小野 
みつる

満
（63歳）男性

取締役専務
執行役員

 こが 

古賀 
あきら

亮
（60歳）男性

取締役専務
執行役員

 もろ 

毛籠 
まさひろ

勝弘
（61歳）男性

取締役専務
執行役員

あおやま

青山 
やすひろ

裕大
（56歳）男性

取締役専務
執行役員

ひろせ

廣瀬 
いちろう

一郎
（61歳）男性

取締役専務
執行役員

むかい

向井 
たけし

武司
（60歳）男性

取締役専務
執行役員

さとう

佐藤 
きよし

潔
（66歳）男性

取締役

おがわ

小川 
みちこ

理子
（59歳）女性

取締役

まるやま

圓山 
まさとし

雅俊
（65歳）男性

取締役
監査等委員
（常勤）

わたべ

渡部 
のぶひこ

宣彦
（63歳）男性

取締役
監査等委員
（常勤）

さかい

坂井 
いちろう

一郎
（80歳）男性

取締役
監査等委員

きたむら

北村 
あきら

明良
（71歳）男性

取締役
監査等委員

しばさき

柴崎 
ひろこ

博子
（68歳）女性

取締役
監査等委員

すぎもり

杉森 
まさと

正人
（65歳）男性

取締役
監査等委員

取締役会
監査等
委員会

役員体制
･報酬諮問
委員会

企業経営
（トップ経験）

グローバル
ビジネス

商品企画・
研究開発

  生産・
  購買・
品質

ブランド・
マーケティ
ング・営業

ESG IT・DX
  人事・
  労務・
人財開発

  法務・
リスクマ
ネジメント

  財務・
会計

機関構成＊2 経験・専門性＊3
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独 立 役 員
社外取締役

独 立 役 員
社外取締役

独 立 役 員
社外取締役

独 立 役 員
社外取締役

独 立 役 員
社外取締役

独 立 役 員
社外取締役

＊1 年齢は、2022年6月24日時点です。
＊2 「機関構成」の●は議長または委員長を示しています。
＊3 「経験・専門性」は、各氏の有する知見や経験の主なものを記載しており、各氏が有する全ての知見や経験を表すものではありません。

＊上記には、2021年6月24日開催の第155回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）1名、監査等委員で
ある取締役（社外取締役を除く）1名および社外取締役1名を含んでいます。
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非金銭報酬
株式報酬型

ストックオプション基本報酬

金銭報酬

業績連動報酬

10 0～9程度 1

( )



コンプライアンス リスクマネジメント

コンプライアンスに対する考え方

マツダは、コンプライアンスを単なる法令順守にとどまらず、
社内の規則や社会の期待･要請などにもかなったものと位置づ
け、「マツダ企業倫理行動規範」にのっとって、誠実で公正な事
業活動への取り組みを進めています。また、腐敗防止の取り組
みとして、マツダ企業倫理行動規範の行動指針に基本的な考
えを示すと共に、全ての関係先と公平で透明性の高い取引を推
進するため、「接待・贈答品に関するガイドライン」を定めて贈収
賄禁止の方針を示しています。これらのガイドラインは、社会
環境や社会的要請などの変化も踏まえ、必要に応じて見直しを
行っています。海外においても、国際ルールや各国・各地域の
法令の順守はもちろん、現地の歴史、文化、慣習なども尊重
しています。 なお、2021年度に贈収賄に関する罰金などの事
案は発生していません。
コンプライアンスに関する従業員への浸透度に関しては、グ
ローバル社員意識調査に設問を設定し、確認を行っています。

具体的な取り組み例
マツダ・グローバル・ホットライン

マツダは、コンプライアンス違反などに関する内部通報先とし
て「マツダ・グローバル・ホットライン」を設置しています。「マツ
ダ・グローバル・ホットライン」は社内および社外（弁護士事務所）
に窓口を設け、マツダグループの従業員などが実名または匿名
で通報先を選択して通報できる体制を整えています。また、通
報内容は慎重に取り扱い、通報者の秘密厳守を徹底し、通報
者や調査協力者が不利益を被ることのないよう十分なフォロー
アップを行っています。マツダでは、コンプライアンス教育の機
会に全従業員に通報窓口の連絡先を示したコンプライアンス・
カードを配布して窓口を紹介するとともに、ポスターの掲示や
e-ラーニングの実施などの周知活動を行っています。

コンプライアンス教育

マツダでは、単に法令やルールを順守することにとどまらず、
従業員一人ひとりがその本質を理解し、「誠実な行動」を実践し
ていくことが重要であると考えています。
社会環境や社会的要請などの変化も踏まえ、e-ラーニング

を活用した自主的な学習機会の提供や、役員や幹部社員、並
びに関係会社の役員に対する社内外講師によるコンプライアン
スセミナーの実施、タイムリーな情報提供などを行い、コンプ
ライアンスの重要性の認識を高める取り組みを継続的に行って
います。

リスクマネジメントに対する考え方

マツダでは、リスクマネジメント基本ポリシー、リスクマネジメ
ント規程およびその他関係する社内規程に従って社内外のさま
ざまなリスクの把握と低減活動を継続し、事業の継続と安定的
な発展の確保に努めています。
把握したリスクは重要度を踏まえて、個別のビジネスリスク

については該当する業務を担当する部門が、全社レベルのリス
クについては全社横断的な業務を担当する部門がPDCAサイ
クルを回し、適切に管理しています。
経営上重大な事態や災害などの緊急事態が発生した場合は、
社内規程に従い、必要に応じて緊急対策本部を設置するなど
適切な措置を講じることとしています。

災害･緊急事態への対応

マツダでは、南海トラフ地震をはじめとした大地震やそれらに
伴う津波発生を想定した自然災害への備えを継続的に行ってい
ます。この備えは建物･設備の耐震対策、護岸のかさ上げ対策
などのハード面の対策だけでなく、安否確認システムの導入、
防災自衛団組織の構築、そしてこれらを運用する訓練などのソ
フト面の整備も計画的に進めています。
また、大規模災害に備えて、公設消防との合同防災訓練も
実施しています。これらの訓練は一斉避難訓練に加え、2020

年度以降は、高圧ガスや危険物漏洩などのさまざまな状況に
対応する図上訓練や、実技訓練を取り入れ、二次災害による
近隣への被害の拡大を防止する実践的な防災訓練としています。

情報セキュリティ

情報管理方針や社内規程を定め、個人情報など重要な情報を
適切に管理・保護し、年1回取り組み状況や管理体制の点検を
行い、情報セキュリティの確保に努めています。情報セキュリ
ティの推進体制は、取締役が全社情報セキュリティ責任者とな
り、その下で、情報セキュリティ委員会が、サプライチェーン全
体のサイバーセキュリティリスクを認識した上で、経営会議に
改善計画を上程し、審議の上、継続的に改善を進めています。
製品に関しては、日米のAuto-ISAC※に参加し、業界内で検
知したセキュリティ情報やベストプラクティスへの対応を進める
ことで、サイバーセキュリティ品質の向上に努めています。また、
2022年7月から施行されたサイバーセキュリティに関する基準
にも適合しています。
情報セキュリティの啓発活動として、マツダの従業員には、

「機密情報管理」「個人情報保護」「ITセキュリティ」の教育の受
講を義務付けています。

知的財産の保護と知財リスクマネジメント

専門部署である知的財産部は、他者の知的財産権を侵害しな
いよう社内の諸活動をリードするとともに、社内活動の成果を
自社の知的財産権として強固に保護･蓄積し最大限に活用する
活動を戦略的に行っています。

1.企業活動により創造した新技術やマーク、車種ネーム、車
両デザインなどに関する知的財産権をグローバルに取得し、
技術とデザインおよびブランドを保護する

2.他者の特許権や商標権、意匠権、著作権の侵害あるいは不
正競争防止法上の紛争などの企業活動に支障を及ぼす知財
問題の有無を網羅的に調査し、予防･解決する

※Automotive Information Sharing & Analysis Center（自動車情報共有
分析センター）の略。米国のAuto-lSACに参加するとともに、幹事会員とし
て日本の J-Auto-lSACに参画。

コンプライアンス推進体制

マツダ・グローバル・ホットライン

「マツダ企業倫理行動規範」の概要

リスクマネジメント体制図

「誠実」な行動の5原則
1. 法律や社内規則、国際社会の常識・健全な慣行に従う。
2. 公平・公正である。
3. 企業の社会的責任を果たす。
4. 自分の職責を忠実に果たす。  
5. 正直である。

行動指針
1. 法令および社内で適用される規程を守る。また明確に定めが
ないことでも、これらの精神を尊重して判断する。

2. 従業員、顧客、取引先を公平・公正に扱う。業務上の地位を
利用して不当な利益・便宜を得たり、与えたりしない。

3. 公私をわきまえ、会社の資産を着服したり乱用しない。
4. 機密を守る。当社または他者の知的財産を侵さない。
5. 人への安全・環境に配慮した商品作りを追求する。
6. 常に健全な利益を追求すべく行動する。
7. 人権と人間の尊厳を尊重する。
8. 社内・社外への報告において常に真実をタイムリーに述べる。

コンプライアンス教育のテーマ（例）

● 契約
● インサイダー取引
● 下請法
● 景表法
● 独占禁止法
● 安全保障輸出管理
● 機密保持契約
● 腐敗防止（接待贈答）

● 著作権
● 個人情報
● 機密管理
● 暴排条例
● 不正競争防止法（国家公務
員への贈収賄を含む）

● 業務委託契約
など
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代表取締役社長

各グループ会社

連携 対応検討
勧告助言通報

社内各部門
（部門長＝コンプライアンス責任者）

マツダ・グローバル・
ホットライン

コーポレート業務本部

リスク・コンプライアンス
委員会

全社リスク
指示・支援

各グループ会社社内各部門

代表取締役社長

リスクマネジメント推進部門

各リスクに応じた担当部門

各担当役員

リスク・コンプライアンス委員会

業務リスク

リスクマネジメント担当役員

代表取締役社長

緊急対策本部

リスクマネジメント担当役員

既存の危機管理組織では対応が困難で、部門を超えた対応が必要な事態
が発生した場合、リスクマネジメント担当役員は社長と協議の上で、緊
急対策本部の設置を決定し、対策本部長を指名します。

各グループ会社社内各部門

緊急時のリスクマネジメント体制

平常時のリスクマネジメント体制

通報者

調査対象部門

取締役監査等委員（常勤）
代表取締役社長 
マネジメント

コーポレート業務本部

マツダ・グローバル・
ホットライン

社外窓口（弁護士事務所）

マツダ・グローバル・
ホットライン
社内窓口

報告 指示

通知

通報通報

原則、実名 実名／匿名
回答
（通知可能の場合）

回答
（通知可能の場合）



社外取締役インタビュー

ガバナンス体制の強化に向けて真摯に取り組んでおり、
資本市場が経営に求める要求に対しても真摯に対応し、
丁寧な取締役会の運営がなされていると感じています。
特に社外取締役への情報提供やレクチャーをいただく
姿勢については高く評価しています。取締役会に付議
される議案に限らず、中期経営計画や各取り組みの進
捗などについても時間をかけて報告いただき、必要と
する情報が十分提供されるため、専門性の高い内容を
深く理解し、議論や意見することに役立っています。執
行側も私たちの発言内容にしっかりと耳を傾けてくれて
おり、聞く姿勢を持った取締役会であり経営だと感じて
います。

小川  私も佐藤さんと同じ時期に社外取締役に就任しました
が、取締役会の運営姿勢については同じように感じて
います。また、よく印象に残っているのが、「ブランド価
値経営」を軸とした議論です。中期経営計画の中で、
ブランド価値向上への投資や、ブランド価値を低下させ
る支出の抑制などを重要な取り組みと掲げているよう
に、社内の全ての部門が、どのようにブランド価値を
生み出すかという視点で議論・行動することが組織全体
に浸透しているように感じます。「ブランド価値経営」の
考え方は、研究開発・生産・販売といった各部門の活動
だけでなく、部門の自主性を残しながらも、組織横断
的に実践するクロスファンクショナルチーム（CFT）とい
うインターナル活動にも活かされています。CASEに代
表される自動車産業の大変革時代の中で、統合的にブ
ランド価値、ひいては企業価値の向上を図る一貫した
考え方が、事業活動全体や取締役会でのモニタリング
にも反映されているという印象です。

「地球」課題への取り組みについて
－社会全体で、気候変動対策と脱炭素の取り組みが加速
する中、マツダも2035年にグローバル自社工場でのカーボ
ンニュートラルに挑戦する旨を宣言しました。こうした「地球」
課題への取り組みについての評価をお聞かせください。

佐藤  取締役会でも、カーボンニュートラル（以下、CN）を
どのように実現していくのかについての具体的かつ深い
議論を続けてきました。大きな考え方としては、省エネ、
再エネ導入、電気自動車（以下、EV）や次世代燃料の
導入という3つの柱を掲げていますが、なかでも生産
現場における再エネ導入と普及については、本社や防
府工場のみならず、中国地方の地域行政や企業との連
携による「カーボンニュートラル電力推進部会」という
取り組みを進めています。加えて、日本国内での地域

社会と連携したエネルギー転換の取り組みをモデルに、
メキシコ、タイ、アメリカなどの海外生産拠点でも最
適な「脱炭素」のアクションを実行していく点が、マツ
ダのCNの取り組みの特長です。取り組み内容やその
スピードについては、まだまだ課題はあります。しかし、
広島本社工場への太陽光発電設備の導入にとどまらず、
発電されたエネルギーを、本社工場で生産予定のEV

のリチウムイオンバッテリーの充電にも使用していく試
みなども具体的に進んでおり、CNの実現に向けて真
摯に取り組んでいる点として評価します。こうした取り
組みがさらに広がることを期待しています。

小川  CNは、世界的な規模でどの企業も長期にわたって進
めていかなければいけない「マスト・アジェンダ」です。
商品戦略においても、独自の視点からバリューチェー
ン全体で脱炭素を捉えアプローチしているのがマツダの
特長ともいえます。グローバルなトレンドとして「脱炭
素やモビリティの電動化」を捉えながら、各国・地域で
異なる規制やニーズ、エネルギー事情などの課題を深
く理解し、自分たちの強みや貢献できる技術を最大限
発揮して脱炭素に向けて歩みを進める考え方は評価で
きます。

佐藤  マツダもEVの開発には全力で取り組んでいます。しかし、
アメリカやヨーロッパなど、国や地域独自の規制が矢
継ぎ早に、しかも加速して出てきています。最終的に
販売できるのはEVのみ、といった話も聞きます。その
一方で、蓄電池の技術や規格は流動的です。現状では
リチウムイオン電池が主流ではあるものの、原料資源
は将来の世界需要に対しての不足が懸念されており、
自動車用電池の価格は現在も大幅に上昇しています。
加えてEVの給電インフラは先進国でも十分に整備され
ておらず、環境政策とエネルギー周辺の諸問題との間
にはまだ大きなギャップがあります。今後、一部の国・
地域を除いて、エネルギー転換やEVシフトが大幅に遅
れる可能性も考えると、EV以外の選択肢、すなわち既
存で最高レベルの環境技術とエネルギー源の選択肢を
残した取り組みが脱炭素への現実的なアプローチとし
て取締役会の中でも報告されています。

小川  マツダの中ではこのアプローチを「マルチソリューショ
ン」という言葉で表現していますが、全方位に構えた守
りのスタンスにあると誤解される方もいらっしゃるかも
しれません。しかし、日々変化し先の読みづらい昨今
の事業環境の中においては、独自技術を生かしたマル
チソリューションという柔軟な考え方がむしろ、ダイナ
ミックレンジの大きいテーマにおいては、守りと攻めの

マツダの強みを最大限発揮しながら、
カーボンニュートラルに向けた
堅実な取り組みに期待

社外取締役　佐藤　潔
2019年6月より社外取締役に就任。長年勤務した電気
機器メーカーにおける経営の経験や営業・マーケティング
領域に関する豊富な知見、さらには海外事業で培った国
際的な視点から、経営に対する意見・提言をいただいて
います。

社外取締役　小川  理子
2019年6月より社外取締役に就任。電気機器メーカー
で研究開発をしてきた技術者としての専門的見地に加え、
ESGやブランドマーケティングの視点から、経営に対する
意見・提言をいただいています。

監査等委員会設置会社であるマツダの取締役会は、取締役
全16名のうち、6名が社外取締役（うち4名は監査等委員で
ある社外取締役）で構成されています。今回は、業務執行
から独立した立場から取締役会の意思決定に参画されている
佐藤潔氏ならびに小川理子氏にマツダの経営やガバナンスに
対する評価や、忌憚ないご意見をいただきました。

経営とガバナンスの高度化に向けて
－まずは、マツダのガバナンス、取締役会の監査機能強
化に向けた運営についての評価をお聞かせください。

佐藤  私は社外取締役に就任して今年で４年目になります。
取締役会のメンバーは取締役会の運営をはじめとする

ン氏の米国法人におけるCEO起用のように、各国・地
域の優秀な人材が、どんどん経営に参画し、意見・提
言ができるような組織風土になると、グローバルでのブ
ランド価値向上にもつながっていくと思います。ジェン
ダーを含む多様性の視点については、ぜひ小川さんの
ご意見を聞かせてください。

小川  私自身も数少ない女性エンジニアとしていろいろな経
験をしてきました。マツダの女性従業員の中にも、きっ
と苦労をしていることがいろいろとあるだろうというこ
とで、対話の機会を設けていただいています。その一
方で、今、お客さまの価値観を見ると、ジェンダーの
違いだけではなく、一人ひとりの価値観が非常に多様
化しており、クルマ自体の定義や、これからのモビリ
ティ空間に求められるものもどんどん変化しています。
これまで商品のもつ機能や性能がお客さまへの価値と
して訴求され、そうした価値は「論理」で語ることがで
きるため、論理的思考が優先される中、女性視点の感
性や情緒を大切にするアイデアが認められにくい時代
が、日本の製造業にはあったと感じています。しかし、
単なる機能や性能だけで商品やサービスが売れる時代
ではなくなった2000年ごろを境に、情緒的な価値やエ
モーショナルなところが見直され、技術なども、機能
だけでなく作り手と使い手が双方向に共感するストー
リーをもって訴求しなければならない時代になりました。
デジタルネットワークやソフトウェアにも「しなやかさ」
が求められる、今の世の中においては、もっといろい
ろなやり方があってよいと思います。ダイバーシティだ
けではなく、人材の流動性やキャリアパスにも変革が
必要です。技術職ならその延長線だけでキャリアを積
み上げるのではなく、マーケティングや製造など、幅広
い経験を積むことでイノベーションに必要な視点を養っ
たり、働き方の多様性も広げていかなければなりませ
ん。マツダにおいても少しずつではありますが女性の幹
部も生まれてきており、「MAZDA MX-30」の開発主
査は女性であったりもします。また若手社員はSDGs

への関心が非常に高く、クルマだけでなく社会や地球
を見据えた上で、社会的価値を生み出すために自ら、
変革させていこうというエネルギーに溢れています。そ
うした価値観や意見が、どんどん事業活動に取り込ま
れていく、風通しの良い風土の醸成がとても重要だと
考えます。

－マツダは、クルマを通じて人々に心の充足を提供し、心
を健康にすることも目指しています。 「人間中心の開発哲学」
など、“人”を尊重する姿勢やその取り組みについて、今後の
期待などのアドバイスをお願いします。

佐藤  マツダの「人」への興味関心は「人間中心の開発哲学」
「人馬一体」「Zooｍ-Zoom」という言葉に表れていま
す。運転者には「走る歓び」といったモビリティを通じ
て得られる感受性、搭乗者には車酔いしにくい乗り心地、
先進的な安全機能など、とても丁寧に人間とプロダク
トに向き合っています。自分たちの商品や技術を通じて
人や社会への貢献を目指すという考え方は、重要な視
点だと思います。

小川  「人馬一体」との言葉にあるとおり、マツダの技術者は、
本当にものすごくこだわりを持って、人間中心の設計を
貫いていると思います。そこには、クルマで走る時間は、
人生における歓びであり、その歓びの時間を自分たち
が提供している、という矜持があると感じます。この気
持ちは、今後もずっと自動車メーカーとして持ち続ける
のだと思いますが、一方で、この先10年後、20年後
の世界を考えると、日々刻々と進化しているAIやロボ
ティクス技術、さらには今起こっているメタバースなど
のデジタルバーチャル世界がある中で、人間の「脳」と
「身体」のフィードバック系が、クルマという空間の中で、
どのように人に作用して、「生きる歓び」を生み出すの
かというところに私は興味があり、いつも開発の方々
にも質問を投げかけています。また「走る歓び」が、プ
ロダクト単体としての枠組みを超え、より多くの人々の
「生きる歓び」に影響を与えたり、社会全体の「価値」
と融合していくのかについての探索・探究にも期待して
います。

中長期的な企業価値の向上に向けて
－最後に、マツダの中長期的な企業価値向上に向けたア
ドバイスをお願いします。

佐藤  マツダが中長期にわたって企業価値を向上させていくた
めには、大きく二つの重要なことがあります。一つは
やはり「ブランド価値経営」です。これについては、数
年前から継続して推進してきており、会社としても手ご
たえを感じているところです。新たに販売したクルマに
対する価値も、世界中のお客さまから認められ、マツ
ダファンも多くなりました。「ブランド価値経営」の成果
ははっきりと見て取ることができ、今後も継続して推進
すべきだと考えます。もう一つは「EV対応」です。先
ほど述べたように、EV用蓄電池の原材料不足や、給
電インフラなど、さまざまな問題はあるものの、気候
変動対策が私たちの社会が直面する喫緊の課題である
中、EVシフトは潮流としてこれからも変わることはな
いでしょう。いかにCNの実現に資するモビリティを開

発・提供し、マーケティングを含めて事業展開していく
かは、それがEVであれ、水素であれ、バイオ燃料で
あれ、今後も非常に重要なテーマです。各国・地域の
規制など、クルマを取り巻く事業環境は世界各地で変
化し続けます。マツダにおいても、策定した中期経営
計画を環境変化に応じて、頻繁に見直しながら進めて
いってほしいと思います。

小川  ここ数年間、「ブランド価値経営」の取り組みは順調に
進んできたと私も感じています。企業価値をさらに向
上させていく意味でも、長期視点ではCNへの取り組
みをしっかりと進めていくことが、一丁目一番地です。
若年層を中心に、クルマを「所有」するのではなく、必
要な時に「利用」するライフスタイルへとシフトする動き
も見られます。そうした価値観の変化も見据えると、
どうすれば次世代の人たちとともに新しい価値を創って
いけるのか、何に共感していただけるのか、といった
ことを見つけていくことも、企業価値の向上につながる
と思っています。その点で、企業が一つしっかりとメッ
セージを発信していかなければならないのが、社会や
地球に対してどのような価値を提供していくかです。若
年層は、そうした企業姿勢も含めて商品・サービスを選
ぶことが当たり前になっていますので、マツダとしての
企業メッセージの発信はもちろん、さまざまなステーク
ホルダーの人たちとの対話にも注力し、自分たちの提
供したい社会的価値を丁寧に伝えていかなければなら
ないと思います。

－本日はお忙しい中、ありがとうございました。

バランスの取れた戦略であるともいえます。またマツダ
のプロダクト体系においてはラージ、スモールといった
具合にマルチソリューションを実現するプラットフォーム
や搭載技術アーキテクチャーが無理・無駄のない論理
的な構成になっているため、状況の変化に合わせて、
いつでも立ち戻って考え直せるほか、社会課題の具体
的な解決手段となりえるのではないかと思います。

「人」の課題に対する取り組みについて
－改訂コーポレートガバナンス・コードに「中核人材の多
様性の確保」が追加され、人的資本への注目が高まっていま
す。マツダの人的資本の価値の最大化に向けて、アドバイス
をお願いします。

佐藤  「中核人材の多様性の確保」という点では、海外企業と
比べて日本企業の多くが後れを取っています。私は長
年グローバルビジネスに従事してきましたが、欧米企
業の場合は、最初から人材構成が国籍・人種などの面
で多様性に富んでいます。そして、母国語ではなかっ
たとしても共通言語として英語を身に付け、多様な視
点を活かして事業の成長につなげています。そのよう
な環境にいる海外投資家から見れば、日本企業は、多
様性の確保が遅れていると感じるのもやむを得ません。
日本企業が多様性を獲得していくには、一朝一夕には
難しいと思いますが、日本企業の風土そのものを変革
していく必要があるでしょう。人種・国籍の多様性とい
う視点で言うと、マツダもグローバルに事業を展開して
いる以上、グローバル人材のさらなる登用を期待します。
専務執行役員に加わっているジェフリー・エイチ・ガイト

社外取締役

小川  理子
社外取締役

佐藤　潔
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ガバナンス体制の強化に向けて真摯に取り組んでおり、
資本市場が経営に求める要求に対しても真摯に対応し、
丁寧な取締役会の運営がなされていると感じています。
特に社外取締役への情報提供やレクチャーをいただく
姿勢については高く評価しています。取締役会に付議
される議案に限らず、中期経営計画や各取り組みの進
捗などについても時間をかけて報告いただき、必要と
する情報が十分提供されるため、専門性の高い内容を
深く理解し、議論や意見することに役立っています。執
行側も私たちの発言内容にしっかりと耳を傾けてくれて
おり、聞く姿勢を持った取締役会であり経営だと感じて
います。

小川  私も佐藤さんと同じ時期に社外取締役に就任しました
が、取締役会の運営姿勢については同じように感じて
います。また、よく印象に残っているのが、「ブランド価
値経営」を軸とした議論です。中期経営計画の中で、
ブランド価値向上への投資や、ブランド価値を低下させ
る支出の抑制などを重要な取り組みと掲げているよう
に、社内の全ての部門が、どのようにブランド価値を
生み出すかという視点で議論・行動することが組織全体
に浸透しているように感じます。「ブランド価値経営」の
考え方は、研究開発・生産・販売といった各部門の活動
だけでなく、部門の自主性を残しながらも、組織横断
的に実践するクロスファンクショナルチーム（CFT）とい
うインターナル活動にも活かされています。CASEに代
表される自動車産業の大変革時代の中で、統合的にブ
ランド価値、ひいては企業価値の向上を図る一貫した
考え方が、事業活動全体や取締役会でのモニタリング
にも反映されているという印象です。

「地球」課題への取り組みについて
－社会全体で、気候変動対策と脱炭素の取り組みが加速
する中、マツダも2035年にグローバル自社工場でのカーボ
ンニュートラルに挑戦する旨を宣言しました。こうした「地球」
課題への取り組みについての評価をお聞かせください。

佐藤  取締役会でも、カーボンニュートラル（以下、CN）を
どのように実現していくのかについての具体的かつ深い
議論を続けてきました。大きな考え方としては、省エネ、
再エネ導入、電気自動車（以下、EV）や次世代燃料の
導入という3つの柱を掲げていますが、なかでも生産
現場における再エネ導入と普及については、本社や防
府工場のみならず、中国地方の地域行政や企業との連
携による「カーボンニュートラル電力推進部会」という
取り組みを進めています。加えて、日本国内での地域

社会と連携したエネルギー転換の取り組みをモデルに、
メキシコ、タイ、アメリカなどの海外生産拠点でも最
適な「脱炭素」のアクションを実行していく点が、マツ
ダのCNの取り組みの特長です。取り組み内容やその
スピードについては、まだまだ課題はあります。しかし、
広島本社工場への太陽光発電設備の導入にとどまらず、
発電されたエネルギーを、本社工場で生産予定のEV

のリチウムイオンバッテリーの充電にも使用していく試
みなども具体的に進んでおり、CNの実現に向けて真
摯に取り組んでいる点として評価します。こうした取り
組みがさらに広がることを期待しています。

小川  CNは、世界的な規模でどの企業も長期にわたって進
めていかなければいけない「マスト・アジェンダ」です。
商品戦略においても、独自の視点からバリューチェー
ン全体で脱炭素を捉えアプローチしているのがマツダの
特長ともいえます。グローバルなトレンドとして「脱炭
素やモビリティの電動化」を捉えながら、各国・地域で
異なる規制やニーズ、エネルギー事情などの課題を深
く理解し、自分たちの強みや貢献できる技術を最大限
発揮して脱炭素に向けて歩みを進める考え方は評価で
きます。

佐藤  マツダもEVの開発には全力で取り組んでいます。しかし、
アメリカやヨーロッパなど、国や地域独自の規制が矢
継ぎ早に、しかも加速して出てきています。最終的に
販売できるのはEVのみ、といった話も聞きます。その
一方で、蓄電池の技術や規格は流動的です。現状では
リチウムイオン電池が主流ではあるものの、原料資源
は将来の世界需要に対しての不足が懸念されており、
自動車用電池の価格は現在も大幅に上昇しています。
加えてEVの給電インフラは先進国でも十分に整備され
ておらず、環境政策とエネルギー周辺の諸問題との間
にはまだ大きなギャップがあります。今後、一部の国・
地域を除いて、エネルギー転換やEVシフトが大幅に遅
れる可能性も考えると、EV以外の選択肢、すなわち既
存で最高レベルの環境技術とエネルギー源の選択肢を
残した取り組みが脱炭素への現実的なアプローチとし
て取締役会の中でも報告されています。
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部も生まれてきており、「MAZDA MX-30」の開発主
査は女性であったりもします。また若手社員はSDGs

への関心が非常に高く、クルマだけでなく社会や地球
を見据えた上で、社会的価値を生み出すために自ら、
変革させていこうというエネルギーに溢れています。そ
うした価値観や意見が、どんどん事業活動に取り込ま
れていく、風通しの良い風土の醸成がとても重要だと
考えます。

－マツダは、クルマを通じて人々に心の充足を提供し、心
を健康にすることも目指しています。 「人間中心の開発哲学」
など、“人”を尊重する姿勢やその取り組みについて、今後の
期待などのアドバイスをお願いします。

佐藤  マツダの「人」への興味関心は「人間中心の開発哲学」
「人馬一体」「Zooｍ-Zoom」という言葉に表れていま
す。運転者には「走る歓び」といったモビリティを通じ
て得られる感受性、搭乗者には車酔いしにくい乗り心地、
先進的な安全機能など、とても丁寧に人間とプロダク
トに向き合っています。自分たちの商品や技術を通じて
人や社会への貢献を目指すという考え方は、重要な視
点だと思います。

小川  「人馬一体」との言葉にあるとおり、マツダの技術者は、
本当にものすごくこだわりを持って、人間中心の設計を
貫いていると思います。そこには、クルマで走る時間は、
人生における歓びであり、その歓びの時間を自分たち
が提供している、という矜持があると感じます。この気
持ちは、今後もずっと自動車メーカーとして持ち続ける
のだと思いますが、一方で、この先10年後、20年後
の世界を考えると、日々刻々と進化しているAIやロボ
ティクス技術、さらには今起こっているメタバースなど
のデジタルバーチャル世界がある中で、人間の「脳」と
「身体」のフィードバック系が、クルマという空間の中で、
どのように人に作用して、「生きる歓び」を生み出すの
かというところに私は興味があり、いつも開発の方々
にも質問を投げかけています。また「走る歓び」が、プ
ロダクト単体としての枠組みを超え、より多くの人々の
「生きる歓び」に影響を与えたり、社会全体の「価値」
と融合していくのかについての探索・探究にも期待して
います。

中長期的な企業価値の向上に向けて
－最後に、マツダの中長期的な企業価値向上に向けたア
ドバイスをお願いします。

佐藤  マツダが中長期にわたって企業価値を向上させていくた
めには、大きく二つの重要なことがあります。一つは
やはり「ブランド価値経営」です。これについては、数
年前から継続して推進してきており、会社としても手ご
たえを感じているところです。新たに販売したクルマに
対する価値も、世界中のお客さまから認められ、マツ
ダファンも多くなりました。「ブランド価値経営」の成果
ははっきりと見て取ることができ、今後も継続して推進
すべきだと考えます。もう一つは「EV対応」です。先
ほど述べたように、EV用蓄電池の原材料不足や、給
電インフラなど、さまざまな問題はあるものの、気候
変動対策が私たちの社会が直面する喫緊の課題である
中、EVシフトは潮流としてこれからも変わることはな
いでしょう。いかにCNの実現に資するモビリティを開

発・提供し、マーケティングを含めて事業展開していく
かは、それがEVであれ、水素であれ、バイオ燃料で
あれ、今後も非常に重要なテーマです。各国・地域の
規制など、クルマを取り巻く事業環境は世界各地で変
化し続けます。マツダにおいても、策定した中期経営
計画を環境変化に応じて、頻繁に見直しながら進めて
いってほしいと思います。

小川  ここ数年間、「ブランド価値経営」の取り組みは順調に
進んできたと私も感じています。企業価値をさらに向
上させていく意味でも、長期視点ではCNへの取り組
みをしっかりと進めていくことが、一丁目一番地です。
若年層を中心に、クルマを「所有」するのではなく、必
要な時に「利用」するライフスタイルへとシフトする動き
も見られます。そうした価値観の変化も見据えると、
どうすれば次世代の人たちとともに新しい価値を創って
いけるのか、何に共感していただけるのか、といった
ことを見つけていくことも、企業価値の向上につながる
と思っています。その点で、企業が一つしっかりとメッ
セージを発信していかなければならないのが、社会や
地球に対してどのような価値を提供していくかです。若
年層は、そうした企業姿勢も含めて商品・サービスを選
ぶことが当たり前になっていますので、マツダとしての
企業メッセージの発信はもちろん、さまざまなステーク
ホルダーの人たちとの対話にも注力し、自分たちの提
供したい社会的価値を丁寧に伝えていかなければなら
ないと思います。

－本日はお忙しい中、ありがとうございました。

バランスの取れた戦略であるともいえます。またマツダ
のプロダクト体系においてはラージ、スモールといった
具合にマルチソリューションを実現するプラットフォーム
や搭載技術アーキテクチャーが無理・無駄のない論理
的な構成になっているため、状況の変化に合わせて、
いつでも立ち戻って考え直せるほか、社会課題の具体
的な解決手段となりえるのではないかと思います。

「人」の課題に対する取り組みについて
－改訂コーポレートガバナンス・コードに「中核人材の多
様性の確保」が追加され、人的資本への注目が高まっていま
す。マツダの人的資本の価値の最大化に向けて、アドバイス
をお願いします。

佐藤  「中核人材の多様性の確保」という点では、海外企業と
比べて日本企業の多くが後れを取っています。私は長
年グローバルビジネスに従事してきましたが、欧米企
業の場合は、最初から人材構成が国籍・人種などの面
で多様性に富んでいます。そして、母国語ではなかっ
たとしても共通言語として英語を身に付け、多様な視
点を活かして事業の成長につなげています。そのよう
な環境にいる海外投資家から見れば、日本企業は、多
様性の確保が遅れていると感じるのもやむを得ません。
日本企業が多様性を獲得していくには、一朝一夕には
難しいと思いますが、日本企業の風土そのものを変革
していく必要があるでしょう。人種・国籍の多様性とい
う視点で言うと、マツダもグローバルに事業を展開して
いる以上、グローバル人材のさらなる登用を期待します。
専務執行役員に加わっているジェフリー・エイチ・ガイト

社外取締役インタビュー
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ESGデータ

マツダおよびマツダグループの事業活動における主な実績を掲載しています。
SASB（サステナビリティ会計基準審議会）スタンダード該当箇所に  SASB TR-AU-コード  を記載しています。

環 境

温室効果ガス排出量（グローバル）  （千 t-CO2e）＊1 ＊2 ＊3

マツダコールセンター2021年度の問い合わせ内訳（国内）

2022年3月期

95

438

29,797

30,330

2021年3月期

96

438

31,603

32,137

2020年3月期

119

506

36,336

36,960

2019年3月期

135

537

37,027

37,699

2018年3月期

137

587

35,954

36,678

Scope1 （直接排出）＊4

Scope2 （間接排出）＊5

Scope3 （その他間接排出）＊6＊7

合　計　

第三者による安全性能評価

ロードスター
／MX-5

－＊6

－＊6

－＊6

ー＊6

ー＊6

MX-30

－＊6

－＊6

5星
（2022MY）

ー＊6

5星
（2020年）

CX-9

－＊5

－＊5

5星
（2022MY）

22TSP+

ー＊5

CX-8

5星
（2017年）

ASV+++
（2018年）

－＊5

ー＊5

ー＊5

CX-5

5星
（2017年）

ASV+++
（2018年）

5星
（2022MY）

22TSP+

5星
（2017年）

CX-3

5星
（2015年）

ASV+++
（2018年）

－＊5

ー＊5

ー＊6

アテンザ／
MAZDA 6

5星
（2013年）

ASV+++
（2018年）

－＊5

ー＊5

5星
（2018年）

MAZDA 3

ー＊6

ー＊6

5星
（2022MY）

22TSP+

5星
（2019年）

デミオ／
MAZDA 2

5星
（2014年）

ASV+
（2014年）

－＊5

ー＊5

5星＊8

（2020年）

J-NCAP＊1

（衝突安全性能評価）

J-NCAP＊1

（予防安全性能評価）

US-NCAP＊2

IIHS＊3

Euro-
     NCAP＊4

社 会

対象範囲　マツダ㈱ならびに国内の連結子会社22社／持分法適用会社8社および海外の連結子会社16社＊8／持分法適用会社5社

＊1 エネルギーの使用量、温室効果ガス排出量は、日本自動車工業会（カーボンニュー
トラル行動計画）の基準に基づく、エネルギー換算係数、炭素排出係数を使用。

＊2 海外の会社の電力使用に伴うCO2排出量は、IEA（International Energy 
Agency）発行の「IEA Emission factors 2019」の係数を使用し算出。

＊3 連結子会社と持分法適用会社の数値に関しては、当社の株式保有に比例して算出。

＊4 Scope1…燃料の使用や工業プロセスにおける排出量などの直接排出。
＊5 Scope2…購入した熱・電力の使用に伴う排出（エネルギー起源の間接排出）。
＊6 Scope3…Scope1,2を除く、その他の間接排出。
＊7 環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイド
ライン」をベースにマツダ独自の計算方法で算出。

＊8 2017、2018年度:15社、2019年度:14社、2020年度:15社、2021年度:16社

廃棄物総発生量 （t）（グローバル生産拠点）＊1 

2022年3月期

180,569

32,259

212,828

2021年3月期

188,205

32,589

220,793

2020年3月期

242,108

38,828

280,936

2019年3月期

265,392

42,868

308,260

2018年3月期

270,718

47,168

317,886

国　内
海　外
合　計
対象範囲　マツダ㈱の国内製造４拠点ならびに国内の連結子会社4社／持分法適用会社4社および海外の連結子会社2社／持分法適用会社4社の生産拠点
＊1 連結子会社と持分法適用会社の数値に関しては、当社の株式保有に比例して算出。

埋立量、再資源化量  （t）　再資源化率  （%）　（グローバル生産拠点）＊1 

2022年3月期

1,073

202,006

95%

2021年3月期

1,144

208,331

94%

2020年3月期

1,619

264,702

94%

2019年3月期

1,422

289,019

94%

2018年3月期

1,902

298,270

94%

埋立廃棄物量
再資源化量
再資源化率
対象範囲　マツダ㈱の国内製造４拠点ならびに国内の連結子会社4社／持分法適用会社4社および海外の連結子会社2社／持分法適用会社4社の生産拠点
＊1 連結子会社と持分法適用会社の数値に関しては、当社の株式保有に比例して算出。

リコール台数（国内）

2021年度

5

13.1

件
万 台

単 位

部品のリサイクル量 （国内）  （本）

2022年3月期

47,939

2021年3月期

46,515

2020年3月期

57,126

2019年3月期

62,920

2018年3月期

63,852市場損傷バンパー
対象範囲　マツダ㈱と国内の特約販売契約を結んでいる販売会社（一部を除く）

再資源化等の実績（リサイクル）（国内）

2022年3月期

129,770台

118,837台

118,939台

96.5%

95.2%

99％超

1,556,426,986円

1,482,568,896円

2021年3月期

137,818台

125,020台

127,292台

96.4%

95.0%

99％超

1,647,855,677円

1,559,056,285円

2020年3月期

150,235台

131,975台

133,798台

95.9%

94.5%

99％超

1,759,696,038円

1,583,175,933円

2019年3月期

147,994台

131,255台

137,325台

97.8%

94.2%

99％超

1,736,604,673円

1,490,997,562円

2018年3月期

148,570台

128,090台

139,709台

98.2%

93.9%

99％超

1,714,599,985円

1,472,141,715円

ASR総引き取り台数 

エアバッグ類引き取り台数
フロン類引き取り台数

再資源化率
 

リサイクル実効率＊2

払渡しを受けた預託金総額
再資源化などに要した費用の総額 

（マツダにて別途要した費用を含む）
＊1 Automobile Shredder Residue。ボディガラ（使用済自動車から、バッテリーやタイヤ・液類などの適正処理が必要な部品、エンジンやバンパーなどの有価部品を
取り除いた物）をシュレッダーで破砕し、金属類を分別回収した後の残留物。

＊2 使用済自動車のリサイクル率のことであり、解体・シュレッダー工程で再資源化された比率約83％（’03／5合同審議会資料より引用）に、残りのASR率17％と該当
年度のASR再資源化率を乗算したものを加算して算出する。

詳細情報はこちら　https://www.mazda.com/ja/sustainability/legal/recycle/situation/

ASR＊1

エアバッグ類

日本

米国

欧州

CX-30

5星
（2021年）

5星
（2022MY）

22TSP+

5星
（2019年）

直近の評価取得状況＊7

2022年

未評価

MAZDA 3、CX-30、
CX-5、CX-9、MX-30

未評価

最高ランク獲得車種数/
評価を受けた車種数

－

5/5

－

5星

5星

5星

日 本
J-NCAP＊1

（衝突安全性能評価）

米 国

US-NCAP＊2

欧 州

Euro-NCAP＊4

SASB TR-AU-440b.1

SASB TR-AU-440b.1

SASB TR-AU-440b.2

SASB TR-AU-250a.3
SASB TR-AU-250a.2

SASB TR-AU-440b.3SASB TR-AU-440b.2

SASB TR-AU-250a.1

（2022年7月末時点）
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＊1 Japan New Car Assessment Program（独）自動車事故対策
機構（NASVA：National Agency for Automotive Safety 
and Victims' Aid）が実施する安全性能評価。衝突安全性能
評価は5星（ファイブスター）が最高評価。
予防安全性能評価はASV+++（2018～2019年）が最高評価。

＊2 National Highway Tra�c Safety Administration New 
Car Assessment Program NHTSA（米国運輸省道路交通安
全局）が実施する安全性能総合評価。5星（ファイブスター）
が最高評価。

＊3 Insurance Institute for Highway Safety Rating IIHS（米
国道路安全保険協会）が実施する安全性能総合評価。Top 
SafetyPick+（プラス）が最高評価。

＊4 European New Car Assessment Programme 欧州各国の
交通関連当局などで構成された独立機関が実施する安全性
能総合評価。5星（ファイブスター）が最高評価。

＊5 2022年7月末時点未導入。
＊6 未評価。
＊7 2022年7月末時点。OEM車種を除く。
＊8 MAZDA 2 Hybrid。

合 計
38,389件

質問
33,434件

87%

苦情（ご不満）
3,597件

9%

その他
1,358件

4%

https://www.mazda.com/ja/sustainability/legal/recycle/situation/


社 会

2021年度マツダ㈱従業員の労働組合所属率

男女別給与  （単体、2022年4月分）

災害度数率の推移（単体）

ESGデータ

2021年度育児休職取得率  （男女比率）

株式所有者別状況
（2022年3月31日時点）

マツダオフィシャルウェブサイト
https://www.mazda.com/ja　　　　　　

女 性

599,791円

295,038円

男 性

638,835円

308,379円

幹部社員

一般社員

マツダグループにおける2021年度集団労働争議件数

0件

女性管理職  （単体、各年度末時点）　　

2019年度

52名

3.6%

2020年度

52名

3.6%

2021年度

55名

3.9%

女性管理職人数
（幹部級以上）
女性管理職比率＊

（幹部級以上）

会社概況

社 名

会 社 創 立

本 社

代 表 者

主な事業内容

株 式

大 株 主  
（2022年3月31日時点）

資 本 金

従 業 員 数

研究開発拠点

生 産 拠 点

販 売 会 社

主 要 製 品

マツダ株式会社（英訳名：Mazda Motor Corporation）

1920年1月30日

〒730-8670  広島県安芸郡府中町新地3番1号

代表取締役社長兼CEO　丸本 明

乗用車の製造、乗用車・トラックの販売など

発行可能株式総数 1,200,000,000株
発行済株式総数 631,803,979株
総株主数 142,780名

株主名
・日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
・トヨタ自動車株式会社
・株式会社日本カストディ銀行（信託口）
・NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS 　
 INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
・NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS
・株式会社三井住友銀行
・STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
・SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
・JPモルガン証券株式会社
・JP MORGAN CHASE BANK 385781

2,840億円

単体　合計：23,266名（男性：20,917名  女性：2,349 名）※1

連結　合計：48,750名※2

本社、マツダR＆Dセンター横浜、マツダノースアメリカンオペレーションズ（米国）、マツダモーターヨーロッパ（ド
イツ）、中国技術支援センター（中国）

国内　本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、三次事業所
海外　中国、タイ、メキシコ、米国、ベトナム※3、マレーシア※3、ロシア※4

国内　199社　　　海外　135社

四輪自動車、ガソリンレシプロエンジン、ディーゼルエンジン、自動車用手動／自動変速機

SASB TR-AU-310a.1

SASB TR-AU-310a.2

持株比率（％）
15.94

5.07
4.41
2.91

1.72
1.62
1.60
1.41
1.24
1.09

持株数（千株）
100,418

31,928
27,795
18,343

10,803
10,191
10,103

8,853
7,784
6,884

＊持株比率は、自己株式1,932,167株を控除して計算しています。
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全災害度数率： マツダ㈱の延べ100万労働時間当たりの休業・不休災害件数
休業災害度数率：マツダ㈱の延べ100万労働時間当たりの休業災害件数 

＊女性管理職（幹部級以上）人数／管理職（幹部級以上）総数

＊「個人・その他」には自己株式が含まれています。

単体従業員数
23,266名

所属

約90%

無所属

約10%

合 計
317名

女性
248名

78%

男性
69名

22%

合 計
631,804千株

外国法人等
252,016千株

39.9%

金融機関
177,279千株

28.0%

個人・その他
105,286千株

16.7%

その他の法人
75,823千株

12.0%

証券会社
21,400千株

3.4%

0.1

0.0

20182017 2019 2020 2021

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

全災害度数率
休業災害度数率

（年度）

0.50

0.18

0.43 0.42

0.51

0.08
0.06 0.07

0.13

0.06

※1 単体の社員数には、マツダ（株）外部から受け入れた出向者を除きマツダ（株）外部への出向者を含む。
※2 連結の社員数には、マツダグループ外部への出向者を除き、グループ外部から受け入れた出向者を含む。
※3 現地組み立てのみ（生産台数は公表対象外）。
※4 2022年10月にマツダの保有するマツダソラーズマヌファクトゥリングルースLLCの出資全額をSOLLERS PJSCに譲渡する契約を締結済み。




