
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。

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

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

社外取締役インタビュー
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