
環境保全の基本的な考え方

環境中期計画｢マツダグリーンプラン2020｣

環境マネジメント

商品･技術開発における取り組み

生産･物流における取り組み

使用済自動車･部品の回収･リサイクル

生物多様性保全

環境コミュニケーション

事業活動と環境負荷の全容

55

57

61

65

73

80

82

83

85

2018年度CSR目標

項目 2017年度目標　 2017年度実績 達成度の
自己評価 2018年度目標 ISO26000

中核主題

エネルギー／
地球温暖化対策

（マツダグリーンプラン2020参照）
（P57-60参照）

6.5
環境

資源循環の
推進

クリーン
エミッション

環境
マネジメント

(自己評価の基準　○ ： 達成、△ ： ほぼ達成、× ： 大幅未達)

CONTENTS

環境
環境保全は人類の緊急課題であると同時に、自動車メーカーの最優先課題と考え、ライフサイクル全体での環境

負荷低減に取り組んでいます。
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b 環境推進体制（2018年3月31日時点）

環境保全の基本的な考え方

環境についてのマツダの考え方

地球温暖化をはじめとする環境問題は人類にとって喫緊の課題です。マツダは、持続
可能な社会の実現のために、行政・業界団体・非営利団体などとの連携をとりながら、
低炭素社会、循環型社会、自然との共生社会づくりの推進に積極的に取り組んでいます。

取り組み理念と方針

マツダは、コーポレートビジョン（P3参照）の実現を目指して企業活動を行っています。
その達成のため、マツダグループ全体の環境に関する基本方針として、「マツダ地球環
境憲章」を制定しています。「マツダグループは国内外全ての企業活動において、自然
との調和を図りながら、地球環境の保護と豊かな社会づくりに貢献します。」という環
境理念と、5つの行動指針に基づいて、商品・技術、生産・物流・オフィス、社会貢献の
各領域で、環境を意識した企業活動を行っています。
具体的な目標・実績は環境中期計画「マツダグリーンプラン」にまとめており、各項目
を実行し、実績をフォローするというPDCAサイクルを回すことで、実効性の高い環境
負荷低減活動を実施しています。2017年度は、「マツダグリーンプラン2020」に基づ
いて、各領域の取り組みを実行し、おおむね目標を達成することができました（P57-60

参照）。

環境推進体制

マツダは、社長を委員長としたCSR経営戦略委員会の下に「商品環境委員会」「事業
サイト環境委員会」「社会貢献委員会」の3つの委員会を設置し、グループ会社を含め
た環境マネジメントを推進しています。
環境中期計画である「マツダグリーンプラン2020」では、各委員会が目標の選定およ
び実績の進捗管理を行っています。

マツダグループは国内外全ての企業活動において、自然との調和を図りながら、地球環境の保護と豊かな社会づくりに貢献します。
・ 私たちは地球にやさしい技術と商品を創造し、社会に提供します。 
・ 私たちは資源やエネルギーを大切にし、環境を配慮した事業活動を行います。 
・ 私たちは社会や地域と共に、よりよい環境をめざした活動をします。

1.環境を配慮した技術と商品の創造 
私たちは排出ガスの浄化・CO2の低減・クリーンエネルギー車の研究開発など、
クリーン技術の創造に挑戦し続けます。 
私たちは企画・開発段階から生産・使用・廃棄に至るまで、一貫して環境との調
和を配慮した商品づくりを推進します。 

2.資源・エネルギーを大切にする事業活動 
私たちは限りある資源を大切にするため、省資源・リサイクル活動を積極的に推
進します。 
私たちはエネルギーを多角的・効率的に活用するよう努めます。 
私たちは使用済み自動車の適正処理・リサイクルを推進します。 

環境理念

行動指針

マツダ地球環境憲章

（1992年制定、2005年4月改定）

a

マツダグリーンプラン

商
品 

・ 

技
術

商
品
環
境
委
員
会

生
産
・
物
流
・オ
フ
ィ
ス

事
業
サ
イ
ト

環
境
委
員
会

社
会
貢
献

社
会
貢
献
委
員
会

マツダのイメージする将来像

低炭素社会　循環型社会　自然との共生社会

コーポレートビジョン

マツダ地球環境憲章

a 環境保全への取り組み理念と方針

b

3.クリーンさを追求する事業活動 
私たちは環境に関する法規制の遵守に留まらず、よりクリーンな自主管理基準
を設け、自己管理を徹底していきます。 
私たちはクリーンさを追求するため、新技術の開発やシステムの導入を推進します。 

4.事業活動の仲間と共に、よりよい環境づくり 
私たちは環境教育の徹底や環境情報の提示により、地球環境に対する従業員
啓発活動を積極的に推進します。 
私たちは互いの連携を密にし、よりよい環境づくりをめざします。 

5.社会や地域と共に、よりよい環境づくり 
私たちは環境に関する社会の要請に積極的に耳を傾け、企業活動に反映させます。 
私たちは環境に関する技術・システム・情報などを公開し提供します。 
私たちは事業活動に留まらず、環境保全に寄与する社会的活動にも積極的に取
り組みます。 

CSR経営戦略委員会
委員長：代表取締役社長

副委員長：CSR・環境担当役員

社内各部門

国内 ・ 海外グループ会社

商品環境委員会
（年2回）

委員長：研究開発担当役員

事業サイト環境委員会
（年2回）

委員長：環境担当役員
副委員長：生産・物流担当
役員

社会貢献委員会
（年2回）
（P104参照）

環境に配慮した商品や技術の
開発など、開発における環境保
全関連の重要事項の検討・推進

生産・物流領域における環境保全
の重要事項の検討・ 推進、および
販売会社・サプライヤーなどサプラ
イチェーン全体での環境負荷低減
の検討・ 推進（グループ会社への
EMSの展開を含む）

社会貢献領域における「環境保
全」の取り組みに関するマツダ
グループ全体の重要事項の検
討・推進

マツダのCSR お客さま満足 品質 安全 環境 人間尊重 社会貢献 マネジメント
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　マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シナリオ

マツダは、地球温暖化の抑制に向けてその主要因であるCO2削減が最大の課題であると認識しています。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC)において、「産業革命からの気温上昇を2°C以内に抑えるためには、2050年までに全世界の温室
効果ガス排出量を2010年比で40-70％減少させるべき」と報告されたこと、および第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）でパ
リ協定が採択されたことなどを受け、世界は「脱炭素社会」に向けて動いています。この社会の実現のためには、大きなイノベーションが必
要と考えられ、それに伴う社会やライフスタイルの変化を踏まえつつ、今後のビジネスを進めていく必要があると考えています。

2030年頃：「脱炭素」「資源循環」「自然との共生」実現に向けた社会
　2030年頃は、各国・地域の特性に適した形で、エネルギーとその活用技術が進化し、製造過程から消費者の使用、廃棄までのライフサイ
クル全体での低炭素技術導入が着実に推進されると考えます。「脱炭素」に向けて、再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス燃料等
の再生可能液体燃料など）やCO2を排出しない水素中心のエネルギー構造へのシフトに加えて、分散型エネルギー＊1資源をメイン電源と
するスマートグリッド ＊2を構築するなど、地域の環境に適した地産地消の電力需給構造が進むと考えます。
　資源を使い切るロスゼロの取り組みや、水やプラスチック等の資源を再利用する3R（リデュース、リユース、リサイクル）等の循環システ
ムの構築、生物多様性保全への貢献活動により、自然資本の視点による「資源循環型社会」や「自然との共生」の実現に向けた取り組みも
進んでいると考えます。また、家庭では太陽光発電や省エネ住宅の普及、工場やオフィスではAIや IoTによる環境技術と効率性の両立が
進むと考えます。
＊1 エネルギー消費地近くに分散配置された、比較的規模の小さな発電設備や熱源機器などから供給されるエネルギー。送電ロスが少ない、大規模停電の際の非常用電源となるといったメリットの

他、再生可能エネルギーの普及促進、地方の産業活性化などにも効果があるといわれている。
＊2 電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網。

【クルマに関する動き】
　 2030年頃には、IEA＊3の予測等でも示されているとおり、電気や水素を動力源とするクルマが増加する一方で、内燃機関に電動化
技術＊4、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が、多くの割合を占めていると考えます。内燃機関搭載車
については、高効率化、電動化技術の搭載、CO2排出の少ない天然ガスやバイオマス等の多様化した燃料の普及・活用などが進むこと
や、再生可能エネルギー等のクリーンな発電で電力を賄える地域における最適なモビリティーとして、電気自動車が選択されること等
によって、一層の低炭素化が進むと考えます。本質的なCO2削減を、ライフサイクル全体（Well-to-Wheel：採掘から使用まで）で実現
するためには、地球上の地域差、車両特性、燃料特性、電気の発電ミックス等の様々な側面での多様化を踏まえ、「適材適所の対応が可
能な複数の選択肢（マルチソリューション）」の提供が求められます。加えて、コネクティビティ技術や社会インフラのイノベーションが
進んでいる地域では、自動運転の普及が拡大することにより、無駄な加減速や停止発進を減らすことで、環境負荷が低減されると考え
ます。また、クルマづくりのすべてのサプライチェーンにおいては、エネルギーや資源の効率的な利用によりロスが大幅に低減されるほ
か、3Rの推進による再資源化・廃棄物削減も飛躍的に進展すると考えます。
＊3 International Energy Agency（国際エネルギー機関）（P65参照）
＊4 アイドリングストップ、減速エネルギー回生、ハイブリッド、プラグインハイブリッド等。

2050年頃：「脱炭素」「資源循環」「自然との共生」が進んだ「持続可能な社会」
　2050年頃は、「脱炭素」のエネルギー構造が実現されていると考えます。再生可能エネルギーを中心とした電力供給と蓄電（水素として
の蓄エネルギーを含む）を組み合わせたシステムに、スマートグリッドを活用した地産地消の電力需給構造を組み合わせることで、電力の
供給と消費の境目がなくなるようなシステムが推測されます。また、「資源循環型社会」の構築や、「自然との共生」も進むことで、「持続可
能な社会」の実現に向けて大きく進歩していると考えられます。
　加えて、高水準の高齢化率や、生産人口の減少や大都市への人口集中による地方の過疎化、人とモノ、人と人とのつながりといったリア
ルな関係が希薄になることによるストレスの増加といった、新たな社会課題を考慮することも求められるようになると考えます。  

【クルマに関する動き】
　 2050年頃には、技術イノベーションにより、クルマの低炭素化は各国・地域ごとの特性を踏まえより多様化し、脱炭素に向け大きく進
化していると考えられます。電気や水素を動力源とするクルマは各国の低炭素発電比率の上昇や、スマートグリッドを構成する分散型エ
ネルギー資源の一部として組み込まれ、普及が進みます。また、再生可能液体燃料（バイオ燃料等）を動力源とする内燃機関搭載車も普及
します。加えて、クルマとコネクティビティ技術を活用した自動運転技術の大幅な進化により、公共交通や物流において、労働力を補う手
段として完全自動運転技術の商業利用が拡大することで、利便性・効率性の向上と同時に、環境負荷も低減されると考えます。このように、
クルマは利便性を高めつつ、環境性能も飛躍的に進歩し大幅なCO2低減が図られます。また、クルマづくりのすべてのサプライチェーンに
おいては、脱炭素エネルギーへの転換やリサイクル技術の確立による資源循環等が実現していると考えられます。

マツダは、こうしたイノベーションにより、豊かで美しい地球と永続的に共存でき、すべての人がすべての地域で自由に移動し心豊かに生
活できる将来が実現できると考えています。

マツダのCSR お客さま満足 品質 安全 環境 人間尊重 社会貢献 マネジメント
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環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」

「取り組み理念と方針」に基づき、「マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シナリオ」
を念頭において以下の3つの視点から計画を策定しています。
Ⅰ.将来解決すべきテーマ
自動車メーカーがお客さまや社会から期待されているテーマを次のようにとらえています。
　1.エネルギー／地球温暖化対策

クルマのライフサイクル全体でのCO2削減に貢献する取り組みを推進
　2.資源循環の推進

クルマからの排出物、クルマの製造・輸送・廃棄の過程の排出物を削減すると同時に、
リサイクルを積極的に進めることで総合的に資源循環を推進

　3.クリーンエミッション
クルマからの排出物およびクルマの生産工程において排出されるさまざまな物質

（CO2以外）の中で、特に環境負荷の高い物質についての削減を推進
　4.環境マネジメント

グループ全体やサプライチェーン全体で環境マネジメントを推進
Ⅱ.マツダの取り組み（2つの領域）
　a.クルマおよびクルマの技術

商品・技術を通じて環境負荷低減に貢献
　b.生産・物流・オフィス・社会貢献など

商品・技術以外の全ての活動を通じて環境負荷低減に貢献
Ⅲ.クルマのライフサイクル全体で考える
クルマのCO2の排出量は、お客さまの使用から廃棄までの過程が約75％と非常に高
いため、ライフサイクル全体で環境負荷低減を考えます（P58参照）。
　■ 製造・物流領域（素材の製造、車両の製造）で約25％
　■ 使用および廃棄領域（使用、メンテナンス、廃棄・リサイクル）で約75％

2020年までの領域別考え方・目標

「マツダグリーンプラン2020」を実行するために、3つの委員会で以下の考え方・目標
を定め、取り組みを推進しています。
商品・技術：商品環境委員会
マツダ車をご購入いただいた全てのお客さまに｢走る歓び」と「優れた環境・安全性能」
を提供する。
生産・物流・オフィス：事業サイト環境委員会
国内のマツダグループ全体で、低CO2排出の生産技術の導入や日々のたゆまぬ改善
活動により一層の業務効率化を図り、低炭素社会実現に貢献する。
社会貢献（環境領域）：社会貢献委員会
マツダの社会貢献活動の3つの柱「環境・安全」「人材育成」「地域貢献」およびグループ・
グローバルの視点を踏まえ、自動車メーカーとしての本業を生かした情報開示・啓発と、
地域社会と連携したボランティアを含む活動を重点的に行う。

a

1.
エネルギー
／地球
温暖化
対策

2.
資源循環
の推進

3.
クリーン
エミッション

4.
環境
マネジメント

a.クルマおよびクルマの技術

b.生産・物流・オフィス・社会貢献など

クルマのライフサイクル全体で
環境負荷低減

a 「マツダグリーンプラン2020」の考え方

環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」
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LCA（ライフサイクルアセスメント）

マツダは、クルマの原料調達・製造・使用・リサイクル・廃棄までの各段階における環
境影響を算出し評価する手法（LCA）を採用し、ライフサイクル全体で環境負荷低減
に積極的に取り組んでいます。2009年より新たに導入する内燃機関搭載車およびクリー
ンエネルギー車について環境負荷低減効果を確認しています。
LCAは、国際規格（ISO14040／ISO14044）に準拠した手法に基づいて客観的か
つ高い信頼性のもと実施しています。
今後、環境性能に関わる新技術において着実にLCAを実施し、環境負荷を低減した
クルマの開発・導入を推進します。

CX-5（国内モデル）のLCA評価

廃棄・リサイクルメンテナンス走行車両の製造素材の製造
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※自動車の生涯走行距離11万km（13年）を、一定条件で走行した場合の結果です。
※評価結果は指数で示しています。また、CO2はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで排出されるので、指数を別に示しています。
　CO2のグラフは従来型のCO2排出量（重量）を1として、それ以外の項目は従来型のSOxの排出量（重量）を1として、各物質の排出量を割合

で示しています。

NOx ： 窒素酸化物（Nitrogen Oxide）
NMHC ： 非メタン炭化水素（Non Methane Hydrocarbon）
PM ： 粒子状物質（Particulate Matter）
SOx ： 硫黄酸化物 (Sulfur Oxide)
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環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」目標および具体的な実施事項

＊ CO2排出量算定は(一社)日本経済団体連合会の基準(低炭素社会実行計画)に基づくCO2係数(2017年度以降は2016年度の係数)を使用。

領域 項目 2020年度
目標および具体的な実施事項など

2017年度 自己
評価

2018年度

目標および具体的な実施項目など 実績 目標および具体的な実施項目など

1.エネルギー／地球温暖化対策

a. クルマおよび
クルマの技術

①各国／各地域
の燃費基準への
対応

各国／各地域の燃費基準へ確実に
対応するための燃費向上技術の
導入

各国／各地域の燃費／温室効果
ガス基準の確実な達成

・日本、米国、中国の燃費／温室効果ガ
ス基準を達成した。米国環境保護庁（US 
EPA）の燃費トレンドレポートにおいて、マ
ツダの企業平均燃費が5年連続で総合1位
を獲得した。なお、欧州に関しては、温室効
果ガス基準（CO2排出規制）未達※により課
徴金納付予定

※(目標設定時の販売モデル構成比では
規制適合見込であったが、大型車であるク
ロスオーバーSUVが想定を上回る販売と
なりモデル構成比率が変化したため)

△

・各国／各地域の燃費／温室効果ガス
基準の確実な達成

（欧州に関しては、車種構成が当初計画
よりも大型車にシフトし当社基準値を上
回る見込みであるため、欧州CO2排出規
制の要件に応じた課徴金を納付予定）

②SKYACTIV
技術による燃費
性能の向上

グローバルで販売するマツダ車の
全車平均燃費を2008年に比べて
2015年に30％、2020年に50％向
上させる

・2020年の燃費目標達成に向けて

・SKYACTIV技術の着実な展開

・ビルディングブロック戦略に基づい
た技術開発および技術展開の推進

SKYACTIV技術の着実な展開、およびビ
ルディングブロック戦略に基づいた技術
開発および技術展開を推進

○

・2020年の燃費目標達成に向けて

・SKYACTIV技術を着実に展開

・ビルディングブロック戦略に基づいた
技術開発および技術展開を推進

③バイオ燃料
や電気エネル
ギ ー 、水 素な
どを利用した
次世代車両の
開発推進

モーター駆動技術の開発推進

ハイブリッドシステム搭載車
ラインアップの継続 アクセラハイブリッドの継続販売 ○ ハイブリッドシステム搭載車ラインアップ

の継続

デミオEVの走行データ分析結果に
基づいたモーター駆動技術開発の
推進

デミオEVの走行データ、お客さまの声を
参考に、航続距離などの課題解決を検討 ○ デミオEVの走行データ分析結果に基づ

いたモーター駆動技術開発の推進

バイオ燃料や合成燃料、水素など
の代替燃料対応技術の開発推進

バイオ燃料や合成燃料、水素など
の代替燃料対応技術の開発推進

バイオ燃料や合成燃料、水素などの代替
燃料対応に関する技術開発を推進した ○ バイオ燃料や合成燃料、水素などの代替

燃料対応技術の開発推進

b. 生産・物流・ 
オフィス・社会
貢献など

④工場、オフィ
スからのCO2

排出量削減＊

国内のマツダグループ全体におけ
る工場、オフィスなどから排出され
るCO2量を1990年度比で28％以
上を削減する

国内のマツダグループ全体におけ
る工場、オフィスなどから排出され
るCO2量を1990年度比で43％削
減する

国内のマツダグループ全体における
工場、オフィスなどから排出される
CO2量を1990年度比で44％削減した

○
国内のマツダグループ全体における
工場、オフィスなどから排出される
CO2量を1990年度比で44％削減する

⑤物流による
CO2排出量の
削減

国内のマツダグループ全体におけ
る物流業務により排出されるCO2

量を1990年度比で50％削減

国内のマツダグループ全体におけ
る物流業務により排出されるCO2

量を1990年度比で60％削減する

国内のマツダグループ全体における
物流業務により排出されるCO2量を
1990年度比で60％削減した

○
国内のマツダグループ全体における
物流業務により排出されるCO2量を
1990年度比で60％削減する

2.資源循環の推進

a. クルマおよび
クルマの技術

⑥自動車リサ
イクルの推進

解体・リサイクルしやすい
車両の開発

プラスチック部品などにつき解体・
リサイクル容易な開発を推進

CX-8で解体・マテリアルリサイクル性および
サーマルリサイクル性の向上、適正処理対応、
リサイクル材料の利用などを実施

○ 解体・リサイクル容易な開発を推進

バイオプラスチックの利用推進 バイオプラスチックの開発・実用化
の推進および採用拡大

自動車外装部品にも使用できる無塗装で高
質感のバイオプラスチックを採用した部品
および車種を拡大

○ バイオプラスチックの開発・実用化の推進
および採用拡大

バンパーリサイクル技術の推進 市場損傷バンパーの回収および
リサイクルの推進

市場損傷バンパーの回収およびリサイクル
を継続実施（回収本数：約63,800本） ○ 市場損傷バンパーの回収および

リサイクルの推進

b. 生産・物流・ 
オフィス・社会
貢献など

⑦廃棄物発生
量の削減、リサ
イクルの推進

国内のマツダグループ全体におけ
る直接埋立廃棄物量をゼロ化する

国内のマツダグループ全体におけ
る直接埋立廃棄物量を排出量比で
0.5％以下にする

国内のマツダグループ全体における直接
埋立廃棄物量を全排出量比で0.1％にした ○ 国内のマツダグループ全体における直接

埋立廃棄物量を排出量比でゼロ化する

⑧梱包資材使
用量の削減

国内のマツダグループ全体におけ
る梱包・包装材の使用量を1990年
度比で45％削減

国内のマツダグループ全体におけ
る梱包・包装材の使用量を1990年
度比で59％削減する

国内のマツダグループ全体における梱包・
包装材の使用量を1990年度比60％削減
した

○
国内のマツダグループ全体における梱包・
包装材の使用量を1990年度比で60％
削減する

⑨水資源の使
用量削減およ
び有効利用の
推進

・国内のマツダグループ全体におけ
る水使用量の削減

・上水使用量の削減1990年度比で
47%削減

・国内のマツダグループ全体におけ
る水使用量の削減

・上水使用量を1990年度比で47％
削減する

・国内のマツダグループ全体における水使
用量の削減

・上水使用量を1990年度比で48％削減
した

○

・国内のマツダグループ全体における水
使用量の削減

・上水使用量を1990年度比で49％削減
する

(自己評価の基準　○ ： 達成、△ ： ほぼ達成、× ： 大幅未達)
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領域 項目 2020年度
目標および具体的な実施事項など

2017年度 自己
評価

2018年度

目標および具体的な実施項目など 実績 目標および具体的な実施項目など

3.クリーンエミッション

a. クルマおよび
クルマの技術

⑩クルマの排出
ガスのクリーン化

各国／各地域の大気環境の改善の
ために低排出ガス車の導入推進

各国／各地域での低排出ガス車の
導入推進

[日本]98％（台数比）の乗用車でSU-LEV
（★★★★ ）車を導入した

[米国]全車種でTier3／LEV2,3規制に適
合した低排出ガス車を導入した

[欧州]全車種でEuro6適合車を導入した

[中国]Euro5レベル適合車を導入した

[その他]各国・各地域に応じた低排出ガス
車を導入した

○ 各国／各地域での低排出ガス車の導入
推進

⑪製品に含ま
れる環境負荷
物質使用量の
低減

車室内VOCの低減 厚生労働省の定めた室内濃度指針
値に全新型車で適合 CX-8で厚生労働省室内濃度指針値に適合 ○ 厚生労働省の定めた室内濃度指針値に

全新型車で適合

環境負荷の低い新冷媒カーエアコン
の開発・採用を促進

環境負荷の低い新冷媒カーエアコン
の開発・採用を推進

環境負荷の低い新冷媒のカーエアコンを
開発し、新型車へ適応 ○ 環境負荷の低い新冷媒カーエアコンの

開発・採用を推進

b. 生産・物流・ 
オフィス・社会
貢献など

⑫PRTR対象
物質の排出量
低減

国内のマツダグループ全体におけ
るPRTR対象物質の排出量を削減

国内のマツダグループ全体におけ
るPRTR対象物質の排出量を削減
する

国内のマツダグループ全体における
PRTR対象物質の排出量は
2016年度比で 1.5％ 増加した

（原単位は2016年度比で2％削減した）

△ 国内のマツダグループ全体における
PRTR対象物質の排出量を削減する

⑬VOC排出量
低減

マツダの全ライン平均でVOC排出
量を23g／m2以下

マツダの全ライン平均でVOC排出
量を22.0g／m2以下

マツダの全ライン平均で
VOC 排出量22.0ｇ／ｍ2 ○ マツダの全ライン平均で

VOC 排出量22.0ｇ／ｍ2以下

4.環境マネジメント

a. クルマおよび
クルマの技術

⑭LCA（ライフ
サイクルアセス
メント）の推進

LCA実施の拡大（国内） 新型車でのLCAの着実な実施 CX-8でLCAを実施した ○

・環境性能に関わる新技術へのLCAの
着実な実施

・再生可能エネルギー化を推進するため、
事業サイトで再生可能エネルギー＋リユー
スバッテリーの実証実験等を推進

⑮交通システ
ムへの統合的
アプローチの
推進

運転技術向上と啓発活動の推進 インテリジェント・ドライブ・マスター
（i-DM）の着実な展開と進化の推進 CX-8に標準設定 ○

頻繁な加減速によるエネルギーロス
を低減させる、スムーズな交通流の実
現を目指し、人間中心設計に基づく技
術（意図したアクセル／ブレーキ操作
を実現する制御技術や、滑らかで車
との一体感が感じられる運転などを
実現する技術「SKYACTIV-Vehicle 
Architecture」）の開発を推進

b. 生産・物流・ 
オフィス・社会
貢献など

⑯国内のマツ
ダグループに
おける環境リ
スクの軽減

購買取引先における環境保全活動
の推進

「マツダグリーン調達ガイドライン」
の推進拡大と必要に応じた更新

全ての取引先にガイドラインを展開し、その
順守を要請した ○ 「マツダグリーン調達ガイドライン」の

推進拡大と必要に応じた更新

環境マネジメント（EMS）
構築・導入の推進

・ 購買主要取引先でのEMS構築
100％維持

・二次取引先におけるEMSの維持
と充実

・ 購買主要取引先でのEMS構築100％維持

・ 二次取引先におけるEMSの維持と充実
○

・購買主要取引先でのEMS構築100％
維持

・二次取引先におけるEMSの維持と充実

全国のマツダグループ自動車販売
会社でエコアクション21の導入を
推進し、認証取得店舗を拡大する

全国のマツダグループ自動車販売会社店
舗のフォローを実施し、新規開業店舗につ
いては認証取得の実施確認

○

全国のマツダグループ自動車販売会社
で、エコアクション21の導入継続フォロー
を行い、新規開業店舗について、認証取
得のフォローを実施する

自動車部品販売会社のEMSのスパ
イラルアップを目指し、販売会社で
の活動の見直しと、マツダでの支援
の見直しを必要に応じ実施する

自動車部品販売会社に導入したEMSの適正
運用を、定期報告等により確認した ○

自動車部品販売会社のEMSのスパイラ
ルアップを目指し、販売会社での活動の
見直しと、マツダでの支援の見直しを必
要に応じ実施する

⑰環境啓発活
動の推進

従業員・グループ会社従業員の環
境意識向上のために環境情報を積
極的に発信する

社会が抱える環境問題に関する課
題や、クルマのライフサイクル全体を
通じての環境負荷低減取り組みに
ついて社内に対して継続的に啓発

従業員やグループ会社従業員を含めたクー
ルビズ、ウォームビズ、ライトダウン、生物
多様性の啓発活動を継続実施

○

社会が抱える環境問題に関する課題や、
クルマのライフサイクル全体を通じての
環境負荷低減取り組みについて社内に
対して継続的に啓発

⑱ 地 域 社 会と
連携した環境保
全活動の推進

地域清掃や生物多様性保全を含む
各種環境保全ボランティア活動、地
域イベントや学校への環境教育の
ための講師派遣などを通して地域
社会における環境保全活動を推進
する

地域社会のニーズに基づいた環境
啓発や生物多様性の理解促進、森
林保全、地域清掃参加などを継続
的に実施

・各地域ニーズに基づき、環境活動を推進

・森林保全活動、地域固有種の保護支援、
地域清掃、カーボンオフセットなど、国内
外約30件実施

○
地域社会のニーズに基づいた環境啓発
や生物多様性の理解促進、森林保全、地
域清掃参加などを継続的に実施

⑲マツダグルー
プの環境保全
活動を伝える
情報開示

・環境イベントの開催、積極的参加
を通じて、マツダグループの環境保
全活動を、グローバルに発信する

・お客さまの環境意識向上のために
環境情報を積極的に発信する  

・マツダグループの環境保全活動の
積極的開示の継続

・お客さまの環境意識向上のため
の啓発や環境情報の積極的な発信  

・エコプロ2017(12/7-9)などの環境展示
会出展

・イベント実施・参加による情報発信実施

・環境イベントや環境教育講師派遣を通じ
た環境意識啓発を継続実施

○
マツダグループの環境保全活動および
お客さまの環境意識向上のための啓発
情報開示継続／強化

(自己評価の基準　○ ： 達成、△ ： ほぼ達成、× ： 大幅未達)
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ISO14001の認証取得一覧

国内生産拠点・事業拠点

広島地区
本社工場

2000年6月
三次事業所

防府工場
西浦地区 1998年9月

中関地区（拡大） 1999年9月

海外生産拠点
オートアライアンス(タイランド)Co., Ltd.＊1 2000年5月

長安マツダ汽車有限公司＊1 2008年12月

長安フォードマツダエンジン有限公司＊1 2009年2月

マツダデメヒコビークルオペレーション＊2 2014年12月

マツダパワートレインマニュファクチャリング
(タイランド)Co., Ltd.＊2 2016年11月

＊1 持分法適用会社。
＊2 連結子会社。

国内連結子会社（販売系を除く）4社
（株）マツダＥ＆Ｔ＊3 2000年6月

マツダエース（株）＊3 2000年6月

マツダロジスティクス（株）＊3 2000年6月

倉敷化工（株） 2001年12月

＊3  マツダの認証範囲として一部もしくは全部の認証を取得。

国内持分法適用会社4社
トーヨーエイテック（株）＊4 2000年6月

（株）日本クライメイトシステムズ 2000年5月

ヨシワ工業（株） 2002年4月

MCMエネルギーサービス（株）＊5 2008年6月

＊4 マツダの認証範囲の一部として認証取得。単独事業所では個
別に2016年3月に認証を取得していたが、2017年4月に個社
単独の認証に移行、これによりマツダの認証範囲から外れた。

＊5 マツダの認証範囲に含まれていたが、2013年3月に独自に認
証取得。

※1  中小企業者などの幅広い事業者に対して、環境省が策定し
た環境マネジメントシステム。

環境マネジメント
グループ会社やサプライヤー、販売会社などを含むバリューチェーン全体のマネジ

メント体制構築に取り組んでいます。

環境マネジメントシステムの構築

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：Environmental 

Management System）の構築を推進しています。
進捗状況

■ マツダおよび国内・海外の製造系のグループ会社 計14社で認証取得（15社
中14社開示 ）。

■ マツダでは、2015年度のISO14001改訂に合わせて、国内全ての拠点を対象
としたISO14001の認証拡大を実施。認証の拡大およびISO14001：2015

への移行審査は2016年9月に完了。また、マツダグループのISO14001取得
会社においても2017年度に、ISO14001：2015への移行を完了した。

■ 国内の自動車販売会社で環境マネジメントシステム「エコアクション21（EA21）」※1

の認証取得を推進（2018年3月末時点でマツダ・マツダアンフィニ系販売会社33社、
マツダオートザム系販売会社142社、マツダ中販（株）で取得）、新規開業店舗の取
得継続中。

■ 国内マツダグループの自動車部品販売会社2社に対して、マツダ独自の環境マ
ネジメントシステムの導入完了。

a

a

マツダグループ全体の一丸となった活動で地球環境への負荷を低減していきます

マツダグループ全体の事業活動によるエネルギー消費量やCO2排出量の削減活動を担当していま
す。海外の生産拠点とも足並みをそろえて活動を進める必要があるため、各拠点との連携強化に力
をいれています。2017年度は各拠点を訪問し、実際に担当者同士が顔を合わせてマツダの目指す
姿や拠点での活動状況について話し合いました。その結果、お互いの理解や協力関係も深まり、マ
ツダでの取り組み事例を海外拠点で実施する動きもスタートしました。国の法律などの違いによる
難しい局面もありますが、マツダグループ全体が一丸となって豊かな地球を後の世代に残していけ
るよう取り組んでいきます。

技術本部　生産企画部

 戸谷 昭浩

EMPLOYEE'S VOICE

事業サイト環境委員会においては、省エネ・廃棄物などのそれぞれの部会で好事例を収集・共有し、
マツダグループ全体で相

そうごけんさん

互研鑽しながら、環境取り組みを推進できる体制づくりを進めています。

TOPICS 事業サイト環境委員会における相
そ う ご け ん さ ん

互研鑽の取り組み

メキシコの工場（MMVO）の事例
会社内全体での環境委員会を組織し活動を開始。部
門ごとに省エネアイテムを抽出し、エネルギーロスの
削減活動を実施。

省エネ部会において共有された成功事例

タイの車両工場（AAT）の事例
5年毎の中期省エネ計画を踏まえて、毎年の目標を設
定。目標達成のための取り組みを考え、毎月進捗の管
理を実施。

タイのパワートレイン工場（MPMT）の事例
MPMTの全社員が、ロス削減の目的でアイテムを
抽出し刈り取りを実行。将来を見据えてCO2総排出
量を削減できるよう低CO2の電力会社と契約。

関係性が特に大きいSDGs（持続可能
な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照
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グループ会社
2017年度

国内 海外

ISO14001

重大な不適合 0 0

軽微な不適合 4 13

観察事項 30 75

EA21
不適合 0 －

観察事項 0 －

マツダ（株）
2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

重大な不適合 0 0 0 0 0

軽微な不適合 1 2 2 6 1

観察事項 18 8 16 10 5

b ISO14001外部審査の指摘件数

c 環境モニタリング

環境モニタ
リング項目

モニタリング
対象 モニタリング項目 モニタ

リング数

大気
ボイラ、溶解
炉、加熱炉、
乾燥炉 他

硫黄酸化物、窒素酸
化物、ばいじん、揮
発性有機化合物、塩
化水素の5項目

約400／年

水質 廃水処理水
カドミウム、シアン、
有機燐、鉛、六価ク
ロムなどの43項目

約1,600／年

騒音・
振動 敷地境界線 騒音レベル、振動レ

ベルの2項目 76／年

臭気 敷地境界線 臭気指数の1項目 16／年

廃棄物
鉱さい、汚泥、
金属くず 
他

カドミウム、シアン、
有機燐、鉛、六価ク
ロムなどの25項目

約100／年

d 法令違反および苦情

件数 対策

行政からの指導など 0件 −

苦情
臭気 1件 設備の点検を実施すると共に、管理

の徹底を実施しました

騒音・振動 6件 防音材・遮音シートの追加、設備の更
新等の対策を実施しました

（2017年度）

「グリーン調達」の推進

サプライチェーン全体で環境保全に配慮した事業活動を継続的に推進することを目
指して、「マツダグリーン調達ガイドライン」を制定し活動しています（2017年3月改訂）。
このガイドラインでは、世界中のサプライヤーを対象に、製品の開発から製造、納入
に至る全ての段階での環境負荷低減活動を要請し、環境に配慮した取り組みを行っ
ているサプライヤーから優先的に購入を進めていくことを明記しています。
また、マツダは部品や資材、生産用設備・要具のサプライヤーに、ISO14001認証の
取得および登録維持や、企業活動で排出する温室効果ガス量の年率1%削減を要請
するとともに、情報提供などによってサプライヤーと協働した環境活動を推進します。
現在、マツダ車の開発・生産に関わる主要なサプライヤーは全社ISO14001認証を
取得しています。

サプライヤーの環境マネジメントシステム構築対応状況

■ 新規サプライヤーを含め、継続的に取引がある国内外の主要サプライヤー約
400社の登録維持100％を継続しています（2018年3月末現在 ）。

■ マツダグリーン調達ガイドラインの中で、購買1次サプライヤーを通じて、2次
以降のサプライヤーの環境マネジメントシステム構築を要請。

環境監査の実施状況

ISO14001やEA21などの環境マネジメントシステムが有効に機能していることを
確認するために、マツダを含む国内および海外のグループ内の認証取得会社におい
ては、内部監査と外部機関による審査をそれぞれ年1回実施しています。2017年度
の外部審査では重大な指摘は0件でした。
内部監査や外部審査の結果は経営層へ報告し、迅速かつ適切な是正を行っています。

感覚公害の防止

感覚公害は、騒音・振動・臭気などにより人体に感覚的・心理的影響を与えるものです。
騒音や振動、臭気などについては、法規制値をクリアしていても周辺の住民に不快
感を与えることがあります。そこでマツダでは、発生源の改善や防音・脱臭などの対
策の強化を計画的に進めています。

環境リスクマネジメントの具体的な取り組み

環境モニタリング
■ 各工場・事業所で、環境汚染や事故などを想定した訓練を定期的に実施
■ 大気汚染、水質汚濁などの環境モニタリングを定期的に実施

法令違反
2017年度は、官公庁から法令に基づく指導などは受けませんでした。
苦情
2017年度は、苦情を7件いただき、誠実にかつ適切に対応しています。

b

c d
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g 海上汚染防止訓練
油吸着マットを展張している様子

h 油漏れ撲滅および交通安全啓発キャンペーン

※1  太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどによる発電や太陽
熱などの、使い続けても枯渇しない自然由来のエネルギー源
を指す。これらのエネルギーは、CO2排出量がゼロか、極めて
少ないという特徴を持つ。

e 資格取得の推進

■ エネルギー管理士
■ 公害防止主任管理者
■ 大気・水質公害防止管理者(第１〜第４種)
■ 騒音・振動関係公害防止管理者
■ 粉じん関係公害防止管理者（特定、一般）
■ ダイオキシン類関係公害防止管理者
■ 特別管理産業廃棄物管理責任者
■ 環境社会検定試験（＝ eco検定）
■ CEAR承認EMS審査員　■ 内部環境監査員
■ 環境計量士　■ 建築物環境衛生管理技術者

f 環境教育体制

資格取得教育 ISO14001審査員補・内部環境監
査員養成教育・環境関連資格取得

一般教育

内部環境監査教育

環境基礎教育

内部環境監査前教育

中途入社社員教育

管理者教育

部門教育

職長教育
新入社員教育

作業手順書教育

入構者教育

事故時処理訓練

工事、運輸請負業者教育
不定期入構者教育

EMS推進リーダー教育

一般従業員フォロー教育

特定業務従事者教育

その他教育

＊  このほか、各部門において、一般の従業員に対する教育も実施  
 　しています。

環境教育実績

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

管理者教育 70 75 81 83 75

係長教育 163 161 174 190 188

職長教育 86 86 76 60 60

新入社員教育 386 282 755 538 550

（単体、単位：名）

環境教育／環境教育体制

環境マネジメントシステムの一環として、全社的な環境教育を定期的に年2回、EMS

のリーダーに加え部門マネジメントを対象とした教育を実施するとともに、環境関連
公的資格などの取得を従業員に推奨しています。また、これらの資格取得については、
費用の補助をマツダ・フレックスベネフィット（P94参照）で受けられるなど、支援を行っ
ています。　

日常の環境活動

紙使用量の削減
書類や財務帳票類の電子化、会議などでのプロジェクター、モニター設置利用を進め、
オフィスでの挑戦的で大幅な紙使用量の削減を進めています。また、古紙（シュレッダー
ダスト）の部品輸送の緩衝材としての活用や、廃紙の分別徹底など、リサイクルに努
めています。
エネルギー使用量の削減
電力消費の少ない事務機器の購入、照明やパソコンなどの不要時電源オフの徹底など、
エネルギー使用量の削減に継続的に取り組んでいます。
また、夏期にはクールビズを実施し、室内温度設定を原則28℃としています。
さらに、冬期の特に電力消費量が増加する季節には、空調（暖房の温度を20℃）や照明、
OA機器などでの一層の省エネ対策の推進を行っています。

再生可能エネルギーの使用

以下の通り再生可能エネルギー※1を使用しています。
■ 防府工場の通路灯の一部に太陽光発電を導入しています。
■ 三次事業所の電波実験棟屋上に太陽光発電を設置しています。2017年度の発

電量は、12.1MWhでした。これで得られた電力は施設の動力・照明などに使用し、
CO2排出削減に継続的に貢献しています。

■ メキシコのマツダデメヒコビークルオペレーションでは、屋外のソーラー照明
設置を実施し、太陽光発電とLEDを活用した再生可能エネルギー※1の効率
的利用を促進しています。2017年度は100台を増設、合計467台となり、
78.8MWhの発電を行い照明などに使用しました。

環境事故の対応訓練および防止キャンペーン

■ 海上汚染防止訓練
　　2017年度は、マツダ（株）、マツダエース（株）、マツダロジスティクス（株）の関係者

約50名が参加しました。内航船から作動油が漏えいし、海に流れ出たことを想定
して、油除去対応作業や緊急連絡網の模擬訓練を実施し、訓練内容の有効性が
確認できました。今回の訓練ではシナリオを作成せず、社内の通報連絡系統に従
い連絡を受けてから現場に到着し油処理を実施するというより実態に近い訓練
を実施しました。この訓練は2014年度から始め、今回は4回目の訓練となりました。

■ 油漏れ撲滅および交通安全啓発キャンペーン
　　マツダ（株 ）、マツダロジスティクス（株 ）およびトラック輸送会社では、納品車両

などの運転手へ油漏れ未然防止の声掛けや交通安全に関するビラを配布する
啓発活動を行っています。この活動は2010年度から毎年実施しており、2013

年度からは年2回、春と秋に実施しています。
2017年度は広島本社工場での実施に加え、防府工場でも同様の活動を開始し
ました。この活動は、運転手の環境・安全意識の向上につながっており、車両か
らの油漏れの早期発見および対応を確実なものにしています。

e  f

g  h
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分類 主要活動内容
マツダ単体 マツダグループ全体

投資額 経費額 合計 投資額 経費額 合計

事
業
エ
リ
ア

公害防止 大気汚染、水質汚濁、悪臭防止等の法規制対策など 3,644 3,779 7,423 4,112 4,603 8,715

地球環境保全 地球温暖化防止・省エネ、オゾン層破壊防止、その他環境保全など 1,784 914 2,698 2,038 1,041 3,079

資源循環 資源の有効活用、廃棄物のリサイクル、廃棄物処理・処分 280 1,244 1,523 286 3,620 3,906

    上下流 容器回収、使用済み自動車のバンパー回収 0 5 5 0 19 19

管理活動 社員への環境教育、環境マネジメントシステムの構築・運用、環境負荷の監視測定など 11 924 934 11 1,534 1,545

研究開発 製品、生産、物流領域などの環境負荷抑制のための研究開発 2,735 49,016 51,751 2,989 50,458 53,447

社会活動 緑化・美化・景観改善、地域住民・団体への支援、情報提供など 0 45 45 0 57 57

環境損傷 − 0 0 0 0 5 5

合計 8,455 55,926 64,380 9,434 61,337 70,771

環境保全コスト （単位 ： 百万円）

環境保全効果

分類
マツダ単体 マツダグループ全体

環境保全効果 経済効果
（単位：百万円）

経済効果
（単位：百万円） 

地球環境保全 地球温暖化防止
生産領域 CO２排出量（売上高当たり） 18.9 t-CO2／億円 − −

物流領域 年間輸送量 50,803万 t-km／年 − −

資源循環 資源有効活用・リサイクル
シェル砂 17,221 t／年 50

2,991
鋼屑類 34,181 t／年 2,941

上下流 製品・商品のリサイクル 廃バンパー回収本数 63,852本／年 − 27

その他 有価物売却

金属類 110,357 t／年 2,607

2,656
シンナー、廃液 659 t／年

49空ドラム、ホイール、廃タイヤ 20,609本／年

回収砂、プラスチック類、段ボール屑 6,720 t／年

合計 5,647 5,674

集計範囲
マツダ（株）
連結子会社
国内21社 製造会社：マツダエース（株）／マツダロジスティクス（株）／倉敷化工（株）／（株）マツダE&T

車両販売会社：マツダ中販（株）／（株）函館マツダ／（株）東北マツダ／（株）福島マツダ／（株）北関東マツダ／（株）甲信マツダ／（株）関東マツダ／静岡マツダ（株）／東海マツダ販売（株）／
（株）北陸マツダ／（株）京滋マツダ／（株）関西マツダ／（株）西四国マツダ／（株）九州マツダ／（株）南九州マツダ／沖縄マツダ販売（株）
部品販売会社：マツダパーツ（株）

海外12社 マツダカナダ,Inc.／マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. deC.V.／マツダモータース（ドイツランド）Gmbb／マツダモータースUK Ltd.／マツダモーターロシア,000／
マツダオーストラリアPty.Ltd.／マツダモータースオブニュージーランドLtd.／マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd.／マツダサザンアフリカ（Pty）Ltd／
マツダ（中国）企業管理有限公司／台湾マツダ汽車股份有限公司／マツダデコロンビアS.A.S.

持分法適用関連会社
国内6社   トーヨーエイテック（株）／（株）日本クライメイトシステムズ／ヨシワ工業（株）／（株）マツダプロセシング中国／MCMエネルギーサービス（株）／マツダ部品広島販売（株）
海外5社   マツダソラーズマヌファクトゥリングルースLLC／オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.／長安マツダ汽車有限公司／長安フォードマツダエンジン有限公司／
　　　　  一汽マツダ汽車販売有限公司

環境会計

環境保全活動に投入したコストとその効果を把握し、活動の効率化を図っています。
集計期間 ： 2017年4月〜2018年3月
集計基準  ： 「環境会計ガイドライン」を参考に、マツダ独自の基準で集計しています。なお、
　　　　　金額には減価償却費は含まれておりません。
集計範囲 ： マツダ（株）ならびに連結子会社 国内21社・海外12社／持分法適用　　
　　　　　会社 国内6社・海外5社
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商品・技術開発における取り組み
マツダはサステイナブルな社会の実現に向け、独自技術の開発に積極的に取り組んでいます。
2007年3月、「マツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに『走る歓び』と『優れた環境・
安全性能』を提供する」ことを基本ポリシーとする技術開発の長期ビジョン「サステイ
ナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表しました。
発表後、10年目となる2017年8月、世界の自動車産業を取り巻く環境の急激な変化
を踏まえ、より長期的な視野に立ち、クルマの持つ魅力である「走る歓び」によって、「地球」

「社会」「人」それぞれの課題解決を目指す新しいチャレンジ「サステイナブル“Zoom-Zoom”
宣言2030」を公表しました（P5-6参照）。これは、美しい地球と心豊かな人・社会の実
現を使命と捉え、クルマの持つ価値により、人の心を元気にすることを追究し続けるも
ので、環境分野においては「環境保全の取り組みにより、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く」というマツダのチャレンジを表しています。

エネルギー／温暖化対策

商品環境性能についてのマツダの考え方

世界で自動車の保有台数が増加する中、私たち自動車メーカーは排出ガスのクリー
ン化による大気汚染の防止や、燃費向上によるCO2排出量削減、さらには枯渇が危惧
される化石燃料への依存低減などに、これまで以上に取り組んでいかなければなりま
せん。このような自動車業界が抱える環境課題に対して、地域、車両特性、燃料特性な
どのさまざまな側面を考慮した「複数の解決策（マルチソリューション）」を準備して
おく必要があると考えています。

地球温暖化への対応

マツダは自動車産業の使命として、クルマの製造・使用・廃棄というライフサイクル全
体を視野に入れて、CO2を中心とする温室効果ガスの本質的な排出削減を最優先課
題の一つととらえています。走行時（Tank-to-Wheel）のみならず、燃料採掘／精製／
発電時（Well-to-Tank）を含んだ「Well-to-Wheel」視点で、最も寄与できる状態に
したいと考えています。世界各地のエネルギー源・発電形態などを考え、複数の選択
肢（マルチソリューション）を持つことで、それぞれの地域に最適なCO2の排出削減に
貢献します。マツダは、2017年8月、「『Well-to-Wheel』での企業平均CO2の排出を、
2050年までに2010年比90％削減することを視野に、2030年までに50％削減する
ことを目指す」という新たな目標を設定しました。

ビルディングブロック戦略

マツダ車のCO2排出削減・燃費向上の目標達成に向け「ビルディングブロック戦略」
を採用しています。今後も、内燃機関はグローバル市場における自動車の主要な動力
技術であり続けるとの予測※1に基づき内燃機関の徹底的な理想追求は引き続き重要
であると考えています。「ビルディングブロック戦略」では内燃機関の理想を追求し続
けつつも、各国・地域のエネルギー資源、規制、発電形態、インフラの整備状況などを
考慮し、最適な制御技術や効率的な電動化技術を組み合わせ、電気自動車、プラグイ
ンハイブリッド自動車などを商品化していきます。このビルディングブロック戦略とモ
デルベース開発（P127参照）・モノ造り革新（P128参照）などのプロセス革新の進化
により、限られた経営資源の中で、お客さまの期待を超える商品・技術を提供します。
なお、クリーン発電地域や、大気汚染抑制のための自動車に関する規制がある地域に
対しては、電気自動車などの電気駆動技術を展開する予定です。

a

b c

a Well-to-Wheelの視点

クルマのライフサイクル全体でのCO2削減に向け、「Well-to-Wheel」
視点でのCO2削減に取り組む

b ビルディングブロック戦略

マツダらしい世界一の商品を
適材適所で各市場に提供することを目指す

プラグインハイブリッド技術

電気自動車技術

制御技術

ベース技術進化 （効率化、軽量化など）
SKYACTIV技術：
  エンジン
  トランスミッション
  ボディー／シャシー

電気デバイス技術：
  ハイブリッドシステム
  減速エネルギー回生システム
  アイドリングストップ機構

プロセス革新

・モノ造り革新（コモンアーキテクチャー＆フレキシブル生産）

モ
デ
ル
ベ
ー
ス
開
発
技
術

電
動
化
技
術

c パワートレイン（動力系）技術の
グローバル市場に占める割合のイメージ

Well-to-Wheel概念図*

＊化石燃料を採掘して車両走行する場合。

Well-to-Wheel（燃料採掘から車両走行まで）

Well-to-Tank
（燃料採掘から燃料タンクまで）

Tank-to-Wheel
（燃料タンクから車両走行まで）

Well
（燃料採掘 ）

Tank
（燃料タンク）

給油 走行（内燃機関）精製

充電 走行（電気自動車／
プラグインハイブリッド車）

発電

Wheel
（車両走行 ）

出展： IEA/ETP “Energy Technology Perspective2015”

内燃機関自動車は、将来においても世界的に大多数を
占めると予測され、CO2削減に最も寄与すると考えられている

（2035年時点 内燃機関自動車約84％）
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関係性が特に大きいSDGs（持続可能
な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照

SKYACTIV技術による「ベース技術」の徹底的な改善

革新的なベース技術の総称が「SKYACTIV技術」です。SKYACTIV技術で、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。2011年に「SKYACTIV-G」を搭載したデミオ（国内モデル）の導入以降、順
次グローバルにSKYACTIV技術搭載車種を拡大し、2012年に発売したCX-5以降、
SKYACTIV技術をフル搭載した車種を拡大しています。
2017年8月には、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※1めどをつけた次世代エンジン「SKYACTIV-X（スカイアクティブ・エックス）」
を含めた次世代技術を、2019年から順次導入することを公表しました。このエンジン
はガソリンエンジンとディーゼルエンジンの特長を融合した、新しいマツダ独自の内
燃機関であり、優れた環境性能と出力・動力性能を妥協なく両立しています。現在でも
商品力の高い「SKYACTIV-G」、「SKYACTIV-D」を今後も継続的に進化させつつ、そ
れに加えて「SKYACTIV-X」の市場導入を進めます。 ※1  2017年8月現在 マツダ調べ。

ガソリン
エンジン

次世代
ガソリン
エンジン

ディーゼル
エンジン

燃費 ▲ ◎ ◎

トルク ▲ ◎ ◎

レスポンス ▲ ◎ ◎

出力（伸び） ◎ ◎ ▲

暖房性 ◎ ◎ ▲

排気浄化性 ◎ ◎ ▲

お
客
さ
ま
へ
の
提
供
価
値

d d 次世代ガソリンエンジンの特徴

米国環境保護庁（EPA*1）が2017年11月に公表した2016モデルイヤー車の「燃費トレ
ンドレポート*2」において、マツダの企業平均燃費値*3が総合1位であったと発表しまし
た。マツダの総合1位獲得は5年連続となりました。
EPAの「燃費トレンドレポート」は、当該モデルイヤーとして米国で発売された車種の燃
費動向をまとめたもので、各社別に企業平均燃費実績値を集計した結果などが公表
されています。
http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201801/180117a.html

TOPICS 米国環境保護庁（EPA）燃費トレンドレポートの「企業平均燃費値」で5年連続総合1位獲得

*1 Environmental Protection Agency
*2 燃費トレンドレポート：EPAが公表している1975年以降の新車（乗用車と小型トラック）の燃費値の推移をまとめた年次報告書。
　  http://www3.epa.gov/otaq/fetrends-complete.htm
*3 企業平均燃費値：各社が一年間に販売した車の平均燃費。EPAの「燃費トレンドレポート」では、EPAが定めた手法による

各車種の燃費値（市街地と高速道路走行時）をモデルイヤー（年式）ごとに販売台数に応じて加重平均している。
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燃費向上への取り組み

マツダは、お客さまの経済的負担を軽減し、地球温暖化要因となる化石燃料の利用
を低減するため、燃費向上に取り組んでいます。“実用燃費”の向上を重視し、お客さ
まの使い方の違いや、外気温の変化などの環境要因などで起こる、燃費変動を抑制
するため、一部のシリンダー内の燃焼を休止させる「気筒休止」技術などを採用して
います。また、お客さまの利用環境に近い燃費情報を提供するために、日本車でいち
早く「 WLTCモード※1」燃費表示を導入しています。

ドライビングサポート技術の進化

お客さまに「安全に」「楽しく」「環境に配慮した」クルマを運転していただくためのド
ライビングサポート技術「インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）」を、国内モ
デルのSKYACTIV TECHNOLOGY搭載機種全てに搭載しています。

電気自動車

マツダは、走行時（Tank-to-Wheel）のみならず、燃料採掘／精製／発電時（Well-

to-Tank）を含んだ「 Well-to-Wheel」視点で、最も寄与できる状態にしたいと考
えています（P65参照 ）。各国のエネルギー事情などによって「 Well-to-Wheel」の
CO2削減に貢献する最適な動力源は異なることから、火力による発電比率の低い国・
地域においては、電気自動車やプラグインハイブリッド車などの電動化技術が有効
策になると考え、新型の電気自動車やプラグインハイブリッド※2の導入を前提として、
技術開発を進めています。
なお、2012年〜2013年にかけて、マツダはデミオ（国内仕様 ）をベースに自社開発
した電気自動車「デミオEV」を約100台リース販売しました。リース販売したデミオ
EVの使用状況・走行データは、分析し新型電気自動車の開発に活用しています。

※1  Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle（世
界統一試験サイクル）モードの略称。WLTP（Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure：乗用車など
の国際調和排出ガス・燃費試験法）に基づく測定方式。

※2  家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車。

関係性が特に大きいSDGs（持続可能な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照

マツダは、株式会社デンソーおよびトヨタ自動車株式会社と、電気自動車の基本構想
に関する共同技術開発に向けた契約を締結しました。また、本共同技術開発を効率的
に進めるために新会社を設立し、3社のエンジニアが一堂に会して活動を実施するこ
とを決定しました。当共同技術開発に対して、マツダとトヨタは開発資源を等しく負担
すると共に、効率的な開発、および既存生産設備の活用を図ることで、各社がリソース
をクルマ本来の価値追求に注力し、EVを「コモディティ化」させることなく、それぞれの
ブランド独自の付加価値あるクルマを追求します。また、今後は他の自動車メーカーや
サプライヤーも参画可能なオープンな体制を目指します。
http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2017/201709/170928c.pdf

マツダはエリーパワー株式会社、宇部興産株式会社と、自動車に搭載する12Vリチウム
イオンバッテリーに関する共同開発契約を締結しました。当共同開発は、世界的な環境
規制の動向を踏まえ、従来の自動車始動用鉛バッテリーを代替する次世代バッテリー
として広く活用頂き、安心・安全な車社会の実現に資することを目指しています。また、
将来的には、この共同開発で培った技術をベースに、自動車始動用以外の電動化技術
へ適用可能な低電圧系のリチウムイオンバッテリーへ発展させるなど、さまざまな分野
での協業を検討していきます。
http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201803/180315a.html

TOPICS マツダ、 デンソー、トヨタ が電気自動車の共同技術開発契約を締結

TOPICS マツダ/エリーパワー/宇部興産、自動車始動用12Vリチウムイオンバッテリーの共同開発契約を締結

関係性が特に大きいSDGs（持続可能な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照
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代替燃料対応技術の開発推進

商品を通じた地球温暖化対策を進めるにあたり、国や地域に適したエネルギーが
利用できるよう、多様なバイオ燃料や合成燃料などのさまざまな代替燃料対応技術
の研究・開発を推進しています。
バイオエタノール／バイオディーゼル混合燃料への対応
植物から生成するバイオエタノールおよびバイオディーゼルを混合した燃料は、
CO2排出量削減に効果があることから注目されています。マツダはこれらの燃料に
対応可能なクルマを販売しています。

e

e バイオエタノール販売状況*1

日本：「 B5」*2対応-デミオ（Mazda2）、アクセラ
（Mazda3）、アテンザ（Mazda6）、CX-3、CX-5

タイ：「E20」*3対応-Mazda2（デミオ）、MX-5
「E85」*4対応 -Mazda3（アクセラ）、CX-3 、
CX-5

*1 仕様により異なります
*2 バイオディーゼル燃料を5％混合した軽油
*3 エタノールを20％混合したガソリン
*4 エタノールを85％混合したガソリン

関係性が特に大きいSDGs（持続可能な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照

マツダは、ひろしま自動車産学官連携推進会議（ひろ自連）がユーグレナ社と共同で
推進している、広島での次世代バイオ燃料の実証事業計画「ひろしま“Your Green 

Fuel”プロジェクト」に参画しました。本プロジェクトでは、ユーグレナ社が推進する国
産バイオ燃料計画と連携し、カーボンニュートラルな次世代バイオ燃料の原料製造・
供給から利用に至るまでのバリューチェーン全体を広島地域で支える地方創生モデ
ルを構築することをめざし、次世代バイオ燃料の普及拡大に努めます。具体的には、微
細藻類由来の油脂や広島の家庭や企業から排出される使用済みてんぷら油などを原
料としたバイオ燃料をつくり、広島地域での乗用車等でこれを使用する取組みを推進
します。また、広島県内の事業者が排出したCO2を活かした広島での微細藻類の培養
に加え、微細藻類残渣を用いた農・畜・水産向け肥料・飼料の研究などについても視野
に入れています。それぞれの取組みは、2020年を目途に、順次開始する計画です。
http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201806/180613a.html

TOPICS 自動車用次世代バイオ燃料の普及拡大に向けた広島での実証事業計画
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温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減

温室効果ガスであるカーエアコン用冷媒「代替フロン」の使用量低減に取り組んでいます。
また、新冷媒カーエアコンシステムの開発と早期導入を推進していきます。

車両の軽量化を実現するための技術開発

マツダは、構造そのものが軽量に設計されたSKYACTIV技術のほか、細部に至るまで、
軽さのための新技術も積極的に取り入れています。樹脂やアルミ材や高張力鋼板など
軽さと強さを兼ね備えた材料を使用し、軽量化を徹底的に追求しています。
クラストップレベルの軽量バンパーを実現する自動車部品用樹脂材料
従来と同等の剛性を保ちながら、車両の軽量化を実現する自動車部品用の樹脂材料
を開発しました。部品をより薄肉で製造し材料使用量の大幅な削減が可能となるた
め、フロントおよびリアバンパーに採用した場合、約20％軽量化することができました。
薄肉化による成形時の冷却時間を短縮したことに加え、CAE解析技術の活用などに
より、バンパーの成形時間を、約半分に短縮し、製造時の消費エネルギーを大幅に削
減することができました。
マツダでは、この樹脂材料を採用したクラス※1トップレベルの軽量バンパーを、新世代
商品群に順次搭載し、2017年度はCX-8に搭載しました。
アルミ電線を使用した軽量ワイヤハーネス
従来と同等の接続信頼性（品質）を保ちながら、車両の軽量化が可能となるアルミ電
線を使用した軽量ワイヤハーネスを開発しました。この軽量ワイヤハーネスを2015

年発売のロードスター／MX-5に搭載して以降、順次搭載車種※を拡大しています。
2017年度はCX-8に搭載しました。
※搭載車種（2018年6月時点）：ロードスター／MX-5、アクセラ／Mazda3、アテン

ザ／Mazda6、CX-5、CX-8、CX-9。

クリーンエミッション

排出ガスのクリーン化

排気ガスによる大気汚染防止のために、低排出ガス車の開発に取り組んでいます。
国内の低排出ガス車認定制度（SU-LEV）や欧州の排出ガス規制「 Euro6」に適合し
た車種の市場導入を進めています。

■ 2017年3月末時点で、SU-LEV認定車は国内自動車メーカートップレベル※1の
98％を達成（軽自動車・OEM車を除く）

■ 2018年10月から適用される平成30年排出ガス規制（WLTCモード）に「SKYACTIV-

    G 2.0」を搭載したCX-3からいち早く適合

f ロードスター／MX-5のアルミ電線
キャパシターとDC-DCコンバーターの接続
DC-DCコンバーターとバッテリーの接続

アルミ電線

※1  排気量1,500cc〜2,000ccクラス 2017年3月現在 マツダ調べ。

f
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貴金属粒子

スス酸化促進剤
（セラミックス）

数10〜数100nm

高活性な酸素に
よるスス（PM）酸化

の促進

内部の高活性な
酸素が高速に移動

電子の動きにより
空気中の酸素を

高活性な酸素とし
て取り込み

g 新触媒技術による貴金属分散モデル

サポート材
（セラミックス）

サポート材
（セラミックス）

熱が加わると貴金属粒子が表面を
移動し凝集してしまう。

従来触媒

貴金属粒子
10nm以上

貴金属粒子
5nm以上

数10nm
〜数100nm

数10nm

貴金属粒子はサポート材に埋め
込まれているので凝集しない。

開発触媒

貴金属シングルナノ触媒技術

マツダはグローバルでの排出ガスや燃費規制の強化、新興国成長などによる市場拡大、
希少資源の枯渇などを考慮しています。マツダ独自のシングルナノテクノロジーやス
ス（PM）酸化触媒を開発し、貴金属の使用低減、および排出ガスのクリーン化を進
めています。
シングルナノテクノロジーによる貴金属の使用量を大幅削減
ガソリン用三元触媒に対して、レアメタル（貴金属 ）やレアアース（セリア材 ）といった
希少元素の使用量を低減した上で、優れた触媒性能を発揮させることが重要と考え、
2009年、クルマの触媒に使用する貴金属を当社従来比約70％削減しながらも、排
ガスの浄化性能と高い耐久性を同時に実現できるシングルナノ触媒※1を世界で初
めて実用化しました。
同触媒の貴金属の使用量をさらに約30〜40％低減させることに成功し、2011年
に導入したデミオ（海外名：Mazda2）以降、順次グローバルに採用し、現在ではクリー
ンディーゼルエンジンSKYACTIV-Dにも採用しています。

参照URL
http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/env/other/singlenano_tech/

PM酸化触媒の高性能化技術
ディーゼルエンジン用の触媒に関して、PM（スス）を速やかに燃焼除去しCO2排
出量を削減する独自のPM酸化技術を開発しました。この技術は、従来触媒と比べ
て触媒粒子の表面だけでなく内部の酸素まで有効に活用でき、より多くの高活性
な酸素をススへ供給可能にするなど、飛躍的な機能の向上を実現しています。本技
術採用前に比べて、希少元素である貴金属を約1/10まで低減するとともに、車の
ライフサイクルを通して触媒機能を維持できる耐久性を実現しています。2009

年よりディーゼルエンジン搭載車に順次搭載し、2017年度はCX-8に搭載しました。

化学物質・重金属の適正な管理

マツダは「環境負荷物質管理基準」を発行し、購入する部品や材料に関して使用を
制限（禁止または報告 ）する物質・重金属を規定し、適切に管理しています。

自動車部品の材料情報収集・管理

サプライチェーン全体で、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムといった環境負荷物質の
適正な管理を推進するため、国際標準システム「 IMDS」※2を用い、サプライヤーの
材料情報収集を行っています（日本自動車工業会の自主目標（鉛・水銀の削滅、六価
クロム・カドミウムの使用禁止 ）を2007年2月までに全て前倒しで達成 ）。
IMDS運用に関する取り組み

■  サプライヤーにIMDSデータを適切に入力してもらうため、ガイドラインを毎年
発行・提供

■ IMDSを通じて収集したデータを、車両のリサイクル可能率の算出や欧州の化
学物質規制「 REACH」※3など、各種規制の対応に活用

g

h

i

h PM酸化触媒の仕組み

i

マツダ サプライヤー

IMDSサーバー

調査依頼

データを
ダウンロード

データを
インプット

IMDSの仕組み

※1  ナノテクノロジーよりさらに微細な材料構造を制御するシン
グルナノテクノロジーを用いた触媒。

※2  International Material Data System.
※3 Registration, Evaluation, Authorization and  

Restriction of Chemicals.

開発触媒
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※1  Volatile Organic Compounds：揮発性有機化合物。
※2  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。

VOCの削減：車室内VOC

快適な車内環境を保つためにホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどシックハウ
ス症候群の原因とされるVOC※1の削減に取り組んでいます。

■ 1999年にアルデヒド類を除去する機能の付いた脱臭フィルターを開発（主要
車種で標準またはオプションで採用 ）

■ 2007年発売のデミオ（海外名：Mazda2）以降の新型車では、インテリアに使
われる主要な樹脂や塗料、接着剤などの素材そのものを低VOC化し、厚生労
働省室内濃度指針値をクリア（2017年発売のCX-8も同指針値をクリア）

自動車騒音の低減

マツダでは、最新の法定騒音規制値よりも厳しい自主基準値を定め、乗用車、商用
車の全車種で、この自主基準値に適合させることで、走行中の自動車から発生する
騒音の低減に努めています。

資源循環の推進

リサイクルに配慮した開発・設計

マツダでは自動車の全ライフサイクルにおいて3R（リデュース、リユース、リサイクル）
を軸とした資源循環の取り組みを行っています。自動車の材料には、鉄、アルミニウム、
樹脂、レアメタルなど限りある資源が含まれています。
マツダは、「リサイクル設計ガイドライン」を1992年に策定し、開発中の全てのクルマ
に3R設計を取り入れています。
具体的には、以下の取り組みを推進することで、新車のリサイクル性を向上させています。
1. リサイクル可能な部品や素材を取り出しやすくするために、解体・分離が容易な車
　両の設計、解体技術の研究
2. ASR※2の構成重量の多くを占める樹脂について、リサイクルしやすい材料の採用

j

j 騒音防止対策の事例（CX-8） 

低騒音タイヤ

エンジン
上カバー

エンジン
アンダーカバー

排気騒音の
低減

エンジン騒音低減
● トーショナルダンパープーリーの最適化
● サージタンクの剛性向上
● フロントカバー、オイルパン締結剛性最適化
● オイルポンプの低騒音化
●   エキゾーストマニフォールドインシュレーターの
  フルフローティング構造採用
● スチールクランクシャフトの採用
● 主軸軸受構造の最適化（ロアブロック構造の採用）
● シリンダーヘッドカバーの締結構造最適化
● シリンダーヘッド&ブロックの構造最適化
● ナチュラルサウンドスムーザーの採用
● エンジン遮音
● 低圧縮比化＆燃料の多段噴射化による
　燃焼起振力の低減

吸気レゾネーターの最適化
フレッシュエアーダクトへの不織布採用

開発

生産

リサイクルに配慮した
開発・設計使用済

自動車

リサイクルシステム
構築・推進

 廃棄物の削減と
リサイクルの推進

物流

梱包・包装資材の
3Rの取り組み

k 3Rを軸とした資源循環 

k l

採用箇所拡大図
印は薄肉構造の採用箇所

締結点

l

インストルメントパネル
インストルメントパネルの締結部を、離脱させやすい
構造とすることで、解体時に引っ張ると容易に外れる

バンパー
解体時に、短時間でバンパーを一体で取り外せる構造を追求
バンパー下部の締結部に、強く引くと外れやすくなる薄肉構
造を採用 
バンパー開口部には引っ張り時にバンパーが破断せずに一
体で外せるよう補強

ダッシュインシュレータ
遮音材と吸音材を同素材かつ単一層
の熱可塑性フェルトに統一

易解体アース端子
ハーネスを引き抜く際に端子部が
ちぎれ、ハーネスが残らない構造
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バイオマテリアルの採用を拡大

脱石油資源やCO2排出削減に貢献できる植物由来の材料からなる、新しい自動車部
品を商品化しています。2011年導入のSKYACTIV-G搭載デミオ（海外名：Mazda2）
のラジエータータンクにバイオプラスチックを初採用して以降、順次採用車種を拡大
しています。
2014年に、自動車外装部品にも使用できる無塗装で高質感のバイオプラスチックを
開発しました。この材料の特徴を生かした内外装意匠部品の無塗装化技術開発を行い、
材料の持つ優れた環境性能だけではなく、従来の塗装では実現できない高質感と、塗
装工程廃止による環境貢献およびコスト改善を実現しました。また、2017年には、フ
ロントグリルのような複雑な形状の大型外装部品にも対応できるよう、材料の開発と
金型仕様の最適化を行い、成形性を大幅に向上させています。マツダは、これらの技
術を適用した内外装意匠部品の採用を順次拡大しています。

【開発技術 】

鏡面のような
平滑感

深みのある
色合い

基材 ： 開発材料
(植物由来)

<材料着色>

光 ・材料組成
・金型仕様の

最適化

基材 ：従来材料
(石油由来)

【従来技術 】

塗装表面の
細かい凹凸

従来塗装の
色合い

表面意匠性
表面意匠耐久性

<塗装>

光

基材機械物性

表面意匠性
表面意匠耐久性
基材機械物性

m

m
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b
単位（×103GJ／年） 

1990
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

電力 4,921 6,345 6,247 6,150 6,124 6,248

産業用蒸気 0 1,453 1,409 1,359 1,236 1,253

石炭 4,967 0 0 0 0 0

コークス 766 191 170 171 168 171

A重油 596 23 27 19 15 14

B重油 11 0 0 0 0 0

C重油 1,168 28 6 6 7 6

ガソリン 193 65 65 64 52 54

灯油 101 15 8 11 11 15

軽油 81 37 43 47 46 48

LPG 989 54 52 55 55 56

都市ガス 45 1,036 1,019 1,006 949 955

合計 13,838 9,247 9,046 8,888 8,663 8,820

※1  本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場
中関地区（開発など間接領域も含む）。

＊ マツダ国内主要4拠点におけるCO2排出量算出は、日本自動車
工業会（低炭素社会実行計画）の基準に基づく、CO2係数を使用。
2017年8月10日付の係数変更に伴い、各年度のデータを再計
算しています。

　 なお、2017年度の電力係数は、2018年5月25日現在で未確定
のため、2016年度の電力係数を2017年度の実績に使用して
います。

＊ 2017年度の国内主要4拠点におけるCO2排出量に関しては、
第三者検証（P138参照 ）を受けた値です。

＊ マツダ国内主要4拠点におけるエネルギー使用量（熱量換算 ）
　は、日本自動車工業会（低炭素社会実行計画）の基準に基づく、
　各年度の発熱量を使用。電力の係数変更に伴い、過去のデー
　タを再計算しています。

国内主要4拠点における
種類別エネルギー使用量

生産・物流における取り組み

エネルギー／温暖化対策

エネルギーの効率的な利用を推進するとともに、生産・物流領域において排出され
るCO2量の削減に取り組んでいます。

【生産 】
国内主要4拠点のCO2総排出量を47.1％削減（1990年度比 ）

2017年度の国内主要4拠点※1（開発など間接領域を含む）におけるエネルギー起源
CO2総排出量削減の取り組みは、以下の通りです。
＜2017年度の主な取り組み＞

■ 「モノ造り革新」の推進
■ 設備総合効率の向上
■ 集中生産や不要時・非稼働時のロス撲滅

＜2017年度実績（1990年度比 ）＞
■ 国内主要4拠点でのCO2総排出量は1990年度比で47.1％削減（498千t-CO2）
■ 売上高当たりの排出量は55.4％削減（18.9t-CO2／億円）

【生産 】
省エネルギー生産への取り組み

国内および海外の生産拠点では、ラインおよび工程全体を最適なプロセスとするため、
設備稼働率の向上、サイクルタイムの短縮などに取り組んでいます。また、エネルギー
の製造から消費までの各段階におけるロスを再分析し、生産待機時のエネルギー（油
圧など）の停止などさらなるロス削減活動を進めています。

【生産 】
「モノ造り革新」によるエネルギー使用量削減

台数規模の異なる複数のモデルの生産や、生産台数の変動に、フレキシブルに対応
しつつ、品質とブランド価値を向上させ、かつ利益率を高めるために、「車種を超えた、
従来と異なる共通化」というブレークスルーが必要となります。こうした発想から生
まれたのが「モノ造り革新」です（P128参照 ）。

「モノ造り革新」の取り組みの中で、SKYACTIV技術を搭載した新型車の導入に合
わせて、車両1台当たりのエネルギー使用量を大幅に削減しました。具体的には、以
下のような取り組みを行っています。

■ 素材領域：鋳鍛造製品の薄肉化による素材重量の削減、鍛造サイクルタイム短
縮および工法の変更などによるエネルギーの使用量削減。

■ 加工および組立領域：従来のフレキシブル生産ラインを進化させることにより、
より高効率な混流生産実現。稼働率を飛躍的に向上、エネルギー使用量を削減。

■ プレス領域：プレス部品の生産段階で発生するスクラップ量削減、スクラップ部
からの部品取りにより鋼板材料の使用量削減。複数の部品をひとつの金型か
ら同時に成形を行うマルチプレス加工を実現し工程集約の実現とともにエネ
ルギー使用量を削減。

■ 塗装領域：塗装の機能と品質をさらに向上させた上で、中塗塗装の廃止を可能
とする新水性塗装技術「アクアテック塗装」の開発、導入により、中塗吹付ブー
スの空調エネルギーを削減するとともにVOC（揮発性有機化合物 ）の排出量
を大幅低減。

a  b

a 国内主要4拠点におけるCO2排出量／
売上高当たりのCO2排出量の推移
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【物流 】輸送時のCO2排出量を41％削減（1990年度比 ）

マツダは物流会社、販売会社、他の自動車メーカーなどと協働し、お客さまが必要と
する量を適切なタイミングでお届けするとともに、サプライチェーン全体を通した高
効率な輸送によりCO2排出量の削減に取り組んでいます。　　　　
＜2017年度実績＞

■  国内総輸送量は約5億t-km。
　輸送量t-km当たりのCO2排出量は1990年度比30％削減の目標に対し、41％

削減を達成。

■サプライチェーンにおけるCO2排出量把握範囲
（　　　現状把握範囲、　　　2030年に向けて）

【物流 】タイムリーでCO2削減につながる物流の実現

お客さまが必要とする量を適切なタイミングでお届けすることと、CO2排出量の削
減を両立させる取り組みを行っています。
物流領域では、各プロセスで埋もれている物流をグローバルにきめ細かく「見える化」
することにより、以下3つの柱を浸透させる活動に継続的に取り組んでいます。
1. 完成車と補修用部品輸送のハブ＆スポーク化※1

■ 完成車の流通センター集約による輸送の見直し
　タイムリーな配送を確保した上で、輸送量の少ない配送ルートを束ねることを

目的に、全国の流通センターの集約を実施しました（2011年度完了）。
輸送量に応じた自動車運搬船（以下内航船 ）の運用を継続的に見直すことで消
席率向上を実現しています。また、内航船の帰り便を活用した他社との協働輸
送にも取り組んでいます。
2016年2月に新しい内航船の運航を開始、5月に既存船の改造による輸送能
力の30％向上ができました。
2017年度はこれらの内航船の本格運用による輸送能力の向上と燃費の改善
により、約3,800トンのCO2排出量を削減しました。
また、工場で生産した完成車をできるだけストレートに船積みすることにより、
約17トンのCO2排出量を削減しました。

物流CO2排出量と削減率（国内）cc

d

71.2 71.3 74.4 69.3 68.0

CO2排出量　　　   輸送量1t・km当たりのCO2排出量指数（1990年度比）
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ハブ＆スポーク化d

※1  完成車の輸送を全国の流通センター（ハブ）を拠点に、各販
売会社（スポーク）に配送するハブ＆スポーク方式。補修用
部品の輸送に関しては、ハブが部品販売会社、スポークが
自動車販売会社となる。
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導入前 導入後

物流
拠点

工場

工場トラック トレーラー

コンテナ船

コンテナ船

トレーラー

梱包・
バニング

工場で
梱包・
バニング

物流拠点のないストレートな物流（工場直バニング）e

※1  1台のトラックで、複数のサプライヤーを巡回して集荷する方
法。牧場を巡回して牛乳を集荷するさまになぞらえたもの。

※2  ドコモ・システムズ（株 ）が開発した「物流企業向けクラウド
型輸配送進捗管理サービス」

マツダ マツダ

ミルクラン導入前 ミルクラン導入後

ミルクランシステムf

■ 補修用部品のモーダルシフト率向上
補修用部品の輸送においては、モーダルシフト率の向上に努めています。
また、海外向け部品輸送用として導入していた大型リターナブル容器を、2016年5月に国
内輸送に転用することにより、JRコンテナへの積載率を向上させてCO2削減を行いました。
2017年度は、2015年度からの部販社の移転に伴い輸送方法のJR化を推進し、輸送量(ﾄﾝｷﾛ)

当たりのJR輸送比率を25%から45%まで向上することができ、約400トンのCO2排出量
を削減しました。

2. 物流ストレート化の推進
■ 物流拠点のないストレートな物流（工場直バニング、工場直梱包 ）

海外組立工場向け部品生産後、その場で梱包・コンテナへの荷積みを行うことで物
流拠点への輸送を不要にしました。現在、広島本社工場および防府工場で生産して
いる海外工場向けエンジン、トランスミッション、車体部品まで領域を拡大しています。
2017年度はメキシコ工場向けトランスミッションの工場直バニングの拡大をしました。

■ 生産調達部品の輸送距離短縮
アジアで調達した海外工場向けの部品は日本を経由してメキシコ工場へ輸送し
ていましたが、2016年7月より既存のタイ、中国の物流拠点からの直接輸送に
切り替えることで、部品の輸送距離短縮を実現しました。
国内では、2016年度より海外からの輸入部品を生産工場近くの港で陸揚げし、
広島本社・防府工場間の輸送を削減する活動を開始しました。2017年度は対
象車種の適用拡大により、約8トンのCO2排出量を削減しました。

■ 補修用部品の輸送距離短縮
　メキシコ工場稼働開始時には輸送量が少なかったため、北米を経由し欧州へ

輸送していましたが、メキシコ工場立ち上げから3年が経過し、輸送量も増加し
てきたことから、欧州へ直接出荷する方式に変更し、物流のストレート化による
輸送距離の短縮を図ることで約1,400トンのCO2排出量を削減しました。

3. 生産調達部品の継続的輸送効率改善
国内調達部品では、2007年度までにミルクランシステム※1の日本全国への展開を
ほぼ完了しています。現在は、国内だけでなく海外工場にも同システムを導入してお
り、2013年度はメキシコ工場に、また2015年度はタイのトランスミッション工場に
導入を完了しました。引き続きサプライチェーン全体を対象とした調達物流領域の
さらなる効率化によるCO2排出量削減を目指します。
今まで以上のトラック積載率の向上および便数削減に向けて、商品開発段階から
物流ニーズを反映し、調達部品の荷姿を最小にする改善活動を継続しています。
国内では、2016年よりクラウド型輸配送進捗管理サービス※2の導入を行い、輸送
時の納期短縮・コスト削減・品質向上のほか、ドライバーの負担軽減、交通渋滞の緩
和、効率的な輸送によるCO2排出量の削減などに効果を上げています。導入から5

年間で600台まで拡大する計画で進めており、2017年度は車両を当初の220台か
ら350台に拡大しました。

e

f

マツダロジスティクス（株）は、（独）国際協力機構中国センターと（公財）ひろしま国際
センターが主催するJICA課題別研修「エネルギーの高効率利用と省エネの推進」コー
スの一環で講義を実施しました。中南米から参加いただいた政府及び公的機関の責
任者に実施したこの研修において、マツダロジスティクスでの、モーダルシフトの取り
組みに関する説明や、自動車専用船での荷役プロセスを紹介しました。

TOPICS 中南米の省庁関係者を対象に省エネルギーの取り組み紹介（マツダロジスティクス（株）*）

＊ 自動車および部品運送等を行っているマツダの子会社

関係性が特に大きいSDGs（持続可能
な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照
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※1 本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 
中関地区（開発など間接領域も含む）。

※2 2017年度の国内主要4拠点における廃棄物排出量に関して
は、第三者検証（P138参照）を受けています。

※3 1990年度と同様の施策を行った場合の見込み値に対する削
減率。

廃棄物量　　　 基準年比率
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資源循環の推進

マツダは、自動車のライフサイクル全過程において3R（リデュース・リユース・リサイクル）
を軸とした、資源循環の取り組みを行っています。限りある資源を有効に活用するため、
生産・物流領域においても徹底した再資源化と廃棄物削減に取り組んでいます。

【生産 】
全埋立廃棄物ゼロの継続および廃棄物排出量削減の推進

国内主要4拠点※1で全埋立廃棄物量をゼロにするため、副生物・廃棄物の発生量削減
と分別、リサイクル強化を推進し、2008年度以降2017年度まで全埋立廃棄物量の
完全ゼロを継続しています。2017年度の廃棄物排出量※2は1990年度比81％削減し
ました。

【物流 】
梱包・包装資材の削減

マツダは、容器のリターナブル化や包装仕様の簡素化、資材の再利用などの3R活動
を推進しています。2017年度は、「梱包･包装資材使用量を1990年度比49％以上削減」
の目標に対して、56％※3削減しました。
2012年度より開発段階から物流のニーズを反映し、設計から生産、出荷に至るまで
の業務プロセスに折り込んで、部品の仕様や構成を最適化する活動に継続して取り
組んでいます。
2016年度は、開発・生産・調達（購買）・物流・品質の5つの領域が一体となり車両開
発の段階から最適な部品と製造およびサプライチェーンとの強力な連携を構築する
活動を進め、梱包包装資材の削減、梱包充填率の向上を図りました。
2017年度は、引き続き各領域との一体活動を進め、次期モデルを対象に、部品の仕
様や構成を最適化することで、一部の部品については今までと同じ容器に2倍の部
品が収納できるようになりました。
今後も各領域が一体となった活動を継続・拡大し、資材削減を進めていきます。　
海外向け補修用部品の領域では、コンテナ内の充填率向上を狙い大型のリターナブ
ル容器の適用拡大を継続して実施しています。2017年度は全体の輸送量の約30%

がこの容器を使用しており、約2,200トンの資材使用量の削減を図りました。

g  h

i

全埋立廃棄物量の推移g

2017年度の生産領域における
副生物・廃棄物のリサイクル

h

導入前

導入後

商品開発

開発・購買 生産 生産

商品開発・設計

量産準備

量産

量産

活動イメージi

部品設計 工程設計 荷姿設計

最適化

開発 調達 生産

品質物流

開発要件 調達要件 生産要件

品質要件物流要件

国内外の生産拠点で廃棄物削減活動を、本社工場が中心となりグローバルに進めています。
この活動で取り組んだ事例をご紹介します。鋳物製品の生産を行うヨシワ工業株式会社は、
ゼロエミッション*2を目指しさまざまな活動を推進しています。2017年度は「廃砂を削
減できる新工法に変更する」「砂処理工程フローの見える化による廃砂の利用促進」な
ど数多くの改善を進め、ゼロエミッションを達成しました。これらの活動内容はマツダグルー
プ内の好事例として共有しています。

TOPICS 鋳物製品の生産で発生する廃棄物を削減（ヨシワ工業株式会社*1）

＊1 自動車部品の製造を行っているマツダの持分
法適用会社

＊2 当社定義：直接埋立廃棄物が廃棄物総発生量
の0.5%未満をいう

ヨシワ工業株式会社の取り組みを
マツダグループ企業に紹介する風景

関係性が特に大きいSDGs（持続可能
な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照
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※1 本社（広島 ）／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工
場 中関地区（開発など間接領域も含む）。

　　 但し、マツダ病院、寮、給食施設は除く。
※2   特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律。Pollutant Release and Transfer  
Register：環境汚染物質排出・移動登録。

クリーンエミッション

マツダは水質や大気を保全するために、法規制よりも厳しい自主基準を定めて、汚染
物質の排出を適正に管理しています。生産領域において環境に負荷を与える化学物
質の全廃・低減に向けさまざまな活動に取り組んでいます。

【生産】
国内主要4拠点※1における上水使用量を2013年度比で25.9％削減

三次事業所を除く、国内の工場・事業所の生産工程で用いる水は、ほぼ全量工業用水
を使用しており、地盤沈下を引き起こす恐れのある地下水は一切使用していません。また、
三次事業所では雨水を池に貯水して利用するなど、水資源を有効利用しています。
さらに工場やオフィスなどで使用する上水についても､節水に取り組んでいます｡　
2017年度は手洗カランの節水シャワーキャップを導入、冷却塔補給の節水を実施し
ました。また、生活系、工程系などの排水系統ごとに適正に処理し、排水の浄化に努め
ています。

【生産】大気汚染防止：環境負荷を低減できる燃料を積極的に導入

SOx（硫黄酸化物）やNOx（窒素酸化物）対策、ばいじん、粉じん、ミスト対策、さらに
VOC（揮発性有機化合物）対策について、継続的な削減に取り組んでいます。
その他、使用する燃料を重油から都市ガスへ転換するなど、環境負荷を低減できる燃
料を積極的に導入しています。
VOCの削減 ： 塗装ライン
2017年度は、「ボディ塗装ラインの塗装面積当たりのVOC排出量を22.0g／m2以下」
の達成に向けて、活動を進めました。国内および海外主要工場の標準工程である「スリー・
ウェット・オン塗装」および世界トップレベルの環境性能を持つ「アクアテック塗装（P73

参照）」、低VOC塗料の開発導入、洗浄シンナーの回収効率向上などによって塗装面
積当たりのVOC排出量を21.9g／m2まで削減し、目標値を達成しました。

【生産】PRTR対象物質の排出量削減

塗装工程における洗浄シンナーの回収効率向上などにより、2017年度のPRTR法※2

対象物質の水域および大気への排出量は、1998年度比で62％減となる1,052ト
ンに削減しました。今後もPRTR法対象物質の排出量削減に取り組みます。

j k

l
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国内主要4拠点※1における上水使用量j

国内拠点全ラインにおけるVOC排出量l
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廃水処理場

凝集処理

生物処理

高次処理

放流
放流

社外処理

［工程系］
冷却水

洗浄廃水

［雨水系］

［廃液系］
クーラント
洗浄廃液

濃厚貯槽

排水処理システムの概要（本社工場）k

196

2014　  　　  2015　  　 　  2016　 　  　  2017 （年度）

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

（g/㎡）

24.3 22.4 21.922.0

＊ 2017年度の国内主要4拠点における上水使用量に関しては、
第三者検証（P138参照 ）を受けた値です。
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大気汚染物質

区分 大気汚染物質 単位 規制値 実績値（最大）

本社工場

NOx

ボイラー ppm 150 47

乾燥炉 ppm
250 92

230 30

溶解炉 ppm 180 80

ディーゼル
エンジン ppm 950 560

加熱炉 ppm

200 42

180 71

150 61

ばいじん

ボイラー g／m3N
0.25 0.002

0.1 0.002

乾燥炉 g／m3N

0.4 0.0018

0.35 0.0031

0.2 0.0047

0.15 0.0059

溶解炉 g／m3N

0.4 0.027

0.20 0.047

0.10 0.0012

ディーゼル
エンジン g／m3N 0.10 0.03

加熱炉 g／m3N

0.4 0.0032

0.25 0.018

0.20 0.023

SOx K値規制 ― 7 0.76

VOC
塗装施設 ppm 700 393

洗浄施設 ppm 400 87

三次事業所

NOx
ボイラー ppm 250 160

ディーゼル
エンジン ppm 950 700

ばいじん
ボイラー g／m3N 0.30 0.0044

ディーゼル
エンジン g／m3N 0.10 0.07

防府工場
西浦地区

NOx
ボイラー ppm

150 110

130 72

乾燥炉 ppm 230 53

ばいじん

ボイラー g／m3N 0.10 0.003

乾燥炉 g／m3N

0.35 0.002

0.30 0.003

0.20 0.004

SOx
K値規制 ― 4.5 0.003

総量規制 m3N／h 20.56 0.026

VOC 塗装施設 ppm 700 320

防府工場
中関地区

NOx 溶解炉 ppm 180 34

ばいじん
加熱炉 g／m3N

0.25 0.002

0.20 0.002

溶解炉 g／m3N 0.20 0.01

SOx
K値規制 ― 4.5 0.03

総量規制 m3N／h 8.37 0.81

区分 水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

本社工場

pH(淡水系) ー 5.8〜8.6 7.4 6.3 6.8
pH(海水系） ー 5.5〜9.0 7.4 6.7 7.0
BOD mg／L 160 3.9 ND <1.2
COD mg／L 20 14 1.8 4.7
SS mg／L 200 15 0.8 4.6
油 mg／L 5 ND ND ND
フッ素(淡水系) mg／L 8 0.2 ND <0.14
フッ素(海水系） mg／L 15 8.8 0.1 3.1
銅 mg／L 3 0.04 ND <0.01
亜鉛 mg／L 2 0.73 0.01 0.12
溶解性マンガン mg／L 10 0.8 ND <0.3
クロム mg／L 2 1.3 ND <0.12
全窒素 mg／L 120 8.9 1.4 4.6
全リン mg／L 16 2.6 ND <0.25
大腸菌群数 個／cm3 3,000 150 ND <17
ホウ素(淡水系) mg／L 10 0.2 ND <0.1
ホウ素(海水系) mg／L 230 2 0.2 1.5
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 3.1 1.4 2.3

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリク
ロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1.4-ジオキサ
ン、フェノール、溶解性鉄は全てNDであった。

2017年度 水･大気データ
水質汚濁物質 排水の放流先:猿猴川、海田湾

区分 水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

三次事業所

pH － 5.8〜8.6 7.4 6.8 7.2
BOD mg／L 90 1.9 ND <1
SS mg／L 90 5.0 1.2 2.7
油 mg／L 5 ND ND ND
フッ素 mg／L 8 0.3 0.3 0.3
溶解性鉄 mg／L 10 0.2 0.2 0.2
溶解性マンガン mg／L 10 0.3 ND <0.1
全窒素 mg／L 120 1.4 1.4 1.4
全リン mg／L 16 0.04 0.04 0.04
大腸菌群数 個／cm3 3,000 85 ND <16
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 0.9 0.9 0.9

排水の放流先:馬洗川

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリ
クロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1.4-ジオキ
サン、フェノール、銅、亜鉛、クロム、ホウ素は全てNDであった。

区分 水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

防府工場
西浦地区

pH － 5.0〜9.0 6.9 6.2 6.7
COD mg／L 50 13.9 1.3 9.1
SS mg／L 40 4.3 3.8 4.1
油 mg／L 2 ND ND ND
亜鉛 mg／L 2 0.6 0.2 0.4
溶解性マンガン mg／L 3 0.1 ND <0.1
全窒素 mg／L 120 12.5 0.6 4.0
全リン mg／L 16 3.4 0.2 1.8
大腸菌群数 個／cm3 3,000 120 100 110
ホウ素 mg／L 230 1.0 0.9 0.95
フッ素 mg／L 15 4.5 3.7 4.1
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 5.8 2.5 4.2

排水の放流先:大海湾

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリ
クロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1.4-ジオキ
サン、フェノール、銅、溶解性鉄、クロムは全てNDであった。

区分 水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

防府工場
中関地区

pH － 5.0〜9.0 7.5 6.6 7.2
COD mg／L 50 8.3 3.6 4.2
SS mg／L 40 10 ND <3.2
油 mg／L 2 ND ND ND
亜鉛 mg／L 2 0.2 0.03 0.1
溶解性マンガン mg／L 3 0.3 ND <0.2
全窒素 mg／L 120 12 2.6 7.4
全リン mg／L 16 1.1 0.1 0.5
大腸菌群数 個／cm3 3,000 310 39 175
ホウ素 mg／L 230 0.2 0.1 0.15
フッ素 mg／L 15 ND ND ND
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 5.1 4.0 4.6

排水の放流先:大海湾

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリ
クロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1.4-ジオキ
サン、フェノール、銅、溶解性鉄、クロムは全てNDであった。
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（＊印は特定第一種指定化学物質 取扱量 500kg／年以上を記載）

本社工場 （単位 ： kg／年）

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

1 亜鉛の水溶性化合物 27,546 0 441 0 441 24,075 3,030 0 0

37 ４，４’－イソプロピリデンジフェノール 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 エチルベンゼン 156,925 75,902 0 0 75,902 35,114 35,660 0 10,249

80 キシレン 520,525 240,529 0 0 240,529 146,468 90,543 0 42,985

87 クロム及び3価クロム化合物 50,249 0 0 0 0 49,589 0 659 1

88＊ 6価クロム化合物 1,608 0 0 0 0 949 659 0 0

258 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ
[ 3.3.1.13.7 ]デカン 4,499 0 0 0 0 0 4,499 0 0

277 トリエチルアミン 188,942 1,134 0 0 1,134 0 187,808 0 0

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 167,713 23,825 0 0 23,825 91,170 52,718 0 0

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 50,983 28,421 0 0 28,421 1,280 14,443 0 6,839

300 トルエン 839,040 262,517 0 0 262,517 302,013 223,968 0 50,542

308 ニッケル 1,410 0 0 0 0 1,410 0 0 0

309＊ ニッケル化合物 5,160 0 619 0 　　　619 1,780 0 2,761 0

349 フェノール 31,194 1 1 0 2 0 31,192 0 0

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 18,908 0 0 0 0 18,341 0 567 0

374 ふっ化水素及びその水溶性塩 3,359 0 537 0 537 0 2,822 0 0

392 ノルマル-ヘキサン 118,197 296 0 0 296 101,364 16,537 0 0

400＊ ベンゼン 23,418 29 0 0 29 18,150 5,239 0 0

411＊ ホルムアルデヒド 4,882 1,701 0 0 1,701 0 3,181 0 0

412 マンガン及びその化合物 51,138 0 392 0 392 48,444 0 2,242 60

438 メチルナフタレン 1,104 6 0 0 6 0 1,098 0 0

448 メチレンビス（4,1-フェニレン）
=ジイソシアネート 220,209 0 0 0 0 0 220,209 0 0

453 モリブデン及びその化合物 952 0 0 0 0 884 0 67 1

302 ナフタレン 13,114 76 0 0 76 0 13,033 0 5

合計 2,501,075 634,437 1,990 0 636,427 841,031 906,639 6,296 110,682

三次事業所

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

53 エチルベンゼン 2,173 0 0 0 0 0 2,173 0 0

80 キシレン 9,243 1 0 0 1 0 9,242 0 0

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 6,008 1 0 0 1 0 6,007 0 0

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 844 0 0 0 0 0 844 0 0

300 トルエン 26,113 9 0 0 9 0 26,104 0 0

392 ノルマル-ヘキサン 4,058 10 0 0 10 0 4,048 0 0

400＊ ベンゼン 967 1 0 0 1 0 966 0 0

438 メチルナフタレン 4,049 20 0 0 20 0 4,029 0 0

合計 53,455 42 0 0 42 0 53,413 0 0

防府工場 西浦地区

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

1 亜鉛の水溶性化合物 14,698 0 235 0 235 12,846 1,617 0 0

53 エチルベンゼン 95,018 59,777 0 0 59,777 25,513 9,728 0 0

80 キシレン 235,898 88,849 0 0 88,849 106,332 16,514 0 24,203

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 118,355 31,408 0 0 31,408 65,991 5,269 0 15,687

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 20,888 13,680 0 0 13,680 218 3,052 0 3,938

300 トルエン 464,462 219,754 0 0 219,754 212,544 19,711 0 12,453

309＊ ニッケル化合物 2,881 0 346 0 346 994 0 1,541 0

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 2,745 0 0 0 0 2,663 0 82 0

392 ノルマル-ヘキサン 75,919 190 0 0 190 75,720 9 0 0

400＊ ベンゼン 13,356 17 0 0 17 13,334 5 0 0

411＊ ホルムアルデヒド 3,480 1,253 0 0 1,253 0 2,227 0 0

412 マンガン及びその化合物 3,908 0 212 0 212 2,464 0 1,213 19

合計 1,051,608 414,928 793 0 415,721 518,619 58,132 2,836 56,300

防府工場 中関地区 届出対象化学物質該当なし（PRTR法対象物質群の取扱量が届出対象量未満のため）

全社

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

合計 3,622,712 1,049,411 2,783 0 1,052,194 1,359,650 1,034,754 9,132 166,982

2017年度 PRTR環境汚染物質排出・移動量
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使用済み
自動車・部品の回収・リサイクル

自動車は約8割がリサイクル可能な製品です。マツダは限りある資源を有効に活用
するため、徹底した再資源化と廃棄物削減に取り組み、循環型社会の構築に向けた
取り組みを推進しています。自動車のライフサイクル全過程での3R（リデュース・リユース・
リサイクル）を軸とした資源循環を重視し、使用済自動車・部品の回収・リサイクルな
どの取り組みを促進しています。

使用済自動車

日本の自動車リサイクル法への取り組み

日本の自動車リサイクル法に基づき、指定3品目（フロン類、エアバッグ類、ASR※1）
を適切に処理するだけでなく、独自の技術や取り組みにより、積極的にリサイクルを
行っています。
特にASRについては、日産自動車（株）、三菱自動車（株）など13社で結成した「ART」※2

を通じて、法令順守と再資源化を推進しています。
また、販売会社では新車販売時のリサイクル料金の受け取り、使用済自動車の最終
所有者からの引き取りと処理業者への引渡しについても適切に進めています。
リサイクル料金については、2012年導入の新型車より料金算出基準の見直しを行
い、順次導入する新型車に対して新料金基準を適用しています。今後も、将来のリサ
イクル状況を予測しながら、中長期で全体収支のバランスが取れるよう再資源化事
業を推し進めていきます。
2012年2月に自動車リサイクル法が改正され、リチウムイオン電池とニッケル水素
電池が使用済自動車を解体する時の事前回収物品として指定されました。2012年
10月以降に発売した軽自動車（OEM車両 ）に搭載しているリチウムイオン電池を
製造メーカー協力のもと、回収を進めています。アクセラハイブリッド（2013年11

月発売 ）に搭載しているニッケル水素電池についても回収を行っています。
また、減速エネルギー回生システム「 i-ELOOP」用のキャパシターは、事前回収物品
に指定されていませんが、関連事業者に安全にリサイクルしていただくため、車両エ
ンジンルーム内へのコーションラベルの貼付けや、廃棄時の作業要領のホームペー
ジ掲載など、適正処理を推進しています。

リサイクル法に関する取り組み参照ホームページ（日本語のみ）
http://www.mazda.com/ja/csr/recycle/

ASRと自動車リサイクル法

廃棄自動車は、約80％の有用金属と残り約20％の樹脂類などを含んだ自動車破砕
残さ（ASR）で構成されています。
有用金属は、解体事業者、破砕事業者、製鋼会社など、金属リサイクル関連事業者の
連携でリサイクルされています。一方、ASRは、従来は主に埋め立て処分されていま
したが、最終処分場の逼迫に伴う処分費用の高騰、鉄スクラップ価格の低迷などの
理由により、使用済自動車の不法投棄リスクが拡大していることを受けて、ASRなど
を対象とした自動車リサイクル法が施行されました（2005年1月）。
この法律の施行により、ASR、地球温暖化やオゾン層破壊につながるフロン類、処理
に専門的な知識が必要なエアバッグ類のリサイクルを自動車の最終所有者が預託
する自動車リサイクル料金を使って自動車メーカーの責任で実施するようになりま
した。

※1 自動車破砕残さ（ASR：Automobile shredder residue）
※2 自動車破砕残さ再資源化促進チーム（ART：Automobile 

shredder residue Recycling promotion Team）。

【ロードスター（MX-5）用】

【ロードスター（MX-5）を除くモデル用】

全部利用施設
（電気炉など）

最終所有者

使用済自動車引取り業者
（販売会社）

フロン類回収業者
（フロン類回収）

解体業者
（エアバッグ類適性処理）

破砕
業者

認定解体業者
（精緻な解体）

使用済自動車

再資源
化施設

マテリアル
リサイクル
施設

サーマル
リサイクル
施設

焼却／
埋立施設

ASR

委託全部利用引取り再資源化

引取りASR再資源化

エコプレス

a b c a 使用済自動車リサイクルプロセス

フロン類引き取り台数 139,709台

エアバッグ類引き取り台数 128,090台

ASR総引き取り量台数 148,570台

再資源化率
エアバッグ類 93.9％

ASR 98.2％

リサイクル実効率＊ 　 99％超

払渡しを受けた預託金総額 1,714,599,985円

再資源化などに要した費用の総額 1,472,141,715円

（マツダにて別途要した費用を含みます。）

＊ 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ASRリサイクル率98.2％を乗
算したものを加算して算出する。

b 2017年度の再資源化（リサイクル）

c 「 i-ELOOP」用キャパシター車両
コーションラベル
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海外でのリサイクル推進

海外では各国・各地域の法律に基づいて、各国・各地域のディストリビューターが
中心となって、使用済自動車のリサイクルを推進しています。今後、法律の導入が計
画されている国々についても、各国のディストリビューターと共に対応準備を進め
ています。
また、i-ELOOPを搭載したモデルが導入された各国でキャパシター搭載車両が適
正に廃棄処理できるよう、国内仕様と同様に、車両へのコーションラベルの貼付け
とホームページへの8カ国語のマニュアルを掲載することで、関連事業者に適正処
理情報を提供しています。
欧州
マツダモーターヨーロッパがEU指令に基づき、新型車導入時に合わせリサイクル
事業者へ解体マニュアルを提供するとともに、最終所有者から無償で引き取る回収ネッ
トワークを各国ディストリビューターと連携し、構築しています。
中国
2015年1月法律が施行され、現地の製造会社が主体となって、環境負荷物質の管
理や解体マニュアルの整備を実施しています。

キャパシターの処理マニュアル参照ホームページ
http://mazda.com/recycle/capa/

使用済部品

使用済部品の回収・リサイクルの推進（国内）

自動車の修理時に交換された市場損傷バンパーを回収し、新車用バンパーなどの
樹脂材料として利用するリサイクルに継続して取り組んでいます。

■ 市場損傷バンパーリサイクル：自動車の修理時に取り外されたバンパーを国内
の販売店から回収し、樹脂部品（新車バンパー、アンダーカバーなど）にリサイ
クルしています。

　2017年度は、63,852本を回収し、再生材として活用しました。

d キャパシターの処理マニュアルc d
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生物多様性保全

生物多様性への取り組み

マツダは、自動車メーカーとして「日本経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同して地
球環境の保全に取り組んでいます。2011年度にはマツダにおける生物多様性の取
り組みを体系的に構築していくための「生物多様性に関する影響度評価」を実施し、
マツダが事業活動などで受ける自然の恵みと生態系への影響の重要性を認識しま
した。これを受けて2012年12月に「マツダ生物多様性ガイドライン」を制定し、社会
との連携した取り組みを展開しています。
上述の「影響度評価」の結果を踏まえ、生物多様性との直接的な関わりは少ないと
の認識のもと、社会との連携や従業員をはじめとした幅広い啓発活動を行っていま
す。本業においては「エネルギー」や水資源を含む「資源」を重点として生物多様性へ
の影響は少なからずあると認識し、その軽減のため商品・技術およびその生産・物流
工程で取り組みを進めています。
2017年度は、三次事業所（広島県 ）の生態系調査で発見した生き物についてニュー
スレターを発信しました。また、みよし商工フェスティバルでは事業所内の見学会バ
スツアーで発見した生き物について紹介しました。

ステップ1 ： 評価対象範囲の選択
　　　　　（海外子会社を想定するが、主に国内
　　　　　影響の大きいバリューチェーン含む）

ステップ2 ： 生態系サービスに対する依存度・影響
　　　　　度の評価、生物多様性への脅威の評価

ステップ3 ： 生物多様性に関するビジネスリスクと
　　　　　 オポチュニティの特定

ステップ4 ： 優先課題の抽出と既存対応の現状評価

ステップ5 ： 今後の対応の方向性の特定

a a 生物多様性に関する影響度評価プロセス

＊1 マツダ財団 http://mzaidan.mazda.co.jp/

環境に配慮した技術と商品の創造　　
・SKYACTIV技術による「ベース技術」の徹底的な改善（P66参照）　
・電気自動車（P67参照）
・リサイクルに配慮した開発・設計（P71参照）　

資源・エネルギーを大切にする企業活動
・生産工程の設備稼働率の向上、サイクルタイム短縮（P73参照）　
・完成車と補修用部品輸送のハブ＆スポーク化（P74参照）
・工場新設時の調査・配慮

社会や地域との連携・協力 ・森林保全活動、希少動植物の保護、渡り鳥の生息環境保護の推進*1

啓発と情報開示
・マツダ財団を通じた活動*1

・従業員に対する教育
・マツダサステナビリティレポートなどを通じた社内外への取り組み紹介

取り組み事例

マツダ生物多様性ガイドライン

【基本的考え方】
「マツダ地球環境憲章」に基づき、マツダグループは自然の恵みと自然への影響の重要性を認識し、国内・海外の企業活動を通じた生物多様性保全へ
の貢献に努め、人と自然が調和した豊かで持続可能な社会づくりとその発展を目指します。

【重点取り組み項目】
1. 環境に配慮した技術と商品の創造

排出ガスの浄化、CO2の低減、クリーンエネルギー車の研究開発、
リサイクルの推進や生物多様性に資する技術の開発により、環境
と企業活動の調和に配慮した技術と商品の創造を推進します。

2. 資源・エネルギーを大切にする企業活動
エネルギーの効率的な活用、省資源・リサイクル活動により環境負
荷物質の低減と資源の有効活用を推進し、生物多様性の保全に
貢献します。

3. 社会や地域との連携・協力
サプライチェーンおよび自治体、地域社会、NPO／NGO、教育・
研究機関などの幅広いステークホルダーとの連携・協力に努め、
地域に密着した活動を推進します。

4. 啓発と情報開示
人と自然との共生の意識向上に努め、積極的かつ自発的に行動す
るとともに、成果を広く社会に開示し共有します。

2012年12月制定
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環境コミュニケーション
マツダは「マツダ地球環境憲章」の下、商品・技術、生産・物流・オフィス、社会貢献の各
領域で、さまざまな環境保全に取り組んでいます。各取り組み内容を適切に情報開示
するとともに関係するステークホルダーとの対話の機会を設け、社会課題への迅速か
つ適切な対応に努めています※1。

環境展示会・イベントへの参加

ステークホルダーの皆さまにマツダの環境への取り組みを理解していただくと同時に、
ステークホルダーの皆さまから広くご意見をいただく目的で、環境関連の展示会・イ
ベントへ積極的に参加しています。国内・海外で開催されるモーターショーにおける
先進的な環境技術の紹介や各種イベントでのSKYACTIV技術搭載車の試乗など、さ
まざまな方法で環境コミュニケーションを行っています。

コミュニケーション活動に伴う環境負荷低減

マツダはコミュニケーション活動に伴う環境負荷低減に努めています。
イベントにおける運営面での環境配慮事例

■ ブース装飾におけるリユース・リサイクル
■ 配布物削減などによるCO2削減の工夫
■ イベントを通して排出されるCO2を算定しオフセット

発行物における環境配慮事例
■ FSC認証紙使用・水なし印刷採用・植物油インキ利用など
■ 印刷・製本する際に排出されるCO2を算定しオフセット

ウェブサイトや発行物の活用

各ステークホルダーの関心事項や利用媒体などを考慮し、さまざまな方法で環境コミュ
ニケーションを実施しています。
ウェブサイトでは画像やCGを採用して環境技術を分かりやすく説明しています。ソー
シャルメディアの活用強化により、タイムリーな情報を発信し寄せられたコメントを日々
の事業活動に役立てています。マツダサステナビリティレポートについては、詳細版／
社会貢献版／ダイジェスト版、PDF／ウェブ／冊子など、ステークホルダーのニーズ
を考慮した編集方法・媒体で制作しています。回収したアンケートやウェブアクセス数
を担当役員および制作推進メンバーにフィードバックし、次年度版の企画立案などに
役立てています。

※1 社会貢献活動として行っているマツダグループの「環境コミュ
ニケーション」については、以下URL参照
http://www.mazda.com/ja/csr/social/

2017年12月、アジアを代表する環境・エネルギーの総合展示会「エコプロ2017〜環境
とエネルギーの未来展」にマツダブースを出展しました。無塗装・ 高品質のバイオエ
ンジニアリングプラスチックや、環境負荷の少ないアクアテック塗装技術を採用した
CX-5の展示を行うほか、マツダの新しいチャレンジである「サステイナブル“Zoom-

Zoom”宣言2030」のプレゼンテーション、小中学生対象環境学習クイズショー「マツ
ダの挑戦！〜未来の地球のために、CO2を減らす工夫〜」などを実施し、マツダの環境
取り組みを分かりやすく来場者に紹介しました。

TOPICS 環境・エネルギーの総合展示会「エコプロ2017～環境とエネルギーの未来展」に出展
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1.マツダ（株）
2.（株）函館マツダ
3.青森マツダ自動車（株）
4.（株）東北マツダ
5.（株）福島マツダ
6.（株）甲信マツダ
7.（株）関東マツダ
8.（株）北関東マツダ
9.（株）千葉マツダ
10.（株）ユーノスホリエ
11.静岡マツダ（株）
12.（株）ユーノス三昌
13.（株）北陸マツダ
14.東海マツダ販売（株）
15.（株）京滋マツダ
16.（株）神戸マツダ
17.（株）関西マツダ
18.（株）鳥取マツダ
19.（株）岡山マツダ
20.（株）広島マツダ
21.（株）アンフィニ広島
22.（株）西四国マツダ
23.（株）長崎マツダ
24.（株）九州マツダ
25.（株）南九州マツダ
26.沖縄マツダ販売（株）
27.マツダ中販（株）
28.マツダオ－トザム石川
29.マツダオートザム須賀川
30.マツダオートザム棚倉
31.マツダオートザム前橋中央
32.マツダオートザム
　  柏の葉キャンパス店
33.マツダオートザム土岐
34.マツダオートザム裾野
35.マツダオートザム
　  出雲ひらた
36.マツダオートザム安古市
37.マツダオートザム梅林
38.マツダオ－トザム砺波
39.マツダオ－トザム大田
40.マツダオ－トザム倉敷中央
41.マツダオートザム
　  ニチドー船橋
42.マツダオートザム船橋北
43.マツダオ－トザム大垣東
44.マツダオ－トザム田辺
45.マツダオ－トザム津山
46.マツダオ－トザム竹原
47.マツダオ－トザム楠木
48.マツダオ－トザム上田
49.（株）マツダＥ＆Ｔ
50.マツダ部品広島販売（株）
51.マツダ部品山口販売（株）
52.マツダパーツ（株）
53.マップス（株）
54.ヨシワ工業（株）
55.倉敷化工（株）
56.東邦工業（株）
57.西川ゴム工業（株）

58.広島精密工業（株）
59.（株）マツダプロセシング中国
60.マツダロジスティクス（株）
61.マツダエース（株）
62.トーヨーエイテック（株）
63.マツダ小田原（株）
64.東京マツダ販売（株）
65.（株）京都マツダ
66.山口マツダ（株）
67.マツダオートザム友部
68.マツダオートザム柏
69.マツダオ－トザム鴨川
70.マツダオートザム館山
71.マツダオ－トザム日興富山
72.マツダオートザム峡西
73.マツダオートザム瀬名
74.マツダオートザム港
75.マツダオ－トザム葛城
76.マツダオ－トザム松江
77.マツダオ－トザム備前
78.マツダオートザム府中
79.マツダオートザム三原
80.マツダオートザム海田
81.マツダオートザム芸備
82.マツダオートザム三次
83.マツダオ－トザム防府中央
84.マツダオ－トザム帯広稲田
85.マツダオートザム宮本帯広
86.マツダオートザム旭川
87.マツダオートザム大曲
88.マツダオートザム新白河
89.マツダオートザム秩父西
90.マツダオートザム村上
91.マツダオートザム東
92.マツダオ－トザム岐阜西
93.マツダオートザム菊川
94.マツダオートザム豊橋東部
95.マツダオ－トザム福知山
96.マツダオ－トザム矢野
97.マツダオ－トザム伊予鉄松山
98.マツダオートザム東彼
99.（株）ニイテック
100.カワダ（株）
101.（株）奈良マツダ
102.大阪マツダ販売（株）
103.おりづるタワー
104.マツダオ－トザム
　    ヤマモトあおば店
105.マツダオートザム長岡西
106.マツダオ－トザム熊谷
107.マツダオートザム小見川
108.マツダオートザム諫早
109.マツダオートザムイワセ
110.マツダオ－トザム久世
111.マツダオートザム小千谷
112.マツダ部品千葉販売（株）
113.（株）ドリーム・アーツ
114.（株）デイリー・インフォメー
　    ション関西中国支社

社内啓発活動

従業員一人ひとりが環境問題を身近に感じ環境への意識を高められるよう、2017年
度は以下をはじめさまざまな取り組みを行っています。

「エコ・ウォーク通勤」制度
環境意識の啓発と健康増進のため、2km以上の徒歩通勤者に通勤手当（1,500円／月）
を支給しています。
昼休憩時照明半分消灯
昼休憩時にオフィスや工場の照明を半分消灯する運動を継続して推進しています。
ライトダウン活動

■ 環境省主催 CO2削減／ライトダウンキャンペーン
マツダおよび国内グループ会社で環境省主催のCO2削減／ライトダウンキャンペー
ンに参画。国内のマツダグループ会社などの拠点でライトダウンを実施し、電力
量で約2万kWh、CO2排出量換算で約10トン削減（2017年6月21日、7月7日の
夜8時から10時まで消灯、推計値）。　　　　　

マツダ：夏至から七夕までの間、看板照明や室内照明を消灯（15拠点）
国内グループ会社：夏至と七夕の消灯を実施（99社、777拠点）

■ WWF主催 アースアワー2018

マツダおよび国内グループ会社でWWF主催のアースアワー2018に参画。
国内のマツダグループ会社などの拠点で看板照明や屋内照明のライトダウンを
実施しました（2018年3月24日夜8時から10時まで消灯）。

マツダ：看板照明や室内照明を消灯（15拠点）
国内グループ会社：看板照明や室内照明を消灯（75社、787拠点）

また、広島で初めて開催された広島平和記念公園での原爆ドームのライトダウ
ンイベントに協力企業として参加しました。

■ 従業員によるプライベートでのライトダウン活動
環境省主催のCO2削減／ライトダウンキャンペーンに合わせて、従業員とその家
族によるプライベートでのライトダウン活動の呼びかけを実施。
夏至と七夕の両日でマツダおよび国内グループ会社の従業員や家族が延べ約
37,000名で夜8時から10時まで消灯を実施しました。

環境月間 社長メッセージ
従業員一人ひとりが「環境について考え、行動すること」の重要性について、全社に社長メッ
セージを発信しました。2017年度は特に「地球温暖化防止」「生物多様性保全」の重
要性について啓発しました。
社長メッセージは国内および海外の関係会社にも展開を行いました。
環境月間 環境教育
従業員一人ひとりが「環境について考え、行動すること」を実行するきっかけとして、
従業員を対象に一般的な環境問題や生物多様性の重要性、マツダの取り組み、職場
における環境保全活動に関する教育をISO14001基礎教育と連携して実施しました。

a

a ライトダウン活動の参加企業一覧

＊  63〜100は環境省主催 CO2削減／ライトダウンキャンペーン
のみ参加。
101〜114はWWF主催 アースアワー2018のみ参加。

マツダはＷＷＦのアースアワー＊の主旨に賛同しています。2018年3月に開催された同
イベントにおいては、グループ会社76社、802拠点とともにライトダウンに参加しました。
また、2018年のアースアワーでは、広島で初めてのライトダウンイベントを広島平和
記念公園の原爆ドーム周辺で開催され、マツダは地元自治体（広島市、広島県）やNPO

と連携して協力企業として参加しました。（原爆ドーム周辺のマツダグループ関連施設
もライトダウンに参加しました）

TOPICS WWF主催アースアワーにグループ会社とともに参加

＊ アースアワーは、同じ日・同じ時刻に消灯というアクションによって、温暖化防止と環境保全の意思を示す活動。

広島のライトダウンイベント
消灯前

消灯後
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※1 エネルギーの使用量、温室効果ガス排出量および物流量は、日本自動車工業会（低炭素社会実行計画）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（2017年度は2016年度の係数）。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しています。
また、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「CO2 Emissions from Fuel Combustion (2013 
Edition)」の係数を使用し算出しました。
　　集計期間：2017年4月〜2018年3月
　　集計範囲：領域A：マツダ（株）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13社／持分法適用会社5社

領域B：マツダ（株）ならびに国内の連結子会社22社／持分法適用会社8社　領域C：マツダ（株）
領域D：マツダ（株）の国内製造4拠点ならびに海外製造5社（連結子会社2社／持分法適用会社3社）　領域E：国内および主要販売
地域（北米、欧州、中国）

※2 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、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）。
※3 Scope3：その他の間接排出は、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Ver2.3_2017年12月」を
ベースにマツダ独自の計算方法で算出した。（出典）http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/fi les/tools/DB_v2.3_r.pdf
※4 環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出量原単位データベース（ver2.5）_2018年3月」に基づき算出した。

（出典）https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/fi les/tools/DB_V2.5.pdf
※5 カテゴリ8：リース資産（上流）、カテゴリ13：リース資産（下流）は、 工場およびオフィスにおける温室効果ガス排出量に含まれる。
※6 カテゴリ10：販売した製品の加工は排出量は非常に少ないため除外。カテゴリ14：フランチャイズはフランチャイズのシステムを持たないため除外。
※7 カテゴリ15：投資はグループ会社については、工場およびオフィスにおける温室効果ガス排出量に含まれる。
※8 合計の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
※9 第三者検証（P138参照）を受けた値。
※10 第三者検証（P138参照）を受けた値を含む。

工場およびオフィスにおける
エネルギー使用量※1

エネルギー種別
電力
A重油
C重油
灯油

軽油
ガソリン
LPG
都市ガス

一般炭
コークス
産業用蒸気

9,706
27

6
44

56
68

115
1,372

0
342

1,256

12,992×103GJ

［領域A］

紙（OA用紙など）
703t
［領域A］

水使用量※10

9,398千m3

［領域A］

化学物質取扱量
5,245t

［領域A］

原材料（鉄・アルミなど）
953千t

［領域C］

梱包・包装材
28,751t

［領域A］

国内物流における物流量
523,820×103t-km

［領域B］

シュレッダーダスト（ASR）

エアバッグ類

フロン類

引取り総重量

再資源化重量

引取り台数

引き取ったガス発生器の総重量

再資源化重量

引取り個数

引取り台数

合計

CFC

HFC

引取り総重量※8　   引取り総台数

引取り量　　　        引取り台数

引取り量　　　        引取り台数

29,282t
28,760t

148,570台

33,626kg

31,583kg

501,293個

128,090台

34,142kg

170kg

33,971kg

139,709台

1,724台

137,985台

損傷バンパー
回収・リサイクル 63,852本

［領域B］

自動車リサイクル量
（自動車リサイクル法に基づく2017年度の実績値）

［領域B］

Scope1、Scope2※2

737千t-CO2

工場およびオフィスにおける
温室効果ガス排出量※1※10

［領域A］

CO2 排出量　 　　　　 CO2 以外の温室効果ガス排出量
732千t-CO2　　　　　     　　　　　　 　　　　5千t-CO2

グローバル販売台数※8
(マツダブランド名で販売される全世界小売台数)

国内　210千台　 　　　           海外　1,420千台

1,631千台

低排出ガス認定車の出荷台数（国内）※

（低排出ガス認定実績要領に基づく低排出ガス認定車 ） 
ＳＵ-ＬＥＶ(平成17年基準排出ガス75%低減レベル☆☆☆☆)

U-LEV（平成17年基準排出ガス50%低減レベル☆☆☆）

平成17年基準排出ガス適合車（SU-LEV、U-LEVを除く）

クリーンディーゼル
※軽自動車、OEM車を除く国内における乗用車の出荷台数

87,803台

1,456台

203台

67,733台

SOx排出量

化学物質
排出量

排水量

直接埋立廃棄物

NOx排出量

化学物質
移動量

103t

1,182t

302t

186t

7,091千m3

1,855t

［領域A］

［領域A］

［領域A］

［領域A］

Scope3※3

カテゴリ1 ： 購入した商品・サービス
(資源採取段階から製造段階までの排出量）

カテゴリ2 ： 資本財※4
（自社の資本財の建設・製造から発生する排出量）

カテゴリ4 ： 輸送、配送（上流）
（購入した製品・サービスの物流に伴う排出量）

カテゴリ5 ： 事業から出る廃棄物※4※9
（事業活動から発生する廃棄物の廃棄と処理に関わる排出量）

カテゴリ6 ： 出張※4※9
（出張等従業員の移動の際に使用する交通機関における排出量）

カテゴリ7 ： 通勤※4※9
（従業員の通勤時に使用する交通機関における排出量）

カテゴリ8 ： リース資産（上流）※5
(賃借しているリース資産の操業に伴う排出量）

カテゴリ10 ： 販売した製品の加工※6
（製造した中間製品が下流側の事業者で加工される際に発生する排出量）

カテゴリ13 ： リース資産（下流）※5
（他社に賃貸しているリース資産の運用に伴う排出量）

カテゴリ14 ： フランチャイズ※6
（フランチャイズ契約を締結している事業者におけるScope1、2の排出量）

カテゴリ15 ： 投資※7
（投資の運用に関する排出量（Scope1、2に含まれないもの）)

カテゴリ9 ： 輸送、配送（下流）
（製品の流通に伴う排出量）

カテゴリ11 ： 販売した製品の使用
（製品の使用に伴う排出量）

カテゴリ12 ： 販売した製品の廃棄
（製品の本体及び容器包装の廃棄と処理に係る排出量）

カテゴリ3 ： Scope1，2に含まれない
　　　　       燃料及びエネルギー関連活動※4※9

（自社が購入した電気・熱の製造過程における排出量）

4,518千t-CO2

58,893t-CO2

26,750t-CO2

4,558t-CO2

10,961t-CO2

3,243t-CO2

0t-CO2

0t-CO2

0t-CO2

0t-CO2

0t-CO2

41,310t-CO2

30,799千t-CO2

405,803t-CO2

85,327t-CO2

［領域C］

［領域C］

［領域B］

［領域C］

［領域C］

［領域C］

［領域B］

［領域D］

［領域A］

［領域A］

［領域A］

［領域E］

［領域E］

［領域A］

［領域A］

研究開発
● 燃費の向上
● 排出ガスのクリーン化
● 騒音の低減
● クリーンエネルギー車の開発
● リサイクルの推進 など

生 産
● 省エネルギー
● 直接埋立廃棄物の削減
● 化学物質の管理
● クリーン生産の推進

物 流
● 効率的な物流によるCO2削減
● 梱包・包装材の削減やリサイクル

販売・アフターサービス
● お客さまとのコミュニケーション
● 環境法令順守と環境美化の推進
● 損傷したバンパーの回収リサイクル

使用済自動車のリサイクル
● 適切な回収・再資源化
● 使用済み自動車のリサイクル技術の
　 調査・研究
● リサイクル商品の活用

購 買
● 取引先のISO14001認証取得の推進
● グリーン調達の推進

事業活動と環境負荷の全容
2017年度実績

事業活動の全ての領域で環境負荷の低減に取り組むために環境データの把握に努めています。
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本社／本社工場／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 中関地区／東京本社／大阪法人営業／マツダR&Dセンター横浜／北海道剣淵試験場／
北海道中札内試験場／美祢自動車試験場／パーツセンター（全2カ所）／マツダテクニカルサービスセンター（全6カ所）／マツダトレーニングセンター（全2カ所）／
マツダ坂スタジオ／マツダ教育センター／ITソリューション本部（大州ビル）／マツダ病院

製造会社：マツダエース（株）／マツダロジスティクス（株）／倉敷化工（株）／（株）マツダE&T
販売会社：（株）函館マツダ／（株）東北マツダ／（株）福島マツダ／（株）北関東マツダ／（株）甲信マツダ／（株）関東マツダ／静岡マツダ（株）／東海マツダ販売（株）／

（株）北陸マツダ／（株）京滋マツダ／（株）関西マツダ／（株）西四国マツダ／（株）九州マツダ／（株）南九州マツダ／沖縄マツダ販売（株）／マツダ中販（株）／
マツダモーターインターナショナル（株）
部品販売会社：マツダパーツ（株）

マツダカナダ,Inc.／マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. deC.V.／マツダモータース（ドイツランド）GmbH／マツダモーターヨーロッパGmbH／
マツダモータースUK Ltd.／マツダモーターロシア,000／マツダサザンアフリカ（Pty）Ltd／マツダオーストラリアPty.Ltd.／
マツダモータースオブニュージーランドLtd.／マツダデコロンビアS.A.S.／マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd.／マツダ（中国）
企業管理有限公司／台湾マツダ汽車股份有限公司

トーヨーエイテック（株）／（株）日本クライメイトシステムズ／ヨシワ工業（株）／（株）サンフレッチェ広島／（株）マツダプロセシング中国／
SMMオートファイナンス（株）／MCMエネルギーサービス（株）／マツダ部品広島販売（株）

マツダソラーズマヌファクトゥリングルースLLC／オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.／長安マツダ汽車有限公司／長安フォードマツダエンジン有限公司／
一汽マツダ汽車販売有限公司

集計期間 ： 2017年度（2017年4月～2018年3月）

集計範囲
マツダ（株）

連結子会社
　 国内22社

　 海外13社

持分法適用関連会社
　 国内8社

　 海外5社
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