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編集にあたって 
本報告書は、マツダ株式会社の環境情報を公開する年次報告書として2001

年から作成しています。 

記載内容は、環境省のガイドライン（2000年度版）に基づいて選びました。 

自動車の生産から販売、廃棄までの過程で行う環境保全の取り組みを紹介し

ています。そのため販売会社、部品や資材の調達先、物流委託先の企業と一

体となった環境管理活動などの成果と主要な取り組み目標を掲載しました。

一部に販売会社や関連会社の取り組み内容も含んでいます。 

昨年度発売した新型車アテンザ、デミオなどに採用した環境保全技術や、環

境負荷の少ない生産技術の活用を紹介するページを設けました。 

さらに今回は社会活動を広く理解していただくよう、製品の安全性と職場の

安全衛生についての記述を加えています。 

本報告書の対象 

［対象組織］ 
マツダ株式会社を中心に国内関連会社や一部海外の関連会社などを対象にして

います。 

［対象期間］ 
2002年4月から2003年3月までの実績をベースにしています。 

（一部2003年の活動を記載しています。） 

［作成部署および連絡先］ 
 マツダ株式会社　広報企画部 082-282-5253 FAX082-287-5225 

 ISO事務局（広島地区） 082-565-0642 FAX082-287-5173 

 お客さま相談室 フリーダイヤル 0120-386-919 

［ホームページアドレス］ 

 マツダホームページURL　http://www.mazda.co.jp 

［主な関連公表資料］ 
過去の環境報告書 年1回発行 

車種別環境情報 マツダのホームページからご覧いただけます。 

会社概況 年2回発行 

プレスリリース 随時発行 

次回発行時期2004年秋 

発行部署／マツダ株式会社　広報企画部 
　　　　  （お問い合わせ先）  TEL　０８２－２８６－５７４４ 
　　　　　　　　　　　　　FAX　０８２－２８７－５２２５ 
発行／2003年9月 
次回発行／2004年夏 
 
コールセンター　 
フリーダイヤル／０１２０－３８６－９１９ 
受付時間／月～金（祝祭日は除く）9:00～19:00 
 
本報告書は、マツダのホームページでもご覧になれます。 
PDF形式のファイルでのダウンロードが可能です。 

あとがき 

マツダ「環境報告書2003」は、2002年度の環境への取り組み実

績を中心にまとめたものです。報告書に掲載した実績は各実行部

門によってまとめたもので、具体的なデータを中心に、分かりやすい

表現で紹介するように心がけました。 

第三者審査については内容など検討を続けているところであり、さら

にISO14001の認証取得についても、製品領域で2003年夏に認

証を取得するなど、前向きな活動を進めています。 

http://www.mazda.co.jp
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緒言

地球環境の保全は、マツダが企業活動を行う上で果たさなければならない重要な

責務です。マツダは「企業ビジョン」の中で環境への積極的な取り組みを宣言し、

「マツダ地球環境憲章」を基本方針とした行動によって、環境保全と循環型社会づ

くりへの貢献を進めてきました。

こうした取り組み、行動とともにマツダは環境保全のための相互協力を進めていま

す。地球温暖化や資源の有効活用など自動車を取り巻く環境課題はグローバルな

ものであり、企業やグループ間、産業間の連携が不可欠です。マツダはすべての

生産系関連会社に加え、2002年度に自動車部品や資材などの主要な購入先企

業の337社がISO14001の認証を取得し、環境マネジメントの発展・強化に努めて

きました。また、マツダとフォードグループの知識や技術を相互に活用し、幅広い連

携の中でより大きな成果をめざしています。

2002年度はマツダにとって新たな胎動の年でした。マツダがお客さまのためにめ

ざす新しい価値を端的に表現したブランドメッセージとして“Zoom-Zoom”（ズー

ム・ズーム：子供の時に感じた動くことへの感動）を設定し、それを具現化した新

型車アテンザ、デミオ、ＲＸ-８を発表しました。新開発のMZRエンジンがアテンザ・

デミオの国土交通省「超-低排出ガス認定」を、新開発ロータリーエンジン

「RENESIS」によってRX-8で「優-低排出ガス認定」をそれぞれ取得しています。

また2010年燃費基準はデミオ全車で、アテンザでは一部の型式を除いてクリア

し、優れた走行性能と運転する楽しさを提供すると共に、いっそうの環境性能の

向上を実現しています。

これらの成果は、「2005年度を目標に2010年燃費基準を乗用車の全重量ランク

で達成」し、「2005年末を目標に超-低排出ガス車を乗用車の90％で達成」すると

いう環境行動推進計画の一環であり、2010年燃費基準適合車が12車種（17型

式）に、超-低排出ガス認定取得車が乗用車で9車種（10型式）になるなど、コミット

メントは順調に進捗しています。また昨年度に宣言した「2002年度中に国内の全生

産拠点において埋立廃棄物ゼロエミッション達成」も実現し、着実な行動を進めて

います。生産活動では、売上高の12.7％増により、ＣＯ2排出量が前年度比6.8％増

となりましたが、売上１億円当たりのＣＯ2排出量は5.2％減少しており、エネルギーの

高効率利用と省エネルギーの成果が上がっています。

本報告書では、このほか使用済み自動車のリサイクル性の向上、クリーン生産の推

進、摩擦熱を利用したアルミ材接合など環境負荷を低減する生産技術の開発、販

売会社や購入先企業、物流会社と一体となった環境管理活動など2002年度の成

果をまとめました。マツダの環境保全活動について、ご理解いただければ幸いです。

環境保全活動は、生産性の向上やコスト低減と密接に関わるものです。環境に良

い製品を生み出すことが生産の効率化や技術の向上、原価低減につながり、ひい

てはお客さまのためになる価値の創造につながります。この意識を強く持って、マツ

ダは今後もコミットメントの確実な達成と全事業領域における環境保全への取り組

みを一層推進してまいります。

代表取締役社長兼CEO 井巻　久一
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マツダ車は、現在国内２拠点、海外15拠点で生産されており、世界150ヵ国以上で愛用されています。 

マツダは、お客さまに新たな価値を提供する次世代商品の創造と、 

持続発展可能な社会と企業の実現に欠かせない環境保全活動を経営の核として、 

グループを挙げて取り組みを進めています。 

新しい価値の創造と 
環境との調和をめざして 

CREATE

［企業概要］ 

■売上台数 

1999

（千台） 

2001 2002（年度） 2000

1999

（億円） 

2001 2002（年度） 2000

■経常利益 

1999

（億円） 

2001 2002 （年度） 2000

1,013
964 948

1,017

879

21,615

14,661

827

20,158

13,227

821

20,949

13,646

872

23,645

15,376

■売上高 ■従業員数 

1999

（人） 

2001 2002 （年度） 2000

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

61 77

－297 －323

192

283
245

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

39,601

20,705

43,818

23,549

37,824

19,948

36,184

19,290

 4

407



■国内関連会社 

■国内子会社 （株）オートアトリエ／（株）マツダオートザム／倉敷化工（株） 
トーヨーエイテック（株）／マイクロテクノ（株）／マツダエース（株） 
（株）マツダE&T／マツダ中販（株）／マツダ物流（株） 
（株）マツダレンタカー／マロックス（株） 

（株）キーレックス／（株）日本クライメイトシステムズ 
ヨシワ工業（株） 

マツダモーターオブアメリカ,Inc.／マツダカナダInc. 
マツダモータース（ドイツランド）G.m.b.H.／マツダモーターヨーロッパG.m.b.H. 
マツダモーターロジスティックスヨーロッパN.V.／マツダモトール デ ポルトガルLda. 
マツダモータースUK  Ltd.／マツダスイスS.A.／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.／コンパニア　コロンビアナ　アウトモトリスS.A. 
マツダセールス（タイランド）Co.,Ltd.／マツダモーターイタリアS.p.A. 
マツダオートモービルズエスパーニャS.A.／マツダ　オトモビル　フランス 

■海外子会社 

オートアライアンス　インターナショナル,Inc. 
レナウィー・スタンピング・コーポレーション 
オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd. 
マツダオーストリアG.m.b.H.

■海外関連会社 

●社名／マツダ株式会社（Mazda Motor Corporation） 
●会社設立／大正9年（1920年）1月30日 
●代表者／代表取締役社長兼CEO　井 巻 久 一 
●資本金／1,200億7,805万円（2003年3月31日現在） 
●従業員数／19,290名（2003年3月31日現在） 
●主な事業内容／乗用車・トラックの製造、販売等 

●本社／〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番1号 
●主要事業所 
　国内／本社・東京本社・大阪支社・防府工場・三次事業所・マツダR&Dセンター横浜 
　　　　マツダテクニカルサービスセンター東京・マツダテクニカルサービスセンター名古屋 
　　　　マツダテクニカルサービスセンター大阪・マツダテクニカルサービスセンター広島 
　　　　マツダロータリー新梅田 
　海外／北京事務所 
●国内生産拠点／本社工場・三次事業所・防府工場 
●研究開発拠点 
　国内／本社研究開発・マツダR&Dセンター横浜 
　海外／MNAO（マツダノースアメリカンオペレーションズ）・ MME（マツダモーターヨーロッパ） 

●生産台数／ 776,682台 （2002年度・単独ベース） 
●売 上 高／ 23,645億円 （2002年度・連結ベース） 
●売上台数／ 1,017千台 （2002年度・連結ベース） 
●営業利益／ 506億円 （2002年度・連結ベース） 
●経常利益／ 407億円 （2002年度・連結ベース） 
●当期利益／ 241億円 （2002年度・連結ベース） 

主要子会社・関連会社 

会社概要 

HARMONY
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2002年度の活動概要 2002年度の活動概要 

RX-8における環境保全の取り組み 
■新世代ロータリーエンジン 
  「RENESIS」 

バンパー、内装などにリサイクルしやすい 
熱可塑性樹脂部品を使用 

2002年度活動のトピックス① 

摩擦熱を利用したアルミ材接合技術を世界で初めて開発 

RX-8に搭載された新開発のロータリー
エンジン「RENESIS」はサイド排気の
採用などにより低燃費化と排出ガスの
クリーン化を実現しています。 
特に排気中の汚染物質は、従来の約
1/10以下にまで削減しており、全車が
国土交通省の「優-低排出ガス」認定を
取得しています。 

■リサイクル可能率の向上とリサイクル材の使用 
バンパー、内装材などにリサイクルの容易な熱可塑性樹脂を使用すると
共に、リサイクルの際に分別しやすいよう、プラスチック部品には材質記
号を標記しています。また、市場から回収した損傷バンパーのリサイクル
材をエンジンアンダーカバーに使用しています。 

■アルミ材の採用拡大による軽量化 
自動車へのアルミ材採用は、燃費の改善や安全・動力性能の向上につ
ながる車体軽量化の重要なアプローチのひとつです。新型車RX-8はボ
ンネット、リアドアにアルミ材を使用し、約12kg軽量化しました。また、マツ
ダは摩擦熱を利用したアルミ接合技術を世界に先駆けて開発し、生産工
程における使用エネルギーを大幅に削減しました。 

新しいアルミ材接合技術により使用エネルギーの 
大幅な削減と車体軽量化による燃費改善を実現 
 

ボンネット、リアドアなどにアルミ材を採用 
（軽量化効果／ボンネット-6.6kg、リアドア-5.3kg） 

新開発「RENESIS」エンジンにより 
●10・15モード燃費10km/R（5MT） 
●「優-低排出ガス」認定取得 

損傷バンパーのリサイクル材を 
エンジンアンダーカバーに使用 

2003年2月、マツダは従来の抵抗溶接に比べて使用エネルギーを約99％削減でき
る「摩擦熱を利用したアルミ材接合技術」を世界で初めて開発しました。従来の抵
抗溶接ではアルミ材に瞬間的に大電流を流すため大量の電力消費や大型の専用
設備、さらに冷却水・圧搾空気が必要でしたが、接合箇所の上下をピンで挟み、この
ピンを加圧しながら回転させることで生じる摩擦熱を利用してアルミ材を軟化・流動
させ点接合するこの方式は大電流や冷却水などがまったく不要で、設備の削減も
図れます。マツダでは、今回世界に先駆けて開発した摩擦熱による省エネルギーか
つ低コストのアルミ材接合技術が、将来の自動車アルミ材採用の可能性を広げる
と共に、アルミ材を使用するすべての製造業にもその効果が得られるため、広い範
囲での環境保全に貢献できると考えています。 

TOPIC 2002： 1

マツダでは研究開発・製品開発における燃費の向上、排出ガスの低減、リサイクルの推進、クリーンエネルギー車の開発をはじめ、 

事業所・工場におけるゼロエミッションの達成、環境マネジメントシステムにおける推進体制の充実など 

包括的かつ計画的に環境への取り組みを進めています。 

ここでは2002年度における活動の概要を、製品への反映などを例に紹介します。 

RENESISの燃焼室 

マツダRX-8

RX-8のリアドア アルミ材とアルミ材を低電力で接合 

マツダRX-8
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ウェット加工 セミドライ加工 

新開発塗料による3ウエットオン塗装 

デミオ・アテンザにおける環境保全の取り組み 
■新開発MZRエンジンで「超-低排出ガス」認定を取得 

2002年５月に発売されたアテンザ、８月に発売されたデミオには、低燃費、

低エミッション、高出力、静粛性、軽量コンパクト、卓越した耐久性など高

いレベルの性能を高次元でバランスさせた新開発のオールアルミブロッ

ク製MZRエンジン（アテンザ2.0R/2.3R、デミオ1.3R/1.5R）を採用してい

ます。マツダは発売後も排出ガスをクリーンにする積極的な取り組みを続け、

2003年3月にデミオ全車が、2003年7月に発売したアテンザのＦＦ（前輪

駆動）車の全車が、排出ガス中のNOxとHCを基準値より75％低減した「超-

低排出ガス車」の認定を取得しています。また、デミオ全車とアテンザＦＦ

2.0R車は「2010年燃費基準」も達成し、グリーン税制に適合しています。 

2002年度活動のトピックス② 

製造工程でも環境負荷を低減 

「セミドライ加工」の実用化 

新開発のオールアルミ製直列４気筒エンジン「MZR」は「超-低排出ガス」 
認定などの優れた環境性能だけでなく、その製造工程においても、数々
の環境負荷を低減しています。 

「MZR1.3R／1.5R」の機械加工ラインで「セミドライ加工」を実用化し、
消費電力の75％削減と切削廃液処理量の80％削減を実現しました。今
後はこの「セミドライ加工」をエンジン以外の部品の機械加工工程にも
展開していく予定です。今回この取り組みが認められ、平成14年度省エ
ネルギー優秀事例全国大会で「経済産業大臣賞」を受賞しました。 

また、上記の他、平成13年度省エネルギー優秀事例全国大会で“省エネ
ルギーセンター会長賞”を受賞した「エンジン工場の理論的アプローチに
よる省エネ取組」、エンジン部品の鋳造工程で発生するアンモニアなどの
臭いを脱臭するフィルターの、砥石の廃品などのリサイクルによる製造を
実現しました。 

「3ウェットオン塗装技術」の実用化 
中塗り塗装を上塗り工程の中に集約した世界初の溶剤型「3ウェットオン
塗装技術」の開発に成功し、新規開発した低溶剤塗料、高効率塗装ロ
ボットと併せて防府第１工場に導入しました。
これにより塗装工程におけるエネルギーの
消費をCO2換算で15％削減し、キシレン、ト
ルエンなどのVOC（揮発性有機化合物）も
45％削減しました。今後この技術を順次他
の工場にも導入していく予定です。 

TOPIC 2002： 2

コンロッド、クランクシャフト／アテンザのMZRエンジンの主要部品は鉛を含まない製法で作っています。 

アテンザ用MZRエンジン 

クリア 

ベース 

中塗り 

電　着 

鋼　板 

光輝材（マイカフレーク、アルミフレーク） 

マツダデミオ マツダアテンザ 
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リサイクル活動と廃棄物の削減 
■バンパーリサイクルの推進 
修理交換のため使用済みの樹脂製の損傷バンパーを販売店から回収し、自動車部品の材料として再利用する取り組みは1992年からスタートしました。
現在では回収したバンパーを塗膜をつけたまま粉砕・溶融・ペレット化し、新車のスプラッシュシールドやフットレストなどの材料として再利用しています。 
また、2002年7月よりバンパーからバンパーへの再利用も実現しています。（⇒関連項目Ｐ.30・31） 

リサイクルバンパー／ボンゴフレンディ（リアバンパー） 

ボンゴフレンディ 

マツダMPV

2002年度活動のトピックス③ 

損傷バンパーの回収量が順調に推移 

TOPIC 2002： 3

1999年から全国の販売会社に展開した損傷バンパーのリサイクルは着
実に定着し、回収量も順調に推移しています。2002年度の回収本数は
40,358本（重量では約141トン）となりました。 

損傷バンパーの回収をはじめ、金属、プラスチ
ック、オイルの付着した缶など廃棄物を細かく
分別・整理し、再生や適正処理を実施している。 

（株）広島マツダ五日市店 

■主な車種のリサイクル材使用部品 

■損傷したバンパーの回収量 

車　  種 リサイクル材使用部品 

10

19991998199719961995
0

20

30

40
（千本） 

2001 2002

40,358本 

（年度） 2000

 

アテンザ 
（セダン・スポーツ・スポーツワゴン） 

デミオ 

ＲＸ-８ 

プレマシー 

ロードスター 

ミレーニア 

ボンゴフレンディ 

ファミリア 
（Ｓ-ワゴン・セダン） 

フットレスト 

スプラッシュシールド 

スプラッシュシールド 

アンダーカバー 

アンダーカバー、リアバンパー 

スプラッシュシールド、 
シールボードアッパー 

エンジンアンダーカバー 

バンパーレインフォースメント、 
スプラッシュシールド、フットレスト 
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リサイクルによる透水性ゴムチップ弾性舗装材
「エコタイル」がエントランスに敷き詰められた 

「倉敷化工（株）新技術開発センター」 

■1990年からの埋立処分廃棄物量の推移 
■各生産拠点におけるゼロエミッションの達成時期 

※マツダでは廃棄物の直接埋立量が1990年度比5％未満であることを 
　「ゼロエミッション」と定義しています。 

2002年度活動のトピックス⑤ 

関連会社独自の環境保全への取り組み 

TOPIC 2002： 5

主要関連会社では、ISO14001の認証取得による環境マネジメントの進展だけでなく、

個々の事業領域や独自の技術を生かした環境保全への取り組みが進んでいます。そ

のひとつ、倉敷化工（株）は、自動車用ゴム等の設計・開発から製品化までを行う防振

ゴムの専門メーカーです。2001年12月にISO14001認証を取得していますが、それ以

前からリサイクル技術の事業化に取り組み、1997年に製造工程で生まれる廃ゴムの

チップを再生し、建築・エクステリア資材となるゴムブロックを開発しました。その再生

製品のラインナップも現在では舗装材のカラータイルや人工芝、縁石、ストラードなど

に拡大。また、環境保全だけでなく、ゴム素材の持つ弾性を活かし、転倒時の安全性

やクッション性に富んだ歩行感によって「ユニバーサルデザイン」をテーマにしたリサイ

クル製品づくりを実現しています。 

これら製品の原材料として、2002年度は他社等から出る廃タイヤも活用。年間500ト

ンの廃ゴムをリサイクルしました。 

2002年度活動のトピックス④ 

ゼロエミッションを、１年前倒しで2002年度中に達成しました。 

TOPIC 2002： 4

2001年度にマツダは「ゼロエミッション宣言」を出しました。これは、当初2003
年度末までを目標としていた国内の全生産拠点（開発、事務・技術領域を含む）
において直接埋立廃棄物をゼロレベルとするゼロエミッションを、1年前倒しして
2002年度末までに達成しようというものです。 

ゼロ化のためにマツダは廃棄物の発生量の抑制や、発生した廃棄物について
は可能な限りの再生・再利用を行い、2002年12月に全生産拠点で達成しまし
た。2003年度もゼロエミッションを維持していくと共に、廃棄物発生量のさらな
る抑制や再資源化率の向上に取り組んでいきます。（⇒関連項目Ｐ.26） 

本社工場 

防府工場 

生産拠点 達成時期 

2002年12月 

2002年 4 月 

2002年度の活動概要 

1990

120

100

80

60

40

20
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指数（％） 

（年度） 
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■ディーゼルエンジン用の排出ガス低減技術を開発し、
クラス初のモニター走行を開始

2002年に発売したアテンザなどの欧州向けモデルには、高圧噴射によっ

て完全燃焼させるマツダ独自の燃焼技術を採用した新開発のコモンレー

ル式直噴ディーゼルエンジン「ＭＺＲ-ＣＤ」を採用しています。マツダはこの

エンジンをベースに、新開発のセラミック製ディーゼルパティキュレートフ

ィルター（ＤＰＦ）の追加やエンジン制御技術の改良などを行い、2003年５

月から、このエンジンを小型商用車「ボンゴバン」に搭載して、実用化に向

けたクラス初のモニター走行を開始しました。クリーン性能は、現行ボン

ゴのディーゼルエンジンと比べて、粒子状物質（ＰＭ）を75％以上、窒素酸

化物（ＮＯｘ）を25％以上削減できます。マツダでは現在、実際の路上走行

における様 な々使用条件の下での各種データを収集して、このエンジンの

実用化へ向けた検証を行っており、大都市圏で実施されている「自動車

NOx・ＰＭ法」や首都圏のディーゼルエンジン車運行規制、さらに新型車

について2003年10月から施行される「新短期規制」などへの対応をめざ

しています。

■2002年東京モーターショーに「ディーゼルエンジン
＋電気モーター」のハイブリッドトラックを出品

2002年10月30日から11月3日まで幕張メッセで行われた第36回東京モ

ーターショーに、マツダは新開発のコモンレール式直噴ディーゼルエンジ

ン「ＭＺＲ-ＣＤ」に電気モーターを組み合わせ、低エミッションと低燃費を実

現した「タイタンダッシュクリーンハイブリッド」を出品しました。EGRクーラ

ー、酸化触媒、連続再生式フィルターなどによって優れたクリーン性能を

実現し、これにモーターによるアシストを加えることで、同型ディーゼル車

に比べ燃費を約50％向上し、NOx排出量を約65％低減、PMを約85％

低減しています。マツダは積極的にディーゼルエンジンの研究開発を進

め、さらなる排出ガスの低減などに努めていきます。

タイタンダッシュクリーンハイブリッド

クラス初のモニター走行を開始したクリーンディーゼルエンジン搭載の「ボンゴバン」

開発における取り組みと物流資材の削減
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■省資源や製品安全性の向上に貢献する
マツダデジタルイノベーション（MDI）

マツダは新車の企画から生産に至るまでの全プロセスにわたってデジタル

革新を行う「マツダデジタルイノベーション」を1996年からスタートさせてい

ます。この活動によって開発期間の短縮や投資の削減が一層進むと共に

環境負荷の低減にも貢献しています。実現したのが開発部門と生産部門

で共有化された情報システム上で設計データなどがペーパーレスでやり取

りされることによる省資源化です。また、クラッシュシミュレーターの導入に

よるユニットテストの精度向上と最新鋭のコンピューターシミュレーションに

よるバーチャルテスティングの革新を図ることで、衝突安全試験に用いる

テスト台数を、従来比で約45％削減しています。マツダは今後も最先端の

情報技術を活用しながら、環境負荷の低減や製品の乗員・歩行者保護を

さらに進める開発・生産システムの技術革新に取り組んでいきます。

2002年度の活動概要

生産工程をシミュレーションするバーチャルファクトリー

クラッシュシミュレーターによる衝突安全実験

開発期間 18ヶ月を達成しさらに短縮することに取り組んでいます。

試作車製作数 衝突開発用車の約45％削減

2002年度に導入した
MDI関連設備 クラッシュシミュレーター（側突）など9実験設備と試作設備

2002年度に導入した
バーチャルテストシステム 20

2002年度活動のトピックス⑥ TOPIC 2002： 6

2002年度活動のトピックス⑦ TOPIC 2002： 7

物流領域 内　容

1999年基準 内　訳

実績 2000年 実績 2001年 実績 2002年
リターナブル（循環する） リユース（再利用する） リデュース（減量する）

2000年 2001年 2002年 2000年 2001年 2002年 2000年 2001年 2002年

販売物流
KD部品輸送 566 1,558 2,243 68 242 446 6 278 360 492 1,038 1,437

お客さま用部品輸送 279 808 1,023 105 523 675 59 128 137 115 157 211

合　　計 845 2,366 3,266

■梱包・包装資材使用量削減実績（木材・ダンボール削減実績） （単位：t）

燃費・排出ガスの低減が進んでいます。
2002年度に取り組んできた研究開発分野における「燃費・排出ガス低減」により、低公害車等の出荷台数が計151,281台となりました。

乗用車 貨物車
合　　計

普通・小型車 軽自動車 普通・小型車 軽自動車

低公害車

電気自動車 0 0 0 0 0

ハイブリッド自動車 0 0 0 0 0

天然ガス自動車 7 0 13 0 20

メタノール自動車 0 0 0 0 0

低燃費かつ
低排出ガス

認定車※

☆☆☆ 7,214 21,007 2,380 0 30,601

☆☆ 69,065 3,052 0 8,388 80,505

☆ 38,295 496 1,277 0 40,068

ディーゼル代替LPG自動車 ー ー 87 ー 87

合　　計 114,581 24,555 3,757 8,388 151,281

※省エネ法に基づく燃費基準早期達成車で、かつ、低排出ガス車
認定実施要領に基づく低排出ガス認定車。
低排出ガス認定車
☆☆☆（超ｰ低排出ガス）：平成12年基準排出ガス75％

低減レベル
☆☆　（優ｰ低排出ガス）：平成12年基準排出ガス50％

低減レベル
☆　　（良ｰ低排出ガス）：平成12年基準排出ガス25％

低減レベル

■低公害車等の出荷台数（2002年度）

製品の安全性については32ページをご参照ください。

梱包・包装資材の削減が進んでいます。
物流領域における物流資材の削減量は以下のようになっています。
（⇒関連項目P.29）

リサイクルプラスチック材を利用した
搬送パレット



企業ビジョン 
マツダは1984年に制定した経営理念に沿って、革新を重んじ、お客さまのためになる新たな価値の創造に努めてきました。 

この理念を引き継ぎながら1999年12月に制定したのが 

「Vision（企業目標）」「Mission（役割と責任）」「Value（マツダが生み出す価値）」から成る「企業ビジョン」です。 

個性、イノベーション、そしてクリーンで安全なクルマ社会の実現へ向け、マツダとマツダ社員がめざす目標およびその役割

と責任を掲げ、それをどのような価値観をもって達成するのかを表しました。 

マツダは新しい価値を創造し、人々の喜びをひろげます。 

経営理念 

企業ビジョン 

新しい価値を創造し、最高のクルマとサービスにより、 

お客さまに喜びと感動を与え続けます。 

私たちは情熱と誇りとスピードを持ち、 

積極的にお客さまの声を聞き、 

期待を上回る創意に富んだ商品とサービスを提供します。 

私たちは誠実さ、顧客志向、創造力、 

効率的で迅速な行動を大切にし、 

意欲的な社員とチームワークを尊重します。 

環境と安全と社会に対して積極的に取り組みます。 

そしてマツダにつながる人々に大きな喜びを提供します。 
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企業ビジョン 

2003 Environmental Report 

  

環境および社会貢献領域において 

顧客満足および商品領域において 

●地球環境問題に関する理念策定と推進体制の整備 

●クリーンエネルギー車の開発 

●地球温暖化対策としてのCO2排出低減 

●排出ガスのクリーン化 

●工場からの直接埋立廃棄物の削減 

●環境と人にやさしい新しい生産技術の導入 

●リサイクルと副生物の有効利用 

●アイドリングストップ運動への取り組み 

●安全技術開発●安全装備の装着●安全普及・啓発活動 

●マツダ財団の設立と事業実施 

●マツダ・グッドコミュニケーション活動（国際文化交流） 

●マツダ病院の運営 

●コミュニティ活動　　など 

●マツダワールドワイド　ブランド　ポジショニングに基づく魅力的な商品づくり 

［マツダブランドのPersonality（人格）］ 

・センスの良い／Stylish 

・創意に富む／Insightful 

・はつらつとした／Spirited 

［マツダブランドのProduct（商品）］ 

・際立つデザイン／Distinctive Design 

・抜群の機能性／Exceptional Functionality 

・反応の優れたハンドリングと性能／Responsive Handling and Performance 

以上を端的に表現するブランドメッセージとして 
“Zoom-Zoom ”（ズーム・ズーム：子供の時に感じた動くことへの感動）を設定 

●品質システムの整備 

●TPM(Total  Productive  Maintenance）活動への取り組みなど 
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マツダと環境との関わり 
マツダは企業活動の全領域で環境負荷軽減に取り組むとともに、優れた環境技術を取り入れた

商品をお客さまに提供することで環境保全に貢献したいと考えています。 

マツダと環境との関わりについての概要を、模式図として表しました。 

商品づくりにおける各プロセスや業務の流れと環境への取り組みを左から右へ、そして工場に

おける電力などのインプット項目と、廃棄物、CO2排出量などのアウトプット項目を図の上下に示

しました。また、1992年から進めている損傷バンパーの回収量について2002年度のデータを記

載しました。 

■マツダEMS（環境マネジメントシステム）の推進 P.16～23

事業所（本社・支社・支店等） 

工　場 

●省資源・省エネルギー生産の推進 
●クリーン生産の推進 
●化学物質の管理 
●工場内における副産物や廃棄物 
　のリサイクル 

●燃費の向上 ●排出ガスの低減 ●騒音の低減 
●クリーンエネルギー車の開発など 

●取引先のISO１４００１認証取得促進 
●環境対応型部品・資材・設備の購入など 

●グリーンオフィスの推進など 

部品・資材 
研究開発 P.24・25

購　買 P.28

オフィス P.31

IN IN

OUT OUT

P.26・27

P.11

MDI
マツダデジタル 
イノベーション 

項目 量 

原油換算エネルギー 

水 

原材料 

紙 

2.78×105 

41,150 

鉄、アルミ等 

4.07×107

投入資源、原材料等の量 廃棄物 CO2排出量 

電 力 燃 料 
・重油・天然ガス・石炭 
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マツダと環境との関わり 

2003 Environmental Report 

物　流 

●効率的な物流によるCO2削減 
●梱包・包装資材の削減やリサイクルなど 

新車の企画から生産にいたるまでの全プ

ロセスにわたってデジタル革新を行って

います。これにより開発期間の大幅な短縮

と共に、環境負荷の低減を実現しています。 

●損傷したバンパーをリサイクルする
ために回収 
●お客さまへの告知・啓発 
●環境法令の遵守と環境美化の推進 

IN

OUT

お客さま 

損傷したバンパーを 
販売店で回収 

リサイクル部品化 

回収本数／40,358本 
（2002年度実績） 

 

P.29
販売店 P.30・31

P.30 
 

P.24・25

●排出ガス 
●騒音 など 

の低減 

使 用 

OUT

項目 量 

直接埋立廃棄物 

排水 

排出ガス 

CO2

4.90×103 

8.97×106 

1.34×106 

3.60×105

排出物等の量 

使用済み 
自動車等 

自動車リサイクル法 

その他の 
燃焼ガス排出量 

 

水 

15
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環境マネジメント

環境基本方針

マツダは1992年に「環境理念」と「環境指針」を制定し、これを「地球環境に関するマツダの基本方針

（マツダ地球環境憲章）としました。

また、この基本方針に基づいて具体的な活動を推進するため、環境に関する行動推進計画を策定し、

着実な取り組みを続けています。

■環境理念

「私たちはクルマづくり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挑戦し続けます」

■行動指針

●環境を配慮した技術と商品の創造

1
私たちは排気ガス浄化・CO2低減・クリーンエネルギー車・代替燃料車・オゾン層保護など、

クリーン技術の創造に挑戦し続けます。

2
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。

1 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。

2 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。

3 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。

●資源・エネルギーを大切にする事業活動

1 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。

2 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。

●クリーンさを追求する事業活動

1
私たちは環境に関する法規制の遵守にとどまらず、

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。

2 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。

●車づくりの仲間と共に、よりよい環境づくり

1
私たちは社内での環境教育の徹底や環境情報の提示により、

地球環境に対する社員啓発活動を積極的に推進します。

2 私たちは国内・海外の関係会社との連携を密にし、共によりよい環境づくりをめざします。
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環境マネジメント

環境行動推進計画と2002年度活動実績

マツダはその企業活動や商品の使用に伴う環境負荷の低減へ向け、

各領域・項目ごとに行動推進計画を設定し、その実現に取り組んでいます。

行動推進計画と2002年度の活動実績は以下の通りです。

環境マネジメント ISO１４００１ 2002年末までに生産系関連会社、購買取引先会社
でISO１４００１の認証を取得する。

生産系関連会社9社がすべて取得を完了。主要購買
取引先会社の90％にあたる337社（前年度比109
社増）が取得しました。

P18
・
P28

製品開発

研究開発

燃　費 2005年度を目標に2010年燃費基準を乗用車の
全重量ランクで達成する。

デミオ・アテンザ・プレマシー・MPVでの達成によっ
て、乗用車の12車種17型式が2010年燃費基準
を達成しました。

P7
・
P24

排出ガス 2005年末を目標に、超-低排出ガス車を乗用車の
90％で達成する。

デミオ・アテンザ・プレマシーなどで超-低排出ガス
車を導入し、9車種（10型式）が超-低排出ガス車と
なりました。これにより、2002年度の乗用車の超-
低排出ガス車の販売比率は12％となりました。

P7
・
P24

騒　音 最新の車外騒音規制に適合する。 全車が適合しました。 P25

クリーンエネルギー車 クリーンエネルギー車の開発を推進する。
「ディーゼルエンジン＋電気モーター」のハイブリッドト
ラックを2002年東京モーターショーに出品しました。

P10

リサイクル

2002年以降の新型車のリサイクル可能率を90％
以上にする。

アテンザ、デミオ、ＲＸ-８でリサイクル可能率90％以
上を達成しました。

P30

バンパー再生材の新車部品への再利用を積極的に
進める。

40,358本の損傷バンパーを市場から回収／再生し、
新車部品に再利用しました。

P8
・
P30

生　産

埋立廃棄物量の削減 2002年度末までにゼロエミッションを達成する。 全生産拠点でゼロエミッションを達成しました。
P9
・
P26

省エネルギー
生産領域でのCO2排出量を1990年度比で2005
年末までに5％削減、2010年度末までに10％削減
する。

1990年度比で35.7％削減しました。 P26

物　流

CO2排出削減 物流の効率化によってCO2排出量を削減する。 新たに2,067トン-CO2削減しました。 P29

資源の有効活用 梱包／包装の簡素化によって資材使用量を削減する。 新たに992トン削減しました。 P29

使用済み自動車 リサイクル 国内リサイクル法へ対応する。
2005年からの自動車リサイクル法の施行へ向け、研
究開発や推進体制の整備に取り組みました。

P30

環境行動推進計画
2002年度実績 関連ページ

項　　目 目　　標

2003 Environmental Report 
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環境マネジメント

組織と体制

全社的な環境方針や環境行動計画を策定する「マツダ地球環境会議」を

最高決議機関とし、その方針・計画を受けて各部門で環境管理活動を展開しています。

また、フォードグループ各社とは、個別課題ごとに連携をとっています。

1992年「環境に関する行動推進計画」の策定と同時に「マツダ地球

環境会議」を最高決議機関とする全社環境組識を整えました。

「マツダ地球環境会議」では、環境方針や環境行動推進計画を策定

しています。これらの方針・計画をうけて、各部門で環境管理活動を

展開する体制としています。

なお、各部門での環境管理活動は、広島地区、防府工場環境会議

で進捗をフォローする仕組みとしています。全社横断的な対応を要す

る課題については特定プロジェクトを設置して取り組む体制としてい

ます。現在、リサイクルステアリングコミッティと地域貢献委員会を設

置し、活動を推進しています。フォードグループ各社とは、開発、生産・

物流など様 な々領域で、個別課題ごとに連携する体制としています。

ISO14001認証取得の推進
本社だけでなく各事業所においても環境対応のレベルアップや環境

負荷を低減するために、環境マネジメントシステムの国際規格

ISO14001の認証取得を積極的に進めています。国内および海外の

全生産拠点における取得は2000年度中に完了し、2002年度には主

要関連会社9社において認証取得を完了しました。また、マツダでは取

引先である部品・資材サプライヤーに対して認証の取得を促進してお

り、2002年度には主要購買取引先の90％が取得を終えています。

 

 

研究開発部門 

生産部門 

調達部門 

物流部門 

販売部門 

サービス部門 

管理部門 

ISO14001環境会議（広島・防府） 

リサイクル ステアリング コミッテイ 
委員長： 担当役員 

地域貢献委員会 
委員長： 担当役員 

［自動車関連］ 

・燃費向上 
・排出ガス低減 
・車外騒音の低減 
・クリーンエネルギー車の開発 
［リサイクル関連］ 

・環境負荷物質使用削減 
・リサイクル容易化設計 
・材料リサイクル 
［工場関連］ 

・廃棄物削減 
・省エネルギー活動 
・クリーン生産 
・物流の合理化 
［社会貢献］ 

・ボランティア活動の支援 
・マツダ財団　他 
 

マツダ地球環境会議 
議長： 社長 

事務局 

■

広島地区
本社工場

2000年6月取得
三次事業所

防府工場
西浦 1998年9月取得

中関 1999年9月取得

■

※の会社は、マツダ広島地区として一括認証取得

■

AAT（タイ） 2000年5月取得

AA I（米国） 2000年6月取得

㈱日本クライメイトシステムズ ２０００年５月取得 自動車用エアコンの開発生産

※㈱マツダE&T ２０００年６月取得
特装車両・用品の製造・販売、自動車の設計、
実験の開発・受託

※トーヨーエイテック㈱ ２０００年６月取得 工作機械・自動車部品等の設計・製造・販売

※マツダエース㈱ ２０００年６月取得 警備、保険、リビルト、メンテナンス等の事業

※マロックス㈱ ２０００年６月取得 自動車の海上輸送、港湾・陸運・倉庫・梱包等

㈱キーレックス ２００１年３月取得 自動車車体および車体部品の設計・製造

マイクロテクノ㈱ ２００１年１０月取得 AT用部品、エアコン用部品等の製造

倉敷化工㈱ ２００１年１２月取得 防振ゴム・ホース類・窓枠ゴムの開発・製造・販売

ヨシワ工業㈱ ２００２年４月取得 自動車用エンジン、シャシー、駆動系部品の製造

■組織図 部門環境会議

国内生産拠点のISO14001認証取得状況 主要関連会社のISO14001認証取得状況

海外生産拠点のISO14001認証取得状況
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環境マネジメント

環境監査

マツダ全社における方針・計画と共に、各事業所で取得しているISO14001のマネジメントシステムに

基づいた環境保全活動が適正に運用・実行されているかを確認するため、内部監査と第三者機関に

よる外部審査を実施しています。

監査システム

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、

内部監査と第三者機関による外部監査をそれぞれ年１回実施してい

ます。

内部監査では、外部機関での教育を受けて一定の資格認定を得た

幹部社員を主体に内部監査員として選任し、全社を横断的にチェッ

広島地区 防府地区 

（人） 

1999 （年度） 2000 2001 2002
0

50

100

150

200

250

300

350

400

169

72

287

63

272

48

335

64

■内部監査員の推移

項　目 チェックポイント

計画について 環境への影響 ●間接影響評価は適切に行われているか。
●間接影響評価はすべての業務について行っているか。

法的およびその他の要求事項 ●特定施設に関する変更はどのようにしているか。
●特別管理産業廃棄物の保管は問題ないか。

目的および目標 ●環境目的・目標は環境方針と整合しているか。 ●環境長期計画は状況の変化に応じて見直し、改定されているか。
●間接影響評価とのつながりが明確になっているか。

環境マネジメントプログラム ●上位プログラムと整合はとれているか。 ●目標未達成に対する処置は適切か。
●プログラム進捗を示す証拠はあるか。

実施および運用について 体制の整備 ●部門の環境マネジメント組織は整備されているか。●担当者の変更は適切に行われているか。
●管理責任者不在時の代行者は明確にされているか。

教育・自覚および能力 ●今期はどのような教育が計画されたか。 ●教育記録は整備されているか。
●派遣社員や転入者に教育を実施したか。

コミュニケーション ●従業員からの環境提案は取り上げられているか。
●EMS監査および見直しの結果を組織内のすべての関係者にどのように伝達しているか。

文書管理 ●文書の管理はどのようにしているか。 ●文書の配布管理はどのようにしているか。
●廃止文書（旧文書）の保管はどのようにしているか。

緊急事態への準備および対応 ●事故時・緊急事態に対する手順はあるか。 ●事故などに対する訓練は行ったか。
●事故が発生した場合の手順書改訂は行ったか。

不適合ならびに是正、予防処置 ●外部審査指摘事項の是正は適切に行われているか。●是正、予防処置の結果、手順書の改訂は行ったか。
●不適合に関する是正処置、予防処置の記録はあるか。

記録 ●環境記録の保管はどのようにしているか。
●自部門で作成した３次文書の定期見直しは行ったか。

■内部監査におけるチェック項目の概要

軽微な不適合 観察事項 

（件数） 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

文
書
管
理 

訓
練
自
覚 

運
用
管
理 

環
境
側
面 

緊
急
事
態 

監
視
測
定 

環
境
会
議 

体
制
、責
任 

目
的
、目
標 

記
録 

0

5

10

15

20

■2002年度内部環境監査結果

内部監査の結果、●目標値が不明確および実施時期が不適切
●環境教育訓練が整備されていない●緊急資材が適正量確保されていない
などの指摘に対し、適切な対応を取りました。

クする180件におよぶ環境関連項目について監査を実施します。

2002年度の内部監査では22件の軽微な指摘、64件の観察事項が、

また外部のISO14001審査登録機関による審査では重大、軽微を

問わず指摘事項はなく、5件の観察事項がありました。これらの監査

結果は経営層へ報告すると共に、迅速な是正措置を実施しました。

2003 Environmental Report 
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環境マネジメント

環境リスクマネジメント

環境関連の法規制や自主規制の遵守、環境事故に対する未然防止と対応など、

環境リスクを極小化していくことを責務と考え、体制整備とその的確な運用を進めています。

環境リスクマネジメントシステム

環境リスクは生産工程や生産設備などの製造面、さらに製品面など

多岐にわたります。マツダではこうした環境リスクを極小化し、汚染や

環境事故を未然に防ぐため、環境リスクアセスメントを行い予防対策

に努めると共に、緊急事態に対応する訓練などを通じて環境リスクへ

の対応を進めています。

大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理の汚染予防については、定期的

なモニタリングや各工場・事業所における対策を行い、その防止に

取り組んでいます。

緊急事態への対応

2002年度も環境事故の発生はありませんでした。

環境汚染を引き起こす恐れのある環境事故などの緊急事態につい

ては、事業所およびそれぞれの部門で定期点検手順や緊急処理手

順等を整備しています。また、地震などの天災や日常作業の中で想

定される緊急事態に最善の対処ができるよう、定期的に対応訓練

を行い処理手順の習熟と改善を図っています。

法規制の遵守

2002年度も法違反はありませんでした。

マツダでは、ISO14001のマネジメント規格に基づいて、継続的な環

境改善活動を推進すると共に、各環境側面に関して国や地域の規

制値よりも厳しい自主基準値を設け、その遵守に努めています。

環境に関する苦情など

環境関係の訴訟は、自動車の排気ガスに関する東京大気汚染公害

訴訟の第一審判決が2002年10月29日に出ましたが、控訴により審

理を継続中です。

環境に関する苦情は5件でした。すべて臭気に関する苦情で、匿名

でしたが操業管理を徹底し、計画的な臭気対策を進めています。

環境に関する製品リコールなど

環境に関する製品リコールはありませんでした。

異常発生 

発見者 

施設管理部門 

環境管理責任者 

環境管理統括者 

防災センター／処理センター 

環境専門部門 

社内外関係部門 

緊急連絡網 

連絡 

連絡 

報告 

報告 

指示 

指示 

指示 

応援依頼 

現場確認・処理 現場確認・処理 

■環境事故など異常時の処理ルート

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 ボイラー、溶解炉、加熱炉、
乾燥炉、廃棄物焼却炉　他

硫黄酸化物、窒素酸化物、ば
いじん、塩化水素、ダイオキシ
ン類の5項目

約400／年

水質 廃水処理水 カドミウム、シアン、有機隣、
鉛、六価クロム、ダイオキシン
類等の44項目

約1500／年

騒音・振動 敷地境界線 騒音レベル、振動レベルの2
項目

約30／年

臭気 敷地境界線 アンモニア、メチルメルカプタ
ン、硫化水素、硫化メチル等の
22項目

約90／年

廃棄物 鉱さい、汚泥、ばいじん　他 カドミウム、シアン、有機隣、
鉛、六価クロム、ダイオキシン
類等の28項目

約600／年

■環境モニタリング項目
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環境マネジメント

教育、啓発・コミュニケーション

マツダは社員の環境意識の向上がすべての環境施策の出発点であるとの認識に立って、

環境教育の徹底や環境啓発活動を積極的に進めています。

環境教育

マツダでは、社員それぞれが自分の立場を認識し、各々の業務の中

で環境への取り組みを率先して果たすよう、階層別環境教育を実施

しています。環境教育は新入社員教育の段階から設定しており、管

理者、主任、職長などの各階層別においても環境マネジメントシステ

ムに基づいた教育を実施しています。

社員が環境関連の公的資格を取得することも積極的に支援・推奨

しています。また、各事業部門においても部員への継続的な教育を

行い、環境意識の徹底や環境マネジメントシステムの運用能力の養

成に努めています。

啓発・コミュニケーション

イントラネットでの啓発や報告、社内報「マイ・マツダ」での情報提供

などを行い、関係会社を含む全従業員への啓発を図っています。

また、毎年６月の「環境月間」での取り組みとして、社長メッセージの

社内放送、社内環境展の実施、地域美化活動、環境イベントへの

参加などを通じて、社員とその家族へ向けた啓発を行っています。ま

た、車種ごとの環境データをオフィシャルホームページや商品カタロ

グに掲載しているほか、環境報告書の発行や各種環境関連イベント

への参加など、お客さまや社外へ向けてのコミュニケーション活動や

情報開示にも積極的に取り組んでいます。

管理者教育 

主任教育 

職長教育 

新入社員教育 

環境審査員補 

内部環境監査員 

環境関連資格取得 

研修別教育 

階層別教育 

一般教育 シニアリーダーコース 

マツダ短大コース 

特定業務従事者 作業手順書教育 

事故時処理訓練 

環 境 教 育  

資格取得教育 

■教育システム体系図

イベント 開催期間 出展物

エコカーワールド2002 6月1日～2日 プレマシーFC-EV

人と車のテクノロジー展2002 7月23日～25日 プレマシーFC-EV

「エネルギーと暮らす」展 8月31日～9月1日 プレマシーFC-EV

東京モーターショー 10月30日～11月3日
タイタンダッシュ

クリーンディーゼルハイブリッド

■2002年度環境関連イベントへの出展

エコカーワールド2002に出展のプレマシーFC-EV人と車のテクノロジー展

ISO14001事務局によるEMS推進リーダー会議管理者教育

2003 Environmental Report 
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環境マネジメント

環境会計

マツダでは、環境保全活動に投入したコストとその効果を的確に把握して、

環境保全活動の効率化に生かしています。また、当社の環境取り組みへの理解を深めてもらう目的で

環境会計を公表しています。

環境保全コスト

環境保全コストは、環境負荷を低減させるコストや将来にわたり環境

保全に効果を発揮する投資コスト、管理コストなどを事業や製品ラ

イフサイクルの全領域において算定したものです。2002年度の環

境保全コストは下表に示す通りで、前年度に比較して地球温暖化を

防ぐのためのコストが増加しています。

算出に当たっては環境省より公表されているガイドラインやガイドブ

ックなどの環境会計に関する資料に準拠しながら独自の基準を設

け、集計しています。

■ 環境保全コスト （単位：億円）

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

公害防止コスト
環境関連法令の遵守
VOCの排出低減

11.7 19.5

地球環境保全コスト
温暖化防止、オゾン層破壊防止、
その他の環境保全

8.5 12.8

資源循環コスト
廃棄物の処理・処分・減量化
リサイクル等

3.6 11.1

上・下流コスト
生産販売した製品のリサイクル
回収・再商品化・適正処理化

0.3 1.8

管理活動コスト

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
社員への環境教育
環境情報の公表および環境広告
環境教育・訓練、認証取得維持

0 6.7

研究開発コスト
環境保全に資する製品等の研究開発
製造段階や物流段階における環境負荷抑制のための研究開発
「超-低排出ガス」レベル達成

14.4 298.3

社会活動コスト

自然保護・緑化・美化景観保持のための環境改善対策
地域住民への支援・情報提供
環境保全を行う団体等に対する寄付・支援
マツダ財団等への寄付、地域住民との懇談会実施

0 1.9

環境損傷コスト 環境不具合対策費 0 0

環境コスト合計
38.5 352.1

390.6

分　　類 主要活動内容 投資額 経費額

＊環境会計の算出基準／（１）集計範囲：マツダ株式会社単独決算対象　（2）設備投資：キャッシュフロー管理ベースとし、減価償却費は計上しない。年度をまたがるものは、当期分のみ。複合目的の設備投資は、環境
分を按分計算。 （3）経費：人件費、一般経費　（4）研究開発費：研究開発用設備投資、経費、人件費を按分計算。
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いて下表のような環境負荷低減が得られました。なお、2002年度か

らは従来の効果量に加え、省エネルギーや資材の削減による経済

効果も算出を始めました。

経費 設備投資 

1999

（億円） 

（年度） 
0

100

200

300

400

500

191.1

28.6

2000

301.5

25.4

2001

386.7

46.6

2002

352.1

38.5

VOC排出削減量 ／m3 8.0 4.5 4.5g／m3改善

CO2排出量（年間） 千トン-CO2／年 337.0 360.0 6.8％増加

省エネルギー対策 13.2

売上高当りCO2排出量 トン-CO2／億円 24.7 23.4 5.2％改善

廃
棄
物
削
減

直接埋立廃棄物 千トン／年 11.2 4.9 56.3％改善 廃棄物処理費削減 0.1

焼却廃棄物 千トン／年 11.0 10.0 9.1％改善 蒸気回収 0.3

廃棄物持出量 千トン／年 89.9 85.7 4.7％改善 梱包材削減 0.4

再資源化 ％ 96.5 98.3 1.9％改善 リサイクル、有価物売却収入 32.9

損傷バンパー回収本数 千本／年 38.5 40.3 5％改善 原料購入費削減 0.2

経済効果の算出基準：生産・物流における①省エネルギー対策　②産業廃棄物処理費削減　③社内リサイクル、有価物の売却収入　④原料購入費削減

■ 環境保全効果

環境保全についての効果

環境保全コストの投資や費用によってもたらされる直接的、または間

接的な効果です。2002年度は生産、物流、管理部門の各領域にお

環境保全効果 経済効果

項　目 単　位 2001年度 2002年度 改善度 効果の内容 金額（億円）

■ 環境コストの推移 比率の推移 

1999

（％） 

（年度） 2001 20022000
0

10

20

30

40

50

60

25.7

38.2

53.7

42.9

■ 環境開発／開発総コスト

トン-CO2／億円 
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■ 売上高当りCO2排出量 トン／億円 
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5

6

7

8

9

10

8.5

6.5 6.6

5.6

■ 自動車生産による廃棄物排出量

ｇ
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燃費の向上や排出ガスのクリーン化によって、製品のライフサイクルの中で環境負荷の高い、

使用段階における環境対応を積極的に進めるほか、

環境負荷物質の削減、クリーンエネルギー車の開発などに力を注いでいます。

燃費の向上

マツダは燃費を改善してCO2の排出を低減

することが環境保全のための重要な課題で

あると考え、〔2005年度に2010年度燃費基

準を乗用車の全重量ランクで達成する〕こと

を目標に、エンジンの燃焼改善、トランスミッ

ションの高効率化、車両の軽量化などに総

合的に取り組んでいます。新開発で高効率

のオールアルミニウム製直列４気筒ＭZRエン

ジン（1.3R／1.5R／2.0R）によって、2002

年に発売した「アテンザ」、新型「デミオ」が新

たに2010年燃費基準を達成しました。

さらにプレマシー、MPVも基準を達成し2002

年度末における乗用車の2010年燃費基準

達成車は12車種（17型式）となりました。

排出ガスの低減

自動車から排出される一酸化炭素（ＣＯ）、炭

化水素（ＨＣ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）などによる

大気汚染の改善ヘ向けて、マツダはエンジ

ンの燃焼、制御、触媒技術の研究開発に積

極的に取り組み、規制より厳しい基準に適

合した低排出ガス車（国土交通省認定）の

導入を進めています。

2002年度に発売した新型車では、デミオ全

車で超-低排出ガス認定を取得し、アテンザ

においても2003年７月に全車で超-低排出

ガスを達成しました。

また、2003年４月に発売したＲＸ-８は、サイド排

気方式への変更によって燃焼効率を高めた新

開発のロータリーエンジン「RENESIS」によっ

て、全車が優-低排出ガスを達成しています。

●指定低公害車認定車両（型式数）の推移

７都県市指定低公害車制度への応募も行

い、2003年３月時点で54型式が認定されて

います。この他、京阪神６府県市の同様な

制度にも応募しています。

2002年度活動実績と今後の取り組み

研究開発

（km/R） 

2000年度 2001年度 2002年度 2010年度 
燃費基準 

6 

10 

15 

20 

1000 1250

1750 2000

1500

重量ランク

0 

20 

2000 2001 2002 

40 

60 

80 

100 
（％） 

（年度） 

超-低排出ガス車 

優-低排出ガス車 

良-低排出ガス車 

18.1 
9.3 

25.2 

52.8 

12.0 

40.5 

1.9 

MISSION1.燃費の向上 5.環境負荷物質の削減
2.排出ガスの低減 6.LCAの取り組み
3.騒音の低減 7.交通環境の改善
4.クリーンエネルギー車の開発 8.リサイクルの推進

■乗用車における低排出ガス認定車の導入推移

0 

10 

1998 1999 2000 2001 
※年度末実施値 

2002 2003 
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■7都県市指定低公害車型式数

キャロル、ラピュタ、AZ-ワゴン、スピアーノ、

デミオ（2型式）、プレマシー、アテンザセダ

ン、アテンザスポーツ、アテンザスポーツワ

ゴン

ファミリアバン（3型式）、

ファミリアバンCNG

■2002年度の低排出ガス認定車（2003年4月公表のRX-8、アテンザ、プレマシーを含めた）

■重量区分別平均燃費推移（ガソリン乗用車）

超-低排出ガス車

商用車乗用車

キャロル、AZ-ワゴン、スクラムバン、スピア

ーノ、ファミリアセダン、ファミリアS-ワゴン、

トリビュート、アテンザセダン、アテンザス

ポーツ、アテンザスポーツワゴン、RX-8

スクラムバン、スクラムトラック
優-低排出ガス車

商用車乗用車

キャロル、ラピュタ、スピアーノ、AZ-ワゴン、

スクラムワゴン、プレマシー（2型式）、MPV

（2型式）、ファミリアセダン、ファミリアS-ワ

ゴン、トリビュート、ミレーニア

ボンゴトラック（2型式）、ボンゴブローニイ

バン、タイタンダッシュ（2型式）

良-低排出ガス車

商用車乗用車

（kg）
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騒音の低減

自動車のエンジン本体や排気系、吸気系、

駆動系などから発生する騒音の低減につい

ては、すでに乗用車において2001年度に最

新の騒音規制（平成10～14年規制）を達成

し、2002年度には商用車の全車適合化を

推進しました。

その対策として、エンジンのシリンダーブロッ

ク剛性の向上や遮音カバー、吸音材付きア

ンダーカバーの装着などを実施しています。

クリーンエネルギー車の開発

マツダは代替燃料やクリーンエネルギー車

の開発にも積極的に取り組んでいます。

1998年４月から、フォード、ダイムラー・クラ

イスラー日本ホールディング、バラード・パワ

ーシステムの３社が共同開発している燃料電

池技術プロジェクトに参画しており、2001年

には燃料電池自動車プレマシーＦＣ-ＥＶの公

道走行テストを行いました。

1966年から研究開発に着手した電気自動

車は、これまで約100台を市販し、2002年に

は、ボンゴEVを開発・販売しました。

マツダは水素エネルギーにも着目し、1991

年に水素ロータリーエンジンを開発し、走行

試験を行うなど研究を進めています。また、ハ

イブリッド技術については2002年10月の東

京モーターショーに、新開発のコモンレール

式ディーゼルエンジンに電気モーターを組み

合わせ、排出ガスを低減し燃費を向上した

ハイブリッドトラック「タイタンダッシュクリーン

ディーゼルハイブリッド」を出展しました。さら

に天然ガス自動車やＬＰＧ自動車の販売も進

めています。

環境負荷物質の削減

●鉛の使用量削減

使用済み自動車が最終処分される際、シュ

レッダーダストに含まれる鉛による土壌汚染

を防ぐために、マツダは鉛使用量を削減する

技術開発を進めています。2002年発売の新

型車（デミオ、アテンザ）では、バッテリーケー

ブル端子、ヒーターコア、ラジエターなどに加

え、電着塗料やガソリンタンクについても鉛

の使用を中止し、鉛の総使用量を1996年時

点の３分の１以下にしています。また、2003年

４月発売のＲＸ-８についても同様の削減を行

い、今後も新型車を中心にさらなる鉛の使用

量の削減を推進していきます。

●エアコンの冷媒使用量の削減

地球温暖化対策の一環として、温室効果を

持つエアコン冷媒（ＨＦＣ134a）の使用量を

削減したカーエアコンの導入を進めました。

2002年度には4車種（ファミリア、プレマシー、

デミオ、アテンザ）で約16～38％の削減を実

現しました。

ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）の取り組み

LCAとは、材料の採掘、製造から、製品の使

用、廃棄にいたる各段階における環境負荷

を定量的に評価する手法です。マツダでは、

より一層の環境負荷の低減をめざして、LCA

の研究および活用の検討を進めています。

交通環境の改善

環境保全には製品や生産と共に、交通環境

の改善も重要です。たとえば交通渋滞の緩

和が進むことにより、無駄な燃料消費に伴う

ＣＯ2削減などが図れます。マツダはITS（高

度道路交通システム）プロジェクトに参画し、

次世代交通のあり方を研究すると共に、ITS

の一翼を担うVICS対応カーナビゲーション

やETC車載器のオプション設定や販売によ

り、ITSの普及に努めています。

リサイクルの推進

損傷バンパーのリサイクル技術の開発や自

動車のリサイクル可能率の向上のための技

術開発に取り組み、成果をあげました。詳し

くは関連情報ページ（P.8・P.30・P.31）をご

参照ください。

2002年度活動実績と今後の取り組み

吸音材付きアンダーカバー 

トランスミッションサイドカバー 

低騒音タイヤ 

排気系騒音低減 
・消音器外壁の三層構造化 
・副消音器の追加 

吸気系騒音低減 

エンジン近接遮音カバー 

エンジン騒音低減 
・シリンダーブロックの剛性向上 
・吸気マニホールドの剛性向上 
・排気マニホールドカバーの防振構造化 

・エアクリーナーの容量増加 
・吸気消音器の追加／容量増加 

■ボンゴバンの騒音対策例
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環境への影響を最小限にするには、資源やエネルギーの効率的使用と外部への

排出の最小化、適正な処理が基本となります。2002年度は計画を１年前倒しで

達成した直接埋立廃棄物のゼロ化など、以下のような対策を行いました。

省資源活動

●目標と実績／ゼロエミッション宣言の達成

マツダは2003年度末までに、国内の全生産

拠点（開発、事務・技術領域を含む）で直接

埋立廃棄物をゼロレベル（’90年度比で５％

未満）にすることを計画していましたが、これを

１年前倒しして、2002年度に達成しました。

●副生物・廃棄物の低減とリサイクルの推進

ゼロエミッション達成のために取り組んだのが

廃棄物の発生量の低減とリサイクルの推進で

す。生産工程で排出される廃棄物の主なもの

として、金属くず、鉱さい、集じん砂、廃油など

があげられます。金属くずについては、まず鉄

板から型抜きを行う際に端材になる部分を最

小化して発生量を抑えると共に、鉄板端材や

切削屑などを固めてキュポラで熔解し、部品

に再利用する工場内リサイクルを行っていま

す。また、プラスチック屑や木製パレットも再

利用しています。

さらに発生した可燃性廃棄物については、廃

熱回収設備付き焼却炉で焼却し、回収した

熱エネルギー（蒸気）を工場で有効に再利用

しています。鉱さいや石炭灰、キュポラスラグ

については、工場外でセメント原料、土壌改

良材へリサイクルしています。金属類、鋳物廃

砂、プラスチック屑、廃紙・段ボールなどにつ

いても工場外リサイクルの対象品目としてい

ます。これらの結果、2002年度においては、廃

棄物発生量41万8千トン／年、総合リサイク

ル率98.3％となりました。

●排出量の低減と一般廃棄物の削減

油、切削液、汚泥などの発生量は、分離や精

製、濃縮、脱水を行う設備によって、排出量を

抑制しました。また、紙ゴミや空き缶、プラスチ

ック容器類などの事業所で発生する一般廃

棄物についても、分別収集の徹底やリサイク

ルの推進によって削減を行っています。

省エネルギー活動

●目標と実績

エネルギーを最大限に活用すると共に、生産

領域でのCO2排出量を1990年度比で2005

年度末までに５％削減、2010年度末までに

10％削減することを目標に省エネルギーに取

り組みました。2002年度は蒸気の供給効率

向上など、製造ラインにおけるエネルギーの

高効率利用・多段活用と不要時の消灯や空

調温度の適正化などのきめ細やかな省エネ

ルギー活動の展開や、生産量の変動や操業

形態の見直しなど工場運営の効率化を行っ

た結果、1990年度比でCO2排出量を20万ト

ン-CO2削減、35.7％もの削減を達成し、対

前年度（2001年度）比では、売上高が12.7％

増加したにも関わらず、6.8％の増加におさえ

ることができました。

●LNG（液化天然ガス）への燃料転換

広島本社工場で、2000年12月にLNGへの

燃料転換を完了したのに続き、防府工場で

も2002年5月から燃料転換を開始しました。

今後もLNGの利用拡大を進め、CO2の排出

低減に努めます。

生産

2002年度活動実績と今後の取り組み
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（温水） 

石炭→ 

（給水） 

原材料・エネルギー 

総合リサイクル率:98.3％ 

工　場 
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MISSION1.資源の有効活用を図ると共に、埋立処分廃棄物質を削減する
2.省エネルギーを推進し地球温暖化防止に寄与する
3.環境改善対策を推進する
4.事業活動に関わる人々の環境意識の高揚と部門自主管理を推進する
5.環境保全活動を通じて、地域との共生を図る

■2002年度の生産工程における副産物や廃棄物のリサイクル ■コージェネレーションシステム（防府工場西浦地区自家発電所）
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●コージェネレーションシステム

燃料から蒸気と電気などの複数のエネルギ

ーを取り出すことにより、電気だけを取り出す

場合の熱効率約40％に比べ、60～80％の

高い熱効率が得られるコージェネレーションシ

ステムの導入に、マツダは早くから取り組んで

きました。1987年、本社工場に業界初の大

型自家発電所を設置したのを始め、1993年

には防府工場に復水廃熱という未利用エネ

ルギーの活用や自動車工場特有のエネルギ

ー需要の大きな変動に対応できるように特許

考案した新しいタイプの自家発電所を設置し

ています。

クリーン生産活動

マツダの日本における生産拠点は、風光明媚

な瀬戸内海国立公園に面しています。マツダ

はこのすばらしい自然を「地域の財産」と考え、

環境への影響を極小化する「クリーン生産」の

実現をめざしています。このために、以下の項

目において、対策と管理を行っています。

●化学物質事前審査システム

生産工程で使用される油脂、薬品、塗料等

の原材料および副資材の新規購入に先立

ち、MSDS（化学物質等安全データシート）を

基に、労働衛生面、環境面への事前評価を

行い、使用禁止や削減、他の化学物質への

代替を積極的に進めています。

●PRTR＊（環境汚染物質排出・移動登録制

度）への取り組み

マツダが2002年度に使用し、報告を必要と

する対象物質群は17でした。2002年度は生

産台数が前年度比約5％増加しましたが、排

出量の削減を推進し、大気および水域への

排出量を約1％の増加に抑えることができま

した。（詳細実績は38～41ページのサイトデ

ータを参照）

●排水による汚濁防止

公共用水域への放流水について、マツダは

法規制よりも厳しい自主基準を定めて日常

管理を行い、規制値を十分な余裕率でクリ

アしています。また、工程系、生活系などそれ

ぞれの排水系統に対して適正処理を行うた

めに以下のような処理フローで排水の浄化

に努めています。

●大気汚染の防止

SOx（硫黄酸化物）やNOx（窒素酸化物）対

策、煤塵、粉塵、ミスト対策、さらにHC（炭化

水素）やVOC（揮発性有機化合物）対策につ

いて、法規制よりも厳しい基準を定め、除去

装置や低負荷型設備の導入や日常管理に

よって規制値を適切にクリアしています。（排出

状況は38～41ページのサイトデータを参照）

●感覚公害の防止

騒音や振動、臭気など人の感覚に係わるも

のについては、法令を充分に遵守していても

周辺の住民に不快感を与えることがあります。

マツダはこのことをしっかりと認識し、地域社

会との共生のため、今後とも発生源の改善

や防音・脱臭などの対策の強化を計画的に

進めていきます。

●その他の環境対策

全社の機械加工工程で使用されている切削

油剤について塩素フリー化を実施しています。

また、「廃棄物の処理および清掃に関する法

律」を遵守して、コンデンサーの絶縁油として

封入されているPCB（ポリ塩化ビフェニール）

を保管中です。なお2002年度末の保管台数

は270台です。

2002年度活動実績と今後の取り組み
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■廃水処理の概要（本社工場の処理フロー）
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＊PRTR（Polution Release and Transfer Register）
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環境への負荷を低減するためには、購買取引先と一体となった活動が必要です。
マツダではグリーン調達のために以下の取り組みを進めています。

グリーン調達

2002年度活動実績と今後の取り組み

購買取引先のISO14001
認証取得を促進

マツダは環境マネジメントシステム構築のた

め、自動車の部品や資材および自動車生産

用設備・要具の購買取引先に、ISO14001

認証の取得を要請し、その取得促進のため

先進的な取り組み事例などの情報提供や環

境意識の啓発などに努めてきました。

その結果、2002年度末に認証を取得した購

買取引先は前年度より109社増加し、累計

337社となりました。未取得購買取引先には

早期の取得実現に向け認証取得活動を促

進します。

環境対応型部品・資材・設備の購入

自動車の生産には多くの購入品が使われて

おり、環境への負荷を軽減するには個々の

部品や資材・設備においてどんな環境影響

があるかを的確に把握し、評価することが重

要です。マツダは部品や資材に含まれる有

害物質の調査と削減に取り組んできました。

また、エネルギー消費量を評価した設備調

達を開始するなど、グリーン調達の一層の促

進に取り組んでいます。

IMDSの活用による環境負荷物質調査

マツダは購買取引先と一体となったグリーン

調達によって、環境マネジメントシステムのさ

らなるステップアップを進めています。すでに

自動車部品に含まれる環境負荷物質の含

有量データを購買取引先から収集し、含有

状況の把握を進めたほか、2003年７月から

適用される欧州規制に対応するための、規

制対象物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ク

ロム）についての含有量調査を2001年度ま

でに終え、規制で要求される項目の対応を

完了しました。加えて、環境負荷物質の管理

と削減の強化に向けて、IMDS（国際材料デ

ータシステム）を活用した有害物質調査に着

手しました。すでにシステム構築は完了して

おり、2003年度には全車種の材料データを

入力し、データベースの確立を進めます。

IT技術の活用による紙の使用量削減

資源の有効活用の一環として、マツダは購

買取引先との情報交換において使用する紙

帳票の削減にも取り組んでいます。購買取

引先とマツダとの情報伝達システム「MGN

（マツダ・グローバル・サプライヤー・ネットワ

ーク）を2001年12月にスタートさせました。第

１ステップではマツダより購買取引先へ提供

する情報（紙帳票）の電子化を実現しました。

さらに、第２ステップでは購買取引先とマツ

ダの購買業務プロセスを電子化（電子承認、

電子文書保管等）することにより、双方向コ

ミュニケーションの効率化を図りました。そ

の結果、2002年度末には2000年度比で31

万枚／月の紙帳票削減を達成しました。

MISSION1.購買取引先のISO14001認証取得を促進
2.環境対応型部品・資材・設備の購入
3.IMDS活用による環境負荷物質調査
4.IT技術の活用による紙の使用量削減
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■環境負荷物質調査の取り組み■購買取引先のISO14001認証取得状況
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2002年度活動実績と今後の取り組み

部品の調達から製品の販売に至る物流領域では、
様々な環境保全への取り組みを進め効果を上げてきました。
今後もさらにクリーンな物流を実現できるよう活動を推進します。

物流

効率的な物流によるCO2排出削減

環境に与える影響を考慮してすべての物流

領域で効率的な運用に取り組んでいます。

■生産/調達物流領域

遠隔地から工場に向けての部品輸送では、JR

貨物を利用した鉄道や船舶輸送へのモーダ

ルシフトによる物流の合理化を進めてきました。

2003年には、輸送拠点を中心とした「ミルク

ラン（巡回集荷）」を新たに導入し、さらに効率

化を図っています。また、当社工場間のトラッ

ク輸送では、積載効率の高いセミトレーラーの

活用等で便数を減らし、2002年度はCO2排

出量を2,524トン／年削減しました。

■完成車物流領域

国内向け完成車輸送では、中国地方を除く

各地へは効率的な海上ルートを従来から採

用し、輸送全体の80%強を占めています。ま

た同時に全国主要地域11ケ所の中継拠点

を核に、他社との共同輸送、復荷を含めた輸

送効率の向上と輸送コストの低減ならびに新

車納車整備業務を主体とした各種業務の合

理化を進め、最適な物流システムを構築し、

環境負荷を低減しています。

＜他社との共同輸送拡大＞

1999年から、当社の海上ルート輸送につい

て他社との相互利用を進めています。その結

果、2002年度はCO2排出量を212トン／年

軽減しています。

＜輸送時の塗膜保護材の廃止＞

新車の搬送時には、ガードワックスやフイルム

で車体を保護していましたが、省資源、化学物

質の使用削減の観点から保護材を必要とし

ない塗料を開発。2000年から導入をはじめ、

2002年は引き続き、塗膜保護材を廃止する

車種・仕向け先などの拡大を図ってきました。

■KD（KnockDown）物流領域

海外の組立工場向けKD部品や海外向けお

客さま用部品は、従来、神戸へトラックまたは

内航船で輸送し神戸で輸出本船に積み込ん

でいましたが、1998年以来、広島から直接積

み出して釜山（韓国）・高雄（台湾）で輸出本

船に積み込むグローバルな搬送システムを導

入。国内搬送に関わる化石燃料の使用量の

削減によってCO2、窒素酸化物の排出を低

減しています。

■お客さま用部品物流領域

1994年より他社との共同輸送／鉄道輸送な

どの輸送モード変更によって輸送効率を高め、

排出ガス削減を継続しています。これに加え、

2000年初期には、首都圏のうち東京／山

梨／埼玉／群馬エリアの輸送拠点９ヶ所をひ

とつに集約させることにより、トラック積載率の

向上・トラック便数の削減を行いました。さら

に、2000年6月より上記の集約拠点へ輸送

している在庫補充部品について鉄道輸送を

開始し、CO2排出量の削減に努めています。

梱包・包装資材使用量削減

海外KD工場や国内外の販売会社向けの輸

送に用いる梱包資材については、繰り返し利

用できる包装資材への転換、再利用、木製

パレットの削減など「3R（①Returnable：循

環する、②Reuse：再利用する、③Reduce：

減量する）活動」を進め、省資源に取り組ん

でいます。（⇒2002年度実績は11ページに

掲載しています）

国内 
お客さま 

メーカー 完成車プール場 

流通センター 販売会社 

メーカー 

メーカー 

工 場 工 場 

メーカー 

拠点 

鉄道 

船舶 

専用船 

海外 
お客さま 

デポ ディーラー 船舶 

国内 
お客さま 

部品販売会社 販売会社 

海外 
お客さま 

ディストリビューター 販売会社 船舶 

現地港 海外工場 

船舶 
低公害車 

セミトレーラー 

工場間・工場内 

マツダ 部品メーカーなど 

完成車 

KDプール場 

KD物流 

パーツセンター 

サービスパーツ物流 

MISSION1.
CO2
2.

■物流図

全配備台数 電気自動車台数（内数）

トラック 239 0

フォークリフト 673 130

牽引車 369 369

その他 137 137

合　計＊ 1,418 636

■物流領域における
電気自動車導入状況

＊部品や完成車輸送に要する運搬は、輸送会社に委託しており、運搬車両は
マツダは保有していません。
＊部品の調達／工場内輸送に要する車両。
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物流を効率化し使用エネルギーを減らして

排出量を削減する

梱包・包装仕様の簡素化やリターナブル化を推進、材料の

再利用等を行い資材使用量を削減する
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2005年1月をめどに施行される自動車リサイクル法への対応や

損傷バンパーの回収・再生など、マツダは循環型社会の構築を企業の

責務と考え、取り組みを積極的に進めています。

自動車リサイクルへの取り組み

2002年度活動実績と今後の取り組み

自動車リサイクルヘ
向けた取り組みを加速

2002年７月に「使用済み自動車の再資源化

に関する法律」（自動車リサイクル法）が公布

され、2005年１月をめどに施行されます。この

新しい自動車リサイクル体制のもとでは、自動

車メーカーはリサイクルシステムにおいて中心

的な役割が求められ、自らが製造した使用済

み自動車から発生するフロン、エアバッグ、シ

ュレッダーダストを引き取り、これらを適正にリ

サイクル（フロンは破壊）する義務を負います。

マツダは、総合的なリサイクルシステムの構

築とその円滑な運用を、関連業界との緊密な

連携を持って実現できるよう、社団法人日本

自動車工業会が中心となって取り組む諸活

動に積極的に協力しています。

また、リサイクル率を向上するため、リサイク

ル材の自動車部品への再利用を増やすため

の用途の開発、プラスチック・ゴム部品のリ

サイクル技術開発などの取り組みを加速させ

ていきます。

2002年以降の新型車で
リサイクル可能率90％を達成

自動車リサイクル法を受けて、使用済み自動

車のリサイクル率は、2015年以降95％以上

の達成が必要になります。マツダはこれを踏

まえ、まず「2002年以降発売の新型車のリ

サイクル可能率を90％以上」にすることを目

標に掲げ、アテンザ、デミオ、ＲＸ-８などの車

で達成しています。

損傷バンパーを回収して
バンパーにリサイクル

マツダは販売会社での修理の際に出る、不

要になった損傷バンパーの回収と自動車部

品材料への再利用を1992年から進めていま

す。2002年度は40,358本を回収しました。

また、再生時に、バンパー表面の外板色の

塗膜を除去することで、より高い機械強度が

求められるバンパー補強用部品に2001年2

月より採用。さらに、より高い表面品質が求

められるバンパーへの再利用を2002年7月よ

り実現しました。

「フロン回収・破壊法」への適正な対応

2002年10月から施行された「フロン回収・破

壊法」に対応して、他の自動車メーカー等と連

携、協力しながら、カーエアコン付きの使用済

み自動車の廃棄に対する『自動車フロン引

取・破壊システム』を構築し、稼働させました。

また、2003年6月末までにフロン法で定めら

れていたフロン類回収実績の自治体への報

告について販売会社に対し法遵守に向けた

指導を行いました。

料金請求 

中古車 

使用済み 
自動車 

回収料金支払い 

回収料金支払い 

金属等 

再利用 
部品等 

リサイクル料金を前納 

料金支払 

解体業者 
リサイクルを適性に行い、
エアバッグをメーカー
等に引き渡す 

シュレッダー業者 
リサイクルを適正に行い、
シュレッダーダストをメ
ーカー等に引き渡す 

解体業者 
リサイクルを適性に行い、
エアバッグをメーカー
等に引き渡す 

有用部品市場 
有用金属等市場 

引取り業者 

フロン類 

資金管理 
法人 

エアバッグ 

車両所有者 

最終所有者 

シュレッダーダスト 

道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く 

自
動
車
抹
消
登
録
制
度 

自
動
車
製
造
業
者
・
輸
入
業
者 

インストルメントパネル 
振動溶着による分離容易化 トランクサイド  インシュレーター 

接着剤の変更による 
PVCとフェルトの分離容易化 

Bピラートリム 
接着方法の変更によるPPとPURの分離容易化 

ダッシュインシュレーター 
接着剤の変更による 
PVCとフェルトの分離容易化 

ドアトリム 
単一素材（PP）およびモジュール化による分解性向上 

フロアマット 
接着剤の変更によるPEとフェルトの分離容易化 

  PP ポリプロピレン 
  PVC 塩化ビニール 
  PUR ポリウレタン 

PE ポリエチレン 
PET PET樹脂 

リアコンソール 
保持方法の変更によるPPとPVC分離容易化 

トランクボード 
PET表皮からPP材料への単一化 

■自動車リサイクル法
（使用済み自動車に係る再資源化等に関する法律） ■アテンザのプラスチック部品のリサイクル性向上例

フロン回収機（HFC134a＋CFC12共用型）
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2002年度活動実績と今後の取り組み

販売会社では、自主的な指針を定め、環境法令の遵守や環境美化を進めています。

また、損傷バンパーの回収やフロンの適正処理などを通じ、環境保全に取り組んでいます。

販売店の取り組み

●自主的な取り組み指針「MECA21」を策定

マツダでは、マツダ販売店協会と共に自主

的な環 境への取り組み指 針として

「MECA21」（Mazda's Environment Care

Approach21）を策定し、さらに環境への取

り組みを販売会社表彰の資格要件として設

定することで、推進体制を強化しています。

また、「MECA21」への取り組みを積極的に

支援するために、マツダは販売店の営業、

サービススタッフ向けの行動マニュアル「マ

ツダ・エクセレント・ナビゲータ」や環境法令

を遵守し環境美化を進めるための事例集の

作成などを展開しています。

●バンパーの回収、リサイクル

修理や交換のために販売会社で発生する

損傷バンパーを全国から回収し、新車の樹

脂部品としてリサイクルしています。

マツダではISO14001の取り組みを開始して以来、事務部門においても環境負荷を減らす活動を推進しています。

グリーンオフィス

マツダ・エクセレント・ナビゲーター

MISSION1.事務系電力使用量の削減 3.廃棄物の分別徹底
2.コピー用紙の購入量削減

●特定フロン、代替フロンの回収・破壊

オゾン層に有害な特定フロン（CFC12）、地球

温暖化に影響のある代替フロン（HFC134a）

共に、全販売店へ回収機を配備し、適正な回

収および破壊を行っています。

販売会社 輸送会社 粉砕工場 

マツダ（株） 部品サプライヤー 再生工場 

回収依頼 

回収 

再利用・販売 ペレットを部品材料として再利用 

リサイクル 
部品搬入 

粉砕バンパーをペレット化 

搬入 

■バンパー回収／リサイクルの流れ

環境法令遵守＆環境美化のポイント集（New6S） 販売店におけるフロン回収

主な環境負荷の低減活動

●紙の使用量の削減

・各種情報のイントラネットサイトへの掲載、電

子データ化の推進。

・事務手続きおよび財務帳票等の作成を個

人のパソコンで共通の手順で処理できるよ

うにするワークフロー化の推進。

●リサイクルの拡大

・シュレッダーダスト（古紙）の緩衝材としての

活用。

・排紙分別による、リサイクル紙転用量の拡

大。

●省エネの推進

・照明やパソコンの不要時電源オフの徹底。

・アイドリングストップ運動の拡大。

2003 Environmental Report 
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最良の安全技術を適切に商品に反映することをポリシーに、

走行時におけるアクティブセーフティから乗員保護のためのパッシブセーフティ、

さらに歩行者の安全への配慮や交通環境まで、トータルな視点から安全技術の開発と進化に取り組んでいます。

安全性について

製品の安全性

車の安全性についての考え方

マツダは「安全」という最も大切な性能をクル

マ造りの中心に捉えて、様 な々性能を磨き上

げてきました。マツダがめざしているのは、最

高水準の安全性能。そのために各国の安全

基準はもとより、より厳しい社内基準を設けて

開発しています。さらに、安全性に関する研究

開発を強化するために、1990年には安全開

発推進委員会を設立し、安全ポリシーを掲げ

ました。

安全ポリシー

安全は自動車による心豊かな生活を支える

基本要件であるとの認識のもと、

１．お客さまの自動車の使い方と使用される

社会の交通環境を研究し、

２．安全技術の追求を行い、お客さまにとっ

て最良の技術を適切に商品に反映する。

この安全ポリシーをもとに、マツダでは、自動

車の事故の発生を積極的に予防する「アク

ティブセーフティ技術」と、万一事故が発生し

た場合の人への傷害を低減する「パッシブセ

ーフティ技術」の開発に取り組んでいます。ま

た、交通事故を防ぐためには、車や交通環

境、人の行動に着目した総合的な安全対策

が、今後ますます重要になると考えています。

さらに効率のよい、安全な交通環境の実現

は、自動車の使用段階において環境に与え

る影響を少なくできると考えています。マツダ

は、先進技術を活用して、将来の安全技術に

取り組んでいます。加えて、国土交通省が推

進する先進安全自動車「ＡＳＶ（Advanced

Safety Vehicle）」開発推進プロジェクトや、

次世代の高度道路交通システム「ＩＴＳ

（Intelligent Transport Systems）」のプロ

ジェクトにも参画しています。

安全技術

■アクティブセーフティ技術

走行性能面では、4W-ABS、EBD（電子制御制

動力配分システム）によって制動性能をサポート

すると共に、横滑りを防ぐDSC（ダイナミック・スタ

ビリティ・コントロール）も採用し、より安心して運転

できるようにしています。また、撥水機能付ガラス

やレベリング機構付ディスチャージヘッドランプな

どにより、ドライバーの視認性を高めています。

■パッシブセーフティ技術

ボディは、衝突時の衝撃を吸収するクラッシャブ

ルゾーンと強固なトリプルＨ型構造を組み合わせ

た高剛性安全ボディ“MAGMA（マグマ）”を開

発、進化させ、乗員の安全を確保するようにして

います。

車室内では、プリテンショナー＆ロードリミッター機

構付フロントシートベルトや衝撃吸収ソフトインテ

リア、頸部衝撃緩和フロントシート、膨らむ強さ

を２段階制御する運転席＆助手席エアバッグシ

ステム、カーテン＆フロントサイドエアバッグシス

テムなど乗員の安全のための装備を導入してい

ます。さらにマツダは、歩行者の安全に配慮した

車体前部構造も開発しています。

安全性の検証

確かな安全性を実現するため開発時にさまざま

な検証を行っています。スーパーコンピューター

を駆使した最新の衝突解析技術、減速式衝突

シミュレーターや実車による様 な々方向からの衝

突実験等による綿密な検証を行い、安心してお

使いいただける製品の提供に努めています。

 

プリテンショナー＆ロードリミッタ
ー機構付フロントシートベルトと
膨らむ強さを２段階に制御するデュ
アルステージタイプ運転席＆助手
席エアバッグを全車に標準装備。 

軽量アルミ製ボンネットのインナーパネ
ルに多数のくぼみ（ショックコーン）を設
置することでエネルギー吸収効率を高
め、万一の際に歩行者が頭部に受ける傷
害を軽減。 

オフセット前面衝突時に、衝撃エ
ネルギーをキャビンの前で３方向
に分散させ変形を抑える衝撃分
散三叉構造を採用。 

リアドア内に設けたアルミ製補強材と縦に配置し
た高張力鋼管から成る“ビルトインピラー”によっ
て、センターピラーレスでありながら通常の４ドア
セダンと同等以上の側面強度を実現。 

クラッシャブルゾーンで衝突時の衝撃を吸収し、フ
ロア／サイド／ルーフをＨ型構造で強固に組み合
わせたトリプルＨ型構造でキャビンの変形を抑え
るマツダ独自の高剛性・安全ボディ“ＭＡＧＭＡ” 

下肢へのダメージを軽減する 
クラッシャブルブレーキペダル 

トップテザーアンカー付ISO-FIX 
対応チャイルドシート固定機構 

頸部への衝撃を緩和する 
フロントシート 

ピラーとルーフサイドのトリム部分に 
衝撃吸収ソフトインテリアを採用 

歩行者保護のための衝突試験に用いられたボンネット

■RX-8における衝突時の安全対策
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安全性について

安全で健康で生き生きとした職場づくりと従業員の活性化は、すべての活動の原動力です。
人間尊重を基本理念とするゼロ災運動に取り組んで20数年が経過しました。
現在では運動の範囲を広げて安全健康管理水準の継続的な向上を図っています。

安全衛生

全社を挙げた安全健康活動の推進

マツダでは、従業員の活性化のため、職場の

安全面、衛生面や個々人の健康維持のため

の取り組みを進めてきました。

これらに関わる項目を安全・衛生・健康・防

火・交通5項目にまとめ、年度ごとの計画を

作成し、各担当部署ごとに活動しています。

活動結果については、定期的に進捗状況を

安全衛生委員会に報告して改善を図り、

PDCA（Plan Do Check Analysis）サイクルに

よる徹底した管理を行っています。

■安全

休業度数、災害度数などによる管理を行い、

労働災害のない安全な職場づくりを目標とし

ています。

■衛生

快適な職場づくりをめざし有害な環境の改善

を目標としています。

■健康

個々人の健康管理やメンタルヘルス活動の

充実を図り、疾病休業の低減を目標としてい

ます。

■防火

防火・防災対策を進めリスク管理の徹底を目

標としています。

■交通

交通安全モラルを高め、すべての人の規範

となる安全運転マインドの向上を目標として

います。

安全健康活動活性化システム

当システムは、管理監督者の従業員の安全

衛生健康に関するマネジメントをサポートする

ためのツールとして活動の継続的な改善を図

るために1994年から導入したものです。安全

衛生関係法規、社内規定、活動施策などか

ら16項目を評価項目として、管理推進し、各

階層ごとの役割を明確化することでプロセス

の改善を推進しています。

マネジメントの評価を数量化することでPDCA

の徹底を図っています。

2002年度の活動

2002年度は、「2次オールマツダゼロ災」活

動の初年度でもありました。おおむね目標

を達成しており、本社および本社工場では、

厚生労働省規定の第4種無災害記録も達

成。2370万時間の無災害を継続しています。

専任安全管理者 

安全チーム 

全社総括案全衛生管理者 

人事本部長 

総合安全衛生管理者 

専任衛生管理者 

衛生チーム 

健康保険組合 

専任健康管理者 

健康管理センター 

オールマツダ安全衛生大会

■組織図（全社スタッフ）

■疾病休業件数推移

年　数 休業件数率

1999年 12.1

2000年 12.1

2001年 10.1

2002年 7.7

■労働災害発生件数推移

年　数 災害件数 休業度数率

1999年 9 0.20

2000年 8 0.19

2001年 6 0.16

2002年 3 0.11

労使トップによる安全衛生職場巡視

2003 Environmental Report 
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マツダは「良き企業市民」として社会から信頼され、愛されることをめざし、様 な々社会貢献活動に取り組んでおり、

主として、ボランティアや人的貢献など、地域社会のニーズに即した活動を推進しています。

また、マツダ財団による科学技術の振興や青少年健全育成の助成などを行っています。

社会活動

社会貢献活動

企業の基本的な役割は、社会に役立つ商品

やサービスを提供し、人々の生活を豊かにす

るという経済活動を通じて、社会全体の繁栄

に寄与することです。

しかし、企業はこうした経済的存在であると同

時に、社会的存在でもあります。マツダは、新

しい価値を創造し、最高のクルマとサービス

により、お客さまに喜びと感動を与え続けるこ

とをビジョンとしています。そして、企業活動を

行うにあたっては、「良き企業市民」として社会

から信頼され、愛される企業をめざして、さまざ

まな社会貢献活動に取り組んでいます。

マツダ地域貢献委員会

マツダは社会貢献活動のなかでも、特に地域

社会のニーズに即した活動を積極的かつ永

続的に展開することを重視しています。

地域社会はグループ企業の存在基盤であり、

地域の人 に々喜ばれ、感動を分かち合い、手

を携えていくコミュニティ活動こそ、良き企業

市民としての大切な役割であるとマツダは考え

ます。

その活動基盤として、1993年、マツダの役員

を委員長とし、社内関係部門およびグループ

企業を代表する委員からなる「マツダ地域貢

献委員会」を設立しました。マツダの地域貢

献活動は、同委員会と運営の主体となる推進

委員会を中心に展開しています。その活動の

大きな特徴は「地域のニーズに即した人材に

よる貢献」を行うことです。

マツダスペシャリストバンク

「マツダ地域貢献委員会」が推進する地域貢

献活動の中心となっているのが「ヒトによる貢

献」です。地域社会が諸活動やイベントなどを

実施する際に、人材が必ずしも十分でない例

も多いため、その一助となることを願って人的

貢献のための組織となる「マツダスペシャリス

トバンク」を1994年に設立しました。

これはマツダおよびグループ企業の社員のな

かで、専門的な知識・技術・技能や長年培っ

てきた特技・趣味などを有する人材を登録し、

地域からのいろいろな派遣要請に応えていこ

うとするものです。その人材は業務（部門）、業

務（個人）、スポーツ、文化・その他の４分野に

わたって登録され、環境をテーマにした講演会

や学校の授業の講師、健康管理に関する講

演・実技指導、スポーツ教室の指導、地域イ

ベントでの芸能実演など、多岐にわたる地域

貢献活動を行っています。

設立以来2003年3月までに約1,500件の派

遣を行っており、2002年度の派遣件数は263

件でした。

基本理念 活動方針 

●マツダの地域貢献ツリー● 
マツダグループでは、地域に根ざした様々な活動を行っています。 

企業活動を通じて、地域の経済・産業の活性化に寄

与する「良き企業市民」として、地域との連帯・共生

に努め、豊かなまちづくりに貢献する。 

学術・教育 
● 科学技術振興研究助成（マツダ財団） 

● 青少年健全育成研究助成（マツダ財団） 

● 大学講義（マツダ財団） 

● 中学校・高校への講師派遣 など 

環境保全・防災 
● 地域清掃・会社周辺清掃 

● 消防車・救急車の地域出動協力 など 

地域振興 
● 地域経済団体への出資・人材派遣 

● 青少年市民活動の支援（マツダ財団） など 

地域交流 
● ひろしまフラワーフェスティバル参加 

● マツダミュージアム開設、一般公開 など 

文化・芸術 
● 講演会（マツダ財団） 

● 広島交響楽団支援 など 

国際交流 
● マツダ／YFUスカラシッププログラム 

● 国際交流団体への出資、人材派遣 

● 留学生への奨学金支援 など 

社会福祉・医療 
● 福祉車両／車いす寄贈 

● マツダ病院の地域開放など 

スポーツ 
● 広島東洋カープ出資 

● サンフレッチェ広島出資、人材派遣 

● コミュニティ駅伝大会開催 など 

マツダグループ 

地　域 

マツダ 
ボランティアセンター 

マツダ 
スペシャリストバンク 

●地域のニーズに即した活動を行う。 

●マツダグループ各社との連携を図る。 

●活動は継続性のあるものにする。 

●社員のボランティア活動を重視し、支援する。 

●社員の地域とのふれあい機会を増やす。 
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社会活動

マツダボランティアセンター

1996年、マツダは社員のボランティア活動を

支援することを目的に「マツダボランティアセ

ンター」を設立しました。これはボランティア活

動を希望するマツダおよびグループ企業の社

員を登録しておき、地域の諸団体からのボラ

ンティア協力要請に応えていこうとするもので

す。「マツダスペシャリストバンク」登録者が専

門的な知識・技能・特技を生かして地域のニ

ーズに応えるのに対し、「マツダボランティアセ

ンター」は、地域の人 と々共に汗を流して活動

し、体験や共感を分かち合うことを目的として

います。その活動例の主なものは、地域清掃

などの環境美化、福祉イベントの手伝いや介

助、ホームステイの受け入れなどの国際交流

の手伝い、地域イベントやお祭りの手伝いな

どとなっており、多彩な人的地域貢献を行っ

ています。

マツダ財団

「マツダ財団」は1984年、科学技術の振興と

青少年の健全育成のための助成等を行い、

世界の人 が々共に繁栄を分かち合い、心豊か

に生きることのできる社会づくりに寄与するこ

とを目的に設立されました。

循環型社会の構築や市民活動の活性化の

ための研究等への助成を中心に、若手研究

者主催の研究会・学会への助成、地域密着

の市民活動の支援、広島大学とアジア各国

との研究交流支援、広島地区の大学への寄

付講義や講演会などを行っています。さらに子

供たちの創意工夫を育む科学体験合宿事業

も、広島市の財団・企業等と連携して実施し

ています。これまでの累積研究助成実績は、

2002年度分を含めて合計954件、9億2340

万円となっています。

●2002年度の研究助成金額

2002年度は、全国の大学・研究機関等から

応募があり、その中から「科学技術振興関係」

として公募30件と特定課題1件について、助

成金額3,600万円を、また「青少年健全育成

関係」として公募4件、助成金額300万円の

研究助成を決定しました。合計では35件、総

額3,900万円となります。

●2002年度の研究助成内容

《科学技術振興関係の研究助成》

科学技術の発展に寄与する優れた30件の研

究に助成を行いました。このうちマツダ財団が

重点をおいている「循環・省資源工学」分野

では、植物素材だけからなる環境調和型の複

合材料を創製し、プラスチック材料の代替を

めざした「セルロース系自己補強性複合材料

の創製と機能発現」（神戸大学）、赤潮発生

を精度よく予測できるシステムの構築をめざし

登録 登録 

マツダスペシャリストバンク 

グループ社員・OB

マツダボランティアセンター 

マツダ地域貢献委員会 マツダ財団 

環境美化・社会福祉 文化・教育・科学・スポーツ 他 地域振興支援 

グループ推進委員会 

事務局（総務部） 

グループおよび各社の地域貢献活動 

地域交流・国際交流 

地　域　社　会 

マツダスペシャリストバンク：
環境をテーマにした中学校での授業に講師を派遣

マツダボランティアセンター：
労使協働によるクリーンキャンペーンへの参加

た「海洋資源循環モデルと海洋微生物の生

態系モデルを用いた赤潮予測システムの研

究」（広島市立大学）など8件を選定しました。

また、特定課題「アジア地域高等教育支援」

は、広島大学で実施される技術系学生のア

ジア海外研修プログラム「国境を超えるエン

ジニア」への助成を決定しました。

《青少年健全育成の研究助成》

2001年度に引き続き、青少年健全育成にか

かわる市民活動の活性化に役立つ実践的な

研究を助成対象としました。「サタデースクール

における子どものプロジェクト学習と学びのコ

ミュニティづくり」（関西大学）のほか、「ボランテ

ィア活動に対するネガティブ要因払拭の研

究」（比治山大学）、などの４件を決定しました。

●2002年度の市民活動支援

次代を担う青少年の心豊かな成長の一助と

なる、地域に密着した活動18件、支援金額

580万円の支援を決定しました。このうち環

境に関するテーマでは「手づくりミュージアム

～地域における参加型学習活動を通した環

境教育～」「レインボー自然学校“センスオブ

ワンダー”」など6件を支援しました。

■マツダグループの社会活動の概要

■2002年度 
  スペシャリストバンク対応状況 

マツダスペシャリストバンクの活動実績 

社会・ビジネス 26％ 

芸能実演 25％ 

環境・技術 10％ 

健康・医療 9％ 

スポーツ 6％ 

 

その他・講演・指導 10％ 

年度 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002

派遣件数 

315件 

329件 

238件 

196件 

263件 

2003 Environmental Report 
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マツダの環境取り組み経緯

●1962年２月
「キャロル360」にCO2の排出量を低減する
クロスフロータ
イプのエンジン
を採用

●1965年
排出ガス対策会議を設置

●1966年8月
「ルーチェ1500」にブローバイガス還元装置
を装着

●1967年12月
排気ガス研究センターが完成

●1968年8月
日本初のコンピューターによる排気ガス自
動分析処理システムを開発

●1973年
米国マスキー法（大気浄化法）対策をしたロ
ータリーエンジン車「RX-3」「RX-４」が米国
環境保護局のテストに合格

●1973年6月
通産省より低公害車優遇税制の適用第１号
の指定を受けた
「ルーチェAP」を
発売

●1976年
排出ガスクリーン化のため三元触媒システ
ムを採用

●1981年
「安定燃焼方式を採用した小型ガソリン機
関の開発」で日本機械学会賞を受賞

●1990年4月
「低公害小型直噴ディーゼル機関の研究」
で科学技術庁長官賞を受賞

●1993年
リーンバーンエンジン用三元触媒を開発

●1997年
カペラ全車にDバーン（希釈燃焼方式）エン
ジンを搭載

●1998年
排出ガス浄化のため高耐熱低温活性触媒
を採用

排出ガスのクリーン化

●1966年
電気自動車の開発に着手

●1968年
「ファミリアバン」電気自動車を試作

●1970年1月
万国博覧会の通信施設サービスカーとして
電電公社（当時）に「ファミリアバン」電気自
動車10台を納車

●1970年10月
東京モーターショーにハイブリッドカー
「EX005」を出展

●1971年4月
通産省工業技術院の大型プロジェクト制度
による電気自動車研究会のメンバーになる

●1976年3月
朝日新聞社に「タイタン」ハイブリッド車を１
台納車

●1979年
メタノール車の研究開発に着手

●1991年10月
水素ロータリーエンジン搭載車「HR-X」を
東京モーターショーで発表

●1992年11月
「カペラカーゴ」をベースにした圧縮天然ガ
ス自動車を開発

●1993年１月
「ユーノスロードスター」をベースにした電気
自動車を開発

●1994年3月
水素自動車の走行テストを開始

●1997年12月
「デミオFC-EV」を開発。燃料電池システム
とウルトラキャパシターを搭載

●1998年
フォード、ダイムラー・クライスラー、バラー
ドの３社による国際的な燃料電池技術開発
の共同事業に参画

●2001年
「プレマシーFC-EV」を開発。運輸大臣認可
によりナンバーを取得し、燃料電池車として
は国内初となる公道走行試験を実施

クリーンエネルギー車の開発

●1975年1月
本社の宇品東地区内で廃棄物処理センタ
ーが稼動

●1988年
鋳物生産工程で発生する砂状の副生物、ス
ラグを土壌改良材やアスファルトの下に敷
く路盤材として発売

●2001年
工場からの廃棄物の埋め立て処分量を1990
年比で70％以上削減

ゼロエミッションへの取り組み

●1970年4月
工場内の無人運搬システム（電動搬送車）
を稼動

●1991年
マツダグループの整備拠点にフロン回収機
の配備を開始

●1998年8月
本社工場の熱源ガスをCO2排出の少ない
LNGへ燃料転換を開始

クリーン生産への取り組み

プレマシーFC-EV

水素自動車HR-X 水素ロータリーエンジン

3ウェットオン塗装システム

●2002年7月
新型MZRエンジンの機械加工ラインで環
境への負荷を軽減

●2002年7月
世界初の環境にやさしい新塗装技術を開発
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マツダの環境取り組み経緯

●1981年2月
「ダクタイル鋳鉄連続無酸化焼鈍炉の燃料
削減」で中国通商産業局長賞を受賞

●1984年2月
「低周波誘導溶解炉操業における省エネル
ギー」活動で資源エネルギー庁長官賞受賞

●1985年2月
「窒素焼結実用化によるブタンガスの節減」
で通産大臣賞受賞

●1988年2月
「ターボコンプレッサー高効率運転による電力
節減」で省源エネルギー庁長官賞を受賞

●1987年11月
広島本社の発電所に業界初の大型コージ
ェネレーションシステムを導入

●1992年2月
「廃棄物焼却処理における省エネルギー」活
動で資源エネルギー庁長官賞を受賞

●1993年7月
防府工場にマツダが独自開発した世界初
の新コージェネレーションシステムを導入

●1994年2月
「発電設備における低温廃熱回収」で省エ
ネルギーセンター会長賞を受賞

●1995年2月
「ショットピーニングの低速投射化による動力
費低減」で中国通商産業局長賞を受賞

●1997年2月
「消費特性視覚化による省エネルギー診断
システムによる新しい省エネ戦略」が最優秀
省エネ事例として通産大臣賞を受賞

●1998年2月
「蒸気潮流監視システムの開発」で中国通
商産業局長賞を受賞

●1999年2月

●2000年2月
「エアブロー最適利用によるエアー消費量
の削減」が最優秀省エネ事例として通産大
臣賞を受賞

●2001年2月
「取鍋の放熱ロス対策による電力消費量の
低減」で省エネルギーセンター会長賞を受賞

●2002年2月
「エンジン工場の理論的アプローチによる
省エネ取組」で省エネルギーセンター会長
賞を受賞

●2002年
「セミドライ加工による省エネルギー機械加
工ラインの実現」が最優秀省エネ事例として
経済産業大臣賞を受賞

省エネルギーへの取り組み

●1990年
リサイクルステアリングコミッティを設置

●1991年
一部の専用紙を除き再生紙へ切り替え開
始。コピー紙、名刺、広報誌の再生紙割合
は100％

●1991年6月
6月発売の「ユーノスプレッソ」からプラスチ
ック部品に国際基準のISO1043、1629に
準じた材質表示を採用開始

●1992年１月
国内の一部地域の販売店を対象に損傷バ
ンパーの回収活動を開始。さらに国内での
回収活動を1999年末に全国展開

●1996年11月
「デミオ」の用品にペットボトルから作られた
100％再生ポリエステル繊維を表皮に使用
したフロアマットを採用

●1998年2月
使用済み自動車のリサイクル推進に向けた
「自主行動計画」を策定

●2000年4月
技能・技術系社員
の上下作業服にペ
ットボトルリサイクル
繊維を採用

●2001年2月
市場から回収した損傷バンパーをアンダー
カバー等の材料として再利用すると共に、塗
膜除去して付加価値を高めた再生材を用い
たバンパー補強用部品として再利用を開始

リサイクルへの取り組み

●1993年3月
社長を議長とする「マツダ地球環境会議」を
設置

環境マネジメント／その他

塗膜除去済み再生材ペレットと同再生材を使用したバンパー補強用部品

2003 Environmental Report 

●2001年12月
モジュール基材用の高強度プラスチック技
術を開発
●2002年9月
「環境報告書2002」を発行

●1999年4月
アルデヒド除去剤「ライフブレス」を開発

●2001年9月
「環境報告書2001」を発行

●2001年6月
「環境報告書2000」WEB版を発行

●2000年10月
MECA21を策定

●2000年6月
マツダテレマティックスセンターを開設

●2000年6月
広島地区が「ISO14001」を取得　

●2000年6月
AAIが「ISO14001」を取得

●2000年5月
AATが「ISO14001」を取得

●1999年9月
防府中関工場が「ISO14001」を取得

●2002年12月
先進安全自動車（ASV）の公道走行試験を開始

●1992年4月
「マツダ地球環境憲章」を制定
●1992年6月
環境冊子「Action」発行

●1997年11月
大気環境保全のためマツダグループをあげ
て「アイドリング・ストップ運動」に協力

●1993年3月
「環境に関する行動推進計画（マツダ環境
ボランタリープラン）」を策定
●1996年3月
「環境に関する行動推進計画（マツダ環境
ボランタリープラン）」を改定
●1993年6月
環境保全活動をアピールする「環境シンボ
ルマーク」を設定

●1998年9月
防府西浦工場が「ISO14001」を取得

「工作機械ギアボックスのエア低減対策」

で省エネルギーセンター優良賞を受賞
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サイトデータ

［三次事業所］

■所在地 広島県三次市東酒屋町551-1

■操業年月日 1974年5月

■主要生産品目 エンジン

■従業員数 157名（2002年9月末）

■IＳＯ14001取得年月　2000年6月　　　

■敷地面積（建物延面積） 1667千平方メートル（64千平方メートル）

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、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、セレンはすべて
ＮＤであった。

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

ｐＨ(淡水系) － 5.8～8.6 7.7 6.9 7.2

ｐＨ(海水系） － 5.5～9.0 7.6 6.9 7.2

ＢＯＤ 120 4.6 0.6 2.3

ＣＯＤ 15 12 2.2 6.1

ＳＳ 150 15 ND ＜4.7

油 5 1.3 ND ＜0.6

銅 3 0.01 ND ＜0.01

フッ素（淡水系） 8 0.3 ND ＜0.2

フッ素（海水系） 15 6.5 0.2 2.1

亜鉛 5 1.8 0.02 0.31

溶解性鉄 10 0.9 ＜0.2

溶解性マンガン 10 0.8 ＜0.3

全窒素 60 42 0.2 6.3

全リン 8 6.2 0.01 1.3

大腸菌郡数 個/cm3 3000 1720 0 142

フェノール 5 0.03 ND ＜0.02

鉛 0.1 0.01 ＜0.01

クロム 2 0.03 ND ＜0.01

ホウ素（淡水系） 10 0.8 0.3 0.5

ホウ素（海水系） 230 1.3 0.1 0.8
アンモニア、アンモ
ニウム、亜硝酸、硝
酸化合物

100 4.4 1.9 3.1

大気汚染物質 単位 規制値 実績値
（最大）

NOx

ボイラー ppm

300 182

230 198

150 77

乾燥炉 ppm 250 99

溶解炉 ppm 180 107

ディーゼルエンジン ppm 950 863

加熱炉 ppm

200 117

180 35

150 52

焼却炉 ppm 450 90

ばいじん

ボイラー

0.20 0.0099

0.25 0.197

0.10 0.0028

乾燥炉
0.30 0.0054

0.35 0.022

溶解炉
0.20 0.117

0.10 0.063

ディーゼルエンジン 0.10 0.07

加熱炉
0.25 0.079

0.20 0.01

焼却炉 0.25 0.18

SOx K値規制 － 7 1.4

ダイオキシン 廃棄物焼却炉 80 0.21

●2002年度　PRTR環境汚染物質排出・移動量

物質番号 対象物質群 取扱量 消費量 除去量
移動量

大気 水質 土壌 排出量 廃棄物量
リサイクル量

1 亜鉛の水溶性化合物 12,953 0 207 0 207 11,321 0 1,425 0 

30 ４，４’－イソプロピリデンジフェニルと１－クロロ－２，３－エポキシプロパンの重縮合物 7,202 0 0 0 0 7,202 0 0 0

40 エチルベンゼン 207,392 123,628 0 0 123,628 71,772 11,992 0 0

43 エチレングリコール 1,056,037 6 0 0 6 1,055,735 296 0 0 

63 キシレン 1,129,209 607,936 0 0 607,936 332,116 189,157 0 123,219

68 クロムおよび３価クロム化合物 81,537 0 0 0 0 80,641 0 869 27

69※ ６価クロム化合物 2,864 0 0 0 0 1,995 869 0 0 

179※ ダイオキシン類 29.44 27 0.84 0 27.84 0 0 1.6 0

198 １，３，５，７－テトラアザトリシクロ[３．３．１．１３．７]デカン 99,752 0 0 0 0 99,752 0 0 0 

224 １，３，５－トリメチルベンゼン 37,744 16,752 0 0 16.752 19,581 1,411 0 0

227 トルエン 957,934 261,709 0 0 261,709 641,818 22,749 0 31,658

231 ニッケル 14,584 0 0 0 0 14,525 0 0 59

232※ ニッケル化合物 3,177 0 384 0 384 1,093 0 1,700 0 

266 フェノール 782,017 19 23 0 42 781,975 0 0 0 

299※ ベンゼン 28,118 102 0 0 102 28,016 0 0 0 

310 ホルムアルデヒド 300,087 5,860 0 0 5,860 294,227 0 0 0 

311 マンガンおよびその化合物 5,352 0 275 0 275 3,512 0 1,565 0

●2002年度環境データ

本社工場

本社工場

［本社工場］

■所在地 広島県安芸郡府中町3-1

■操業年月日 1931年3月

■主要生産品目　乗用車、トラック、エンジン、自動車用手動変速機

■従業員数 14,601名（2002年9月末）

■IＳＯ14001取得年月　2000年6月　　　

■敷地面積（建物延面積） 2247千平方メートル（1796千平方メートル）

排水の放流先：猿猴川、海田湾

サイトレポート：広島地区

mg/R
mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R

mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R

mg/R
mg/R

mg/R

g/m3N

g/m3N

g/m3N

g/m3N

g/m3N

g/m3N

（※印は特定第一種指定化学物質取扱量500kg／年以上を記載）
（第一種指定化学物質取扱量5,000kg／年以上を記載）

[単位：kg／年、ダイオキシン類のみmg-TEQ／年]

ng-TEQ/m3N

ND

ND
ND
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サイトデータ

広島地区の環境基本方針

広島地区では『資源・エネルギーを大切にし、社会や地域と調和した、

クリーンな事業活動を目指します』を基本方針に揚げて活動していま

す。具体的には「廃棄物量の低減、エネルギー使用の抑制」等をとお

して環境負荷の低減に努め、広島地区の従業員だけでなく、マツダ

グループ全体にも環境に対する取り組みを広げていきます。

（常務執行役員　山木　勝治）

●2002年度　PRTR環境汚染物質排出・移動量

大気汚染物質 単位 規制値 実績値
（最大）

NOx
ボイラー ppm 250 197

ディーゼルエンジン ppm 950 812

ばいじん
ボイラー 0.30 0.143

ディーゼルエンジン 0.10 0.086

SOx K値規制 － 17.5 10.5

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

ｐＨ － 5.8～8.6 7.9 7.3 7.6

ＢＯＤ 70 13 1.3 3.8

ＳＳ 70 11 1.2 4.9

油 5 0.7 ND ＜0.5

フッ素 8 0.4 0.4 0.4

亜鉛 5 0.01 0.01 0.01

溶解性鉄 10 0.2 0.2 0.2

溶解性マンガン 10 0.7 ND ＜0.4

全窒素 60 0.4 0.4 0.4

全リン 8 0.04 0.04 0.04

大腸菌郡数 個/cm3 3000 520 0 138

ホウ素 10 0.05 0.05 0.05

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、銅、フ
ェノール、クロム、アンモニア、アンモニウム、亜硝酸、硝酸化合物はすべてＮＤであった。

物質番号 対象物質群 取扱量 消費量 除去量
移動量

大気 水質 土壌 排出量 廃棄物量
リサイクル量

40 エチルベンゼン 7,505 466 0 0 466 7,039 0 0 0 

63 キシレン 34,282 1,601 0 0 1,601 32,681 0 0 0 

227 トルエン 62,761 664 0 0 664 62,097 0 0 0 

299※ ベンゼン 2,780 10 0 0 10 2,770 0 0 0 

■三次自動車試験場 

■植樹後5年、順調に育成する桧 

環境保全の取り組み事例 
三次自動車試験場の山林の整備 

マツダは三次自動車試験場（広島県三次市）内の山林を1998
年度から10年計画で整備しています。2003年度は2.8ヘクター
ルを整備する計画ですが、2007年度までに25ヘクタールの森林
の整備をめざしています。 
これは、場内の山林で赤松の山林の松食い虫被害が確認され
ており、地域の自然を守り、景観を美しく保つと同時に、防災の
観点から山林整備を進めているものです。 
枯れ木や潅木の伐採、適正な植樹の植栽などを進め山林の景
観と治水機能を回復させようとしています。これらは「山林整備
10年計画」に基づいて森林組合の指導を受けながら区域を分
けて計画的に進めています。 

緑地整備 

2002年度活動のトピックス⑧ TOPIC 2002： 8

●2002年度環境データ
三次事業所

三次事業所

排水の放流先：馬洗川

■本社工場

mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R
mg/R

mg/R

mg/R

g/m3N
g/m3N

（※印は特定第一種指定化学物質取扱量500kg／年以上を記載）
（第一種指定化学物質取扱量5,000kg／年以上を記載）

[単位：kg／年、ダイオキシン類のみmg-TEQ／年]

2003 Environmental Report 
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サイトデータ

大気汚染物質 単位 規制値 実績値
（最大）

NOx
ボイラー ppm

150 150

250 36

乾燥炉 ppm 230 200

ばいじん

ボイラー

0.25 0.11

0.20 0.047

0.10 ＜0.001

乾燥炉

0.35 0.024

0.30 0.027

0.20 0.0065

SOx
K値規制 － 4.5 1.1

総量規制 m3N/h 52.66 4.69

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

ｐＨ － 5.0～9.0 7.0 5.8 6.5

ＣＯＤ 40 14.6 3.3 9.1

ＳＳ 30 13 0.5 1.9

油 2 0.7 ＜0.5

亜鉛 5 0.09 0.03 0.06

全窒素 60 14 1.7 5.1

全リン 8 5.9 0.27 2.4

大腸菌郡数 個/cm3 3000 280 16 148

フェノール 5 0.09 ＜0.05

ホウ素 230 0.2 0.1 0.2

フッ素 15 1.1 0.98 1

アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 100 1.9 0.39 1.1

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、クロム、銅、溶解性マンガ
ン、溶解性鉄はすべてＮＤであった。

［中関地区］ 排水の放流先：大海湾

大気汚染物質 単位 規制値 実績値
（最大）

NOx ボイラー ppm 180 85

ばいじん

ボイラー 0.30 0.027

加熱炉
0.25 ＜0.001

0.20 0.0098

溶解炉 0.20 0.01

SOx
K値規制 Ｋ値 4.5 0.38

総量規制 m3N/h 27.90 0.83

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均

ｐＨ － 5.0～9.0 7.9 7.5 7.7

ＣＯＤ 40 18 3.3 10

ＳＳ 30 6.9 ND ＜0.5

油 2 1.5 ND ＜0.5

亜鉛 5 0.12 0.05 0.09

全窒素 60 14 0.9 6.2

全リン 8 0.24 0.13 0.19

大腸菌郡数 個/cm3 3000 460 4 232

ホウ素 230 0.5 ND ＜0.1

フッ素 15 0.1 ND ＜0.1

アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 100 5.6 3.9 4.8

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、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、銅、溶解性鉄、溶解性マン
ガン、クロム、フェノールはすべてＮＤであった。

●2002年度環境データ

［西浦地区］ 排水の放流先：大海湾

［中関地区］

■所在地 山口県防府市大字浜方字大浜一の桝415-8

■操業年月日 1981年12月

■主要生産品目 変速機

■IＳＯ14001取得年月　1999年9月　　　

■敷地面積（建物延面積） 537千平方メートル（100千平方メートル）

［西浦地区］

■所在地 山口県防府市大字西浦888-1

■操業年月日 1982年9月

■主要生産品目 乗用車

■従業員数 3,269名（2002年9月末／中関含む）

■IＳＯ14001取得年月　1998年9月　　　

■敷地面積（建物延面積） 792千平方メートル（297千平方メートル）

サイトレポート：防府地区

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

g/m3N

g/m3N

g/m3N

g/m3N

g/m3N

ND

ND
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●2002年度　PRTR環境汚染物質排出・移動量
［西浦地区］

物質番号 対象物質群 取扱量 消費量 除去量 移動量
大気 水質 土壌 排出量 廃棄物量

リサイクル量

1 亜鉛の水溶性化合物 13,114 0 206 0 206 11,491 0 1,417 0 

40 エチルベンゼン 157,056 89,658 0 0 89,658 55,567 11,831 0 0

43 エチレングリコール 1,118,220 6 0 0 6 1,118,214 0 0 0 

63 キシレン 1,122,109 467,745 0 0 467,745 266,019 63,164 0 325,181

224 １，３，５－トリメチルベンゼン 43,001 10,999 0 0 10,999 24,079 1,286 0 6,637

227 トルエン 840,784 221,854 0 0 221,854 577,665 29,695 0 11,570

232※ ニッケル化合物 2,476 0 300 0 300 852 0 1,324 0 

299※ ベンゼン 19,571 68 0 0 68 19,511 0 0 0 

［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）

防府地区の環境基本方針

防府地区では『資源・エネルギーを大切にし、人と地球環境にやさしい、

クリーンな工場を目指そう』を基本方針として揚げています。高負荷で

操業する中で、世界初の3ウェットオン塗装による有機溶剤の削減や省

エネ対策の推進等によって環境に与える負荷を軽減しています。今後

は、さらに防府マツダグループの環境保全活動の強化・拡大にも取り

組んでいきます。 （執行役員防府工場長　太刀掛　哲）

サイトデータ

■防府工場

[単位：kg／年、ダイオキシン類のみmg-TEQ／年]

（※印は特定第一種指定化学物質取扱量500kg／年以上を記載）
（第一種指定化学物質取扱量5,000kg／年以上を記載）

2003 Environmental Report 
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代表的な新型車・マイナーチェンジ車の主要環境データ（乗用車）
＊各モデルの中で、代表的な機種を掲載しました。 （2003年4月のデータ）

仕様

車両型式 UA-DY3W UA-CP8W UAｰGGEP UA-GGES UA-GYEW LA-SE3P

エンジン

型式 ZJ FP LF LF LF 13B

種類 直4 DOHC 16V 直4 DOHC 16V 直4 DOHC 16V 直4 DOHC 16V 直4 DOHC 16V 水冷直列2ローター

排気量（cc） 1348 1839 1998 1998 1998 654×2

使用燃料 無鉛レギュラー 無鉛レギュラー 無鉛レギュラー 無鉛レギュラー 無鉛レギュラー 無鉛プレミアム

燃料供給装置 EGI EGI EGI EGI EGI EGI

駆動方式 FF FF FF FF FF FR

変速機形式・変速段数 5MT 4AT 4AT 4AT 4AT 5MT

1060 1310 1310 1370 1370 1310

乗車定員（人） 5 5（7） 5 5 5 4

燃費

10・15モード燃費(km/R) 17.4 13.0 14.0 14.0 14.0 10.0

2010年燃費基準適合 ★ ★ ★ ★ ★

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング
ロックアップ機構付き
トルクコンバーター

ロックアップ機構付き
トルクコンバーター

ロックアップ機構付き
トルクコンバーター

ロックアップ機構付き
トルクコンバーター

電動パワーステアリング

排出ガス

適合させている規制名 平成12年 平成12年 平成12年 平成12年 平成12年 平成12年

低排出ガス車認定（国土交通省） 超-低排出ガス 超-低排出ガス 超-低排出ガス 超-低排出ガス 超-低排出ガス 優-低排出ガス

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04

低公害車指定（地方自治体）＊1 ★ ★ ★ ★ ★ ★

車外騒音
適合させている規制名 平成10年規制 平成10年規制 平成10年規制 平成10年規制 平成10年規制 平成10年規制

適合させている規制値加速［dB-（A）］ 76 76 76 76 76 76

温室効果ガス

エアコン冷媒名 HFC-134a HFC-134a HFC-134a HFC-134a HFC-134a HFC-134a

470 525 430 430 430 430

CO2排出量（g/km） 136 181 168 168 168 236

リサイクル

リサイクルしやすい材料を
使用した部品

バンパー、内装材等に
リサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー、内装材等に
リサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー、内装材等に
リサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー、内装材等に
リサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー、内装材等に
リサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー、内装材等に
リサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー再生材等リサイクル
PP使用部品 スプラッシュシールド スプラッシュシールド フットレスト フットレスト フットレスト エンジンアンダーカバー

プラスチック部品の材料表示 ★ ★ ★ ★ ★ ★

鉛の使用量 1996年比 1/3以下 1/2以下 1/3以下 1/3以下 1/3以下 1/3以下

NOx(g/km)[10・15モード]

＊１：7都県市および6府県市

● マツダのホームページには上記以外の車種も掲載されています。 http://www.mazda.co.jp ●

製品の環境データ

車名 デミオ プレマシー アテンザ
セダン

アテンザ
スポーツ

アテンザ
スポーツワゴン RX-8

CO(g/km)  [10・15モード]

ＨＣ(g/km) [10・15モード]

車両重量（kg）

エアコン冷媒使用量（g）
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編集にあたって 
本報告書は、マツダ株式会社の環境情報を公開する年次報告書として2001

年から作成しています。 

記載内容は、環境省のガイドライン（2000年度版）に基づいて選びました。 

自動車の生産から販売、廃棄までの過程で行う環境保全の取り組みを紹介し

ています。そのため販売会社、部品や資材の調達先、物流委託先の企業と一

体となった環境管理活動などの成果と主要な取り組み目標を掲載しました。

一部に販売会社や関連会社の取り組み内容も含んでいます。 

昨年度発売した新型車アテンザ、デミオなどに採用した環境保全技術や、環

境負荷の少ない生産技術の活用を紹介するページを設けました。 

さらに今回は社会活動を広く理解していただくよう、製品の安全性と職場の

安全衛生についての記述を加えています。 

本報告書の対象 

［対象組織］ 
マツダ株式会社を中心に国内関連会社や一部海外の関連会社などを対象にして

います。 

［対象期間］ 
2002年4月から2003年3月までの実績をベースにしています。 

（一部2003年の活動を記載しています。） 

［作成部署および連絡先］ 
 マツダ株式会社　広報企画部 082-282-5253 FAX082-287-5225 

 ISO事務局（広島地区） 082-565-0642 FAX082-287-5173 

 お客さま相談室 フリーダイヤル 0120-386-919 

［ホームページアドレス］ 

 マツダホームページURL　http://www.mazda.co.jp 

［主な関連公表資料］ 
過去の環境報告書 年1回発行 

車種別環境情報 マツダのホームページからご覧いただけます。 

会社概況 年2回発行 

プレスリリース 随時発行 

次回発行時期2004年秋 

発行部署／マツダ株式会社　広報企画部 
　　　　  （お問い合わせ先）  TEL　０８２－２８６－５７４４ 
　　　　　　　　　　　　　FAX　０８２－２８７－５２２５ 
発行／2003年9月 
次回発行／ 
 
コールセンター　 
フリーダイヤル／０１２０－３８６－９１９ 
受付時間／月～金（祝祭日は除く）9:00～19:00 
 
本報告書は、マツダのホームページでもご覧になれます。 
PDF形式のファイルでのダウンロードが可能です。 

あとがき 

マツダ「環境報告書2003」は、2002年度の環境への取り組み実

績を中心にまとめたものです。報告書に掲載した実績は各実行部

門によってまとめたもので、具体的なデータを中心に、分かりやすい

表現で紹介するように心がけました。 

第三者審査については内容など検討を続けているところであり、さら

にISO14001の認証取得についても、製品領域で2003年夏に認

証を取得するなど、前向きな活動を進めています。 

http://www.mazda.co.jp

C
M
Y

B
2004年秋 
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