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編集にあたって 

本報告書の対象 

［対象組織］ 

次回発行時期／2006年夏 

マツダ株式会社は、2004年度版から環境保全に加え、社会性情報を織り込んだ

「社会・環境報告書」を発行しました。 

今回は、社内でのCSR委員会の発足など体制強化を受けて、社会的責任の視点

でマツダの環境保全や製品や職場の安全性、さらには昨年度後半に起きた火災

への対応を紹介しました。また、昨年よりも多くのページを企業の革新を推進す

る「人」に焦点をあてています。 

とくにマツダがこれまで注力してきた、独自の人材育成システムや熟練技能者の

高度な技能の継承について紹介しています。 

この報告書を通じて社会と共に持続可能な発展をめざすマツダをご理解いただ

ければ幸いです。 

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］ 

2004年4月から2005年3月までの実績をベースにしています。 

（一部2005年度の活動を記載しています。） 

［関連レポート］ 

決算・財務に関する詳しい情報は「有価証券報告書」「アニュアルレポート」で 

開示しており、マツダのホームページでもご覧いただけます。 

http://www.mazda.co.jp/investors/

［参照ガイドライン］ 

本報告書の作成にあたって以下を参照しました。 

●GRIサスティナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002 

●環境省 環境報告書ガイドライン2003年版 

［作成部署および連絡先］ 
マツダ株式会社  グローバル広報企画部  082-287-4676  FAX082-287-5225 

お客さま相談室  フリーダイヤル　　　　0120-386-919

［主な関連公表資料］ 
●過去の環境報告書 

●車種別環境情報 

●会社概況 

●プレスリリース 

年1回発行 

マツダのホームページからご覧いただけます。 

年1回発行 

随時発行 



●新たな環境方針のもと、グループ全体のマネジメント体制づくりを 
●環境についての教育とコミュニケーション 
●環境行動推進計画と2004年度の実績 
●事業全体での環境負荷の削減をめざして 
●LCAの取り組み 
●環境会計 
●独自の技術と知恵で、最先端のクリーンファクトリーを創造 
●地球温暖化防止への取り組み 
●廃棄物削減への取り組み 
●化学物質の排出削減と環境にクリーンな生産 
●グリーン調達の推進 
●グループ企業との協働 
●グリーンオフィスへの取り組み 
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マツダは「商品主導による成長」をめざしたミレニアムプランを掲げ、アテンザ以降の新世代商品の成功によっ

てグローバル市場での伸長を果たしてきました。さらに私たちは、2004年11月に、10年後をめざした長期ビジョン

の概略と、本格的成長の基盤整備を狙いとした中期経営計画「マツダモメンタム」を発表し、次のステップへ向

けた歩みを進めているところです。 

この長期ビジョンの概略の中で、マツダはその根底に社会的責任経営を置くことを明確にしました。これまでに

もサスティナブル（持続可能な）社会の実現へ向け、自動車メーカーとして取り組んできた環境保全への取り組

みをはじめとする様 な々要請や課題について、今後はよりいっそう包括的に、戦略的に取り組んでいきます。 

マツダは、その活動の端緒として、2004年12月、社内にCSR委員会を設立しました。これにより、マツダにおける

社会的責任とは何か、という議論を全社的に深めています。 

企業の社会的責任（CSR）については、社会の要請と企業の実態を探り、その乖離をなくすために技術や組

織の革新をすすめることが重要だと考えます。ステークホルダーの皆さまのご要望や期待がどこにあるのか、

マツダは、それを知る出発点としてまず企業のありのままをお伝えしようと努めています。具体的な行動として、

一層の情報開示を推進し、ステークホルダーとのコミュニケーションを強化することでマツダとマツダグループの

活動をより分かりやすくお知らせしたいと考えています。 

また、企業活動の中で、環境保全については特に重要な課題と考えています。2005年4月にマツダの環境理

念である「マツダ地球環境憲章」を改訂してグループとしての取り組みを明確にしました。推進体制も、従来

の「マツダ地球環境会議」に代わる「マツダ環境委員会」を2005年7月に設置し、グローバルな視野でのマネ

ジメント強化をスタートしました。 

さらに、マツダでは、部門などのあらゆる垣根を超えて、全員が心をひとつに目標達成にむけて取り組もうという

“One Mazda”の姿勢を国内外において強めています。その重要なキーとなる人材育成面でも、企業の目標

を全社員が理解・共有し、各々の仕事の領域におけるアクションテーマへきちんとつなげていくMBLDという

プログラムを実行し、成長の第2段階へ向けた革新に一丸となって取り組んでいるところです。 

本年の報告書は、こうした取り組みを背景として発行するため、株主、お客さま、地域社会、社員などステーク

ホルダーを意識して、できるだけ多くの、そしてわかりやすい開示を心がけました。また、4期連続の増収増益と

いう明るいニュースの中で残念にも起きてしまった本社宇品第１工場火災についても、その経過や対応などを

報告しています。ご迷惑、ご心配をおかけした地域の方々、お客さまをはじめとする関係者の皆さまに改めて

お詫び申し上げるとともに、本報告書を多くの方 に々ご高覧いただき、安全衛生の取り組みをはじめ、環境、製

品、サービス、社会貢献、コンプライアンスなどCSRの推進へ向けたご意見をいただければ幸甚です。 

マツダは、その一つひとつをさらなる変革への貴重な糧とさせていただく所存です。 

代表取締役社長兼CEO 井巻　久一 

緒　言 
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面があります。2004年から「環境報告書」に社会面を織り込んだ

「社会・環境報告書」を発行したのをはじめ、現在、マツダではありの

ままの情報を開示するよう力を入れています。 

 

足達：　CSRという言葉をめぐっては、「企業がこれまで取り組んで

きたことを、再編集して情報発信を強化する」という側面と、「これ

まで以上に、本業において社会の課題を意識する」という側面の、ふ

たつがあると考えています。 

マツダは、まず情報発信を強化する訳ですね。 

 

長谷川：　そうですね。どちらも大切ですが、まずは企業のありのまま

の姿をステークホルダーの方々に知っていただき、社会の声やニー

ズを取り入れながら企業活動を進めていくことが、企業価値を高め

ることに繋がると思っています。また同時に、マツダの社会的責任

とは何かを真剣に討議し、継続的な活動を進めるために、「CSR委

員会」を、昨年12月に設立しました。マツダではCSRの評価軸を、

「コンプライアンス」「環境保全」「顧客対応」「人材育成・支援」

「社会貢献」「情報開示」の6つに分類し、活動を展開しています。 

足達：　もう一方の「本業であるクルマづくりにおいて社会の課題に

どう応えるか」、という点についてはいかがですか。 

 

長谷川：　CSR活動として、情報開示とともに重点的に取り組んで

いるもうひとつのプロジェクトが「環境保全」です。まず、環境の基

本方針である「マツダ地球環境憲章」を2005年4月に改訂（→

P.34）し、従来の「マツダ地球環境会議」に代わる新たな推進体制

として「マツダ環境委員会」（→P.35）を7月から発足させました。

この環境委員会には5つのサブ委員会をそれぞれ設置しており、購

買取引先や販売取引先にも重点を置いたグループ全体での環境保

全を推進していくことを目的にしています。 

 

足達：　なるほど。グループ企業を巻き込んだサプライチェーン全体

の取り組みを強化なさっているのですね。 

 

長谷川：　ええ。いま私たちは、部門間の壁などを取り払い、目標に

向かって皆が心をひとつにして取り組もうという“One Mazda”の

姿勢を重視しています。それは国内に限らず、全世界においてもです。 

　 

足達：　2003年度の社会・環境報告書では、社会的責任投資のた

めの企業情報の提供を金融機関に行っている立場から第三者所感

を寄稿し、顧客・販売会社・従業員との関わりについて報告がなされ

たことを新たな一歩として評価させていただきました。 

今年のニューズウィーク誌のCSR特集では、全世界でCSR得点の

急伸した企業の第4位に挙げられるなど、「社会的責任」に対する姿

勢や行動が、マツダで活発になっているように感じます。 

 

長谷川：　以前から、マツダでも、いわゆるCSRと呼ばれる取り組み

は進めていましたが、その活動を十分外部に伝えきれていなかった

ステークホルダーに「ありのままのマツダ」を 
知っていただく 

マツダらしいCSRの実践へ。 
誠実さと“One Mazda”をテーマに、 

としての取り組みを強化 “One Mazda”

株式会社日本総合研究所上席主任研究員 

足達 英一郎 氏 

取締役専務執行役員 長谷川 鐐一 

取締役専務執行役員 

長谷川 鐐一 

社会的責任を果たすために、マツダグループがどんな行動を起こしているのか、 

さらにマツダらしいCSR（企業の社会的責任）とは何かについて、株式会社日本総合研究所上席主任研究員 

足達英一郎氏とマツダのCSR担当役員である長谷川鐐一取締役専務執行役員が対談を行いました。 

対 談 ： マツダグループの社会的責任への取り組み 
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フォード出身のパーカー副社長を環境担当役員に任命したのも、グ

ローバルな環境保全を、ひとつのマツダとして、これからしっかり進

めていこうという意図が込められています。 

 

足達：　個別の環境技術では、昨年の報告書にもあった水素ロータ

リーエンジン車の開発の進捗に注目しています。 

いつ発売できそうですか？ 

 

長谷川：　2006年のリース販売をめざしています。マツダは単に

環境負荷の低いクリーンエネルギー車としてだけでなく、クルマ本

来の気持ちのよい走り、Zoom-Zoom（→Ｐ．14）を追求しています。

私も試乗してみましたが、従来のガソリン車と遜色のないドライビン

グフィールで、私自身、発売を心待ちにしています。 

足達：　今年3月に、私はCSRヨーロッパという団体の設立10周年

大会に招かれました。ここで発表された「企業のための欧州CSR

ロードマップ」というのがあるのですが、印象的だったのは、企業が

CSRに取り組むことの最終的な意義を、「イノベーション（変革）と

起業家精神」「社員の能力開発」に置くという採択を行った点です。

欧州でも、10年間にわたってCSRという言葉を追いかけてきて、義

務的な、単なる「べき論」だけではダメで、企業として社会的要請を

進化のチャンスと捉える積極的、戦略的な姿勢が必要だという結論

に至ったということだろうと思います。マツダで言えば、水素ロータ

リーエンジン車の開発はイノベーションの一例でしょう。 

また、私たちの調査によると、マツダは、人材育成・支援という面で、

優れた点を有するという結果も出ています。 

 

長谷川：　ありがとうございます。マツダでは、昔から人を大切にす

るということに力を注いできました。 

人材育成は、中期経営計画「マツダモメンタム」（→P.77）でも大き

な柱として謳っています。「企業は人なり」がマツダのモットーです。

ユニークな教育プログラムとして、5年前のフィールズ社長の時から

始めたMBLD（→P.56）が挙げられます。これは、従業員一人ひと

りが、マツダの状況を充分に理解し、リーダーシップを発揮すること

を目的にしています。この全社員対象のMBLDを開始して以降、ほ

とんどの従業員が会社の現状を正しく理解し、同じ目標に向かって、

　 

主体的に取り組んでくれるようになりました。こういった全員のチャ

レンジの中でイノベーションも生まれてくるのではないでしょうか？ 

 

足達：　ステークホルダーへ企業の現状を開示し、社会からの期待

と自らの活動実態を見極めながら、期待に沿うべく自らのビジネス

プロセスを改革する。環境保全などの課題に対し、イノベーターとし

てチャレンジする。そして目標に向かって組織の改革や人材育成を

行う。そんな話を聞いていると、いま、マツダではCSRを進める上

で、明快な方向性が生まれていると思います。これからなお一層の

成果を上げられることを期待しています。 

社会的責任を果たすことは企業にとって 
変革のチャンス 

株式会社日本総合研究所 
上席主任研究員 足達 英一郎 氏 

マツダグループの 
社会的責任への取り組み 

対 談 
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黎明期から持っていた「技術へのこだわり」 

マツダは、1920年に「東洋コルク工業株式会社」として創立していま

す。その頃から蓄積してきた機械技術を土台に、1927年に社名を「東

洋工業株式会社」と改め、1931年の3輪トラック生産によって、総合自

動車メーカーへ発展する基礎を築きました。 

当時搭載されるエンジンのほとんどを輸入に頼っていた3輪トラックの

分野で、純国産車にこだわり研究開発に力を注ぎました。戦後におい

てもマツダの 「技術力の向上が社業発展の原動力である」というゆ

るぎない信念は引き継がれ、素材部門を 中心に基礎技術の研究開

発に力を注ぐと共に、鋳造部門の革命といわれたシェルモールド法の

導入をはじめ、連続ガス浸炭技術、アルフィン技術、ダクタイル鋳鉄製

造技術などの導入、工業化を進めました。こうして培われた技術開発

力が、後のロータリーエンジンの開発へと結実していったのです。  

地域とマツダ～そして1945年8月6日 

マツダは、その発展にあたって広島の地理的条件から数々の恩恵を

得てきました。たとえば、広島は多彩な鉄製品加工技術や造船技術

の蓄積があり、その技術・技能を持つ人材に恵まれています。また、

マツダは北海道などへの車両国内輸送に日本で最初に海上輸送を

導入するなど、瀬戸内海に面した立地をはじめとする、広島の交通

利便の高さも活用してきました。 

地域に根ざし、地域に貢献する。それは創業以来、マツダが培ってき

たともいえるものです。 

1945年８月６日、広島に原子爆弾投下という悲劇があった日をもって

東洋工業（当時）は一切の生産活動を停止しました。会社施設の損

害は爆心地から５.3kmと離れていたため軽微でしたが、社員の精神

的打撃は深甚なものでした。東洋工業では即座に全施設や医薬品

などの全ストックを開放し、全社をあげて被災者の救援活動を行うと

ともに、翌７日早朝から広島市内４ヵ所に罹災者相談所を設け、従業

員やその家族の連絡と救済にあたりました。 

また1945年８月20日から約１年の間、会社施設の一部を広島県庁、

広島控訴院の司法官庁、NHK広島放送局などに貸与し、一時は

マツダが広島における、行政の中心となりました。 

マツダの由来と意味 

社名「マツダ」は、西アジアでの人類文明発祥とともに誕生した神、ア

フラ・マズダー（Ahura Mazda）に由来します。この叡智・理性・調和

の神を、東西文明の源泉的シンボルかつ自動車文明の始原的シンボ

ルとして捉え、また世界平和を希求し自動車産業の光明となることを

願って名付けられました。それはまた、創業者・松田重次郎の姓にもち

なんでいます。 

マツダブランドシンボル（1997年6月制定） 
「自らをたゆまず改革し続けることによって、 

力強く、留まることなく発展していく」というブランドシンボル制定 

のマツダの決意を、未来に向けて羽ばたくMAZDAの〈M〉の形に 

象徴しています。 

マツダコーポレートマーク（1975年制定） 

 マツダがその創業当時から現在まで引き継いでいるもの。それはロータリーエンジンの開発に象徴される 

「技術と動くものへの情熱」、さらに地域に根ざし、地域に貢献することを願った「企業市民」としての思いです。 

 そのエッセンスをマツダの歴史から紹介します。 

マツダの歴史とそのスピリット 

H I S T O R Y   &   S P I R I T S   O F  M A Z D A

1975年のCI導入を機に、コミュニケーションの核となる企業シン 

ボルとして制定しました。その後1997年のブランドシンボル制定 

に伴い、可読性を生かした「マツダコーポレートマーク」と位置づ

けています。 

用語解説 ：1

通常よりも強固で、寸法精度の高い鋳型を作るための方法で、
小型、薄手の鋳物製造に適します。この方法で作製される鋳
型が薄く貝殻状のため、この名で呼ばれます。 

シェルモールド法 

用語解説 ：3

アルフィン社（独）が開発した汎用型倣（なら）い旋盤。
真円度を確保しながら段差をつけてシャフトの内径加
工ができるのが特徴。 

アルフィン技術 

用語解説 ：2

浸炭とは、加工性の良い低炭素鋼を機械加工した後、
表面層の炭素を増加させ、その後、焼き入れ焼き戻し
をして表面層の耐磨耗性を高める表面処理法のこと。
これを連続して行う技術が「連続ガス浸炭」です。 

連続ガス浸炭技術 
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Zoom-Zoomスピリットの原点 
～ロータリーへの挑戦 

1919年、ドイツのフェリックス・バンケル氏が発明した連続回転内燃機

関がロータリーエンジンです。レシプロエンジンに比べスムースに回転

し、また極めて単純な構造のため、部品点数も少なくてすみ、振動、

騒音も少ないなどの特徴は瞬く間に注目され、その実用化に向けた

開発にあたって、世界から100社にのぼる技術提携の申し込みがあっ

たといいます。マツダは、来るべきモータリゼーション社会を見据え、こ

の新型エンジンの開発に対して強い意欲を示しました。 

1961年には独NSU社・バンケル社とロータリー技術に関する提携交

渉にあたりました。その後、マツダは数々の技術的困難を克服し、

1967年5月、世界初の2ローター・ロータリーエンジン搭載車「コスモス

ポーツ」発売によってこれを実現しました。そこには、現在世界中で

信頼を得ている技術のマツダの確かな礎があり、さらには動くもの

への感動という「Zoom-Zoom」スピリットの原点があります。 

戦後の復興～現在へ 

1953年１月４日、地元ラジオ局の番組で、山陽木材防腐（現株式会社

ザイエンス）会長の田中好一氏が「戦後７年にもなるのに、市民が一

堂に集まる場所がないのは実に寂しい。公会堂のような建物が欲し

い」と語りました。この呼び掛けに応えたのが松田恒次社長（当時）

です。田中氏とともに地元財界８社のトップに相談を持ちかけ、10社

が約３億５千万円を供出し、その他地元企業などの協力もあって

1955年２月、平和記念公園の一角に「広島市公会堂」（現在は広島

国際会議場に改築）が完成しました。 

この時にマツダをはじめ主導的な役割を果たした10社は「二葉会」と

いう親睦グループとなり、広島県庁（1956年）、広島市民球場、広島

バスセンター（ともに1957年）の寄贈をはじめ、広島県立体育館、広島

県立美術館など都市インフラの建設でもリーダーシップを発揮しまし

た。その精神は、今も社会貢献活動に多大な影響を与えています。

現在、マツダは広島カープ、広島サンフレッチェといった地元のプロス

ポーツチームにも出資しています。 

参考文献／「東洋工業50年史～沿革編」（1972年）  
「ひろしま元気づくりカンパニー」（2004年／財団法人広島市まちづくり市民交流プラザ発行） 

3輪トラック生産開始 

1931
マツダ初の自動車は3輪トラック「マツダ号」。 

この年の生産台数は66台でした。 

軽自動車「Ｒ360クーペ」発売 

1960
356ｃｃ空冷2気筒ＯＨＶ（16馬力）エンジン搭載、 

4人乗り軽乗用車。徹底的な軽量化で、 

燃費も32ｋｍ／ｌを実現。 

初のロータリーエンジン搭載車、「コスモスポーツ」発売 

1967
コスモスポーツ（2人乗り）には、新開発の491ｃｃ×2、
110馬力のロータリーエンジンが搭載され、最高速度185
ｋｍ/ｈ、0-400ｍ加速16.3秒という性能を発揮しました。 

初代「サバンナＲＸー７」発売 

1978
「クルマを運転する楽しみの追求」を基本テーマに開発さ

れ、 12Ａ型2ローター・ロータリーエンジン（130馬力）

をフロントミッドに搭載し、優れた操縦安定性を実現。 

5代目「ファミリア」 
日本カーオブザイヤー受賞 

1980

「ユーノス・ロードスター」発売 

1989
走る楽しさを追及した、正統派ライトウェイトスポーツカー

として発売された。 国内導入前に北米で人気を博し、大ヒ

ット商品となった。 

4ドア・4シーターの 
スポーツカー「マツダRX-8」を発売 

「マツダRX-8」が 
 2004RJCカーオブザイヤーを受賞 

2003

「Mazda6（アテンザ）」が中国の 
 2004年カー・オブ・ザ・イヤーを受賞 
中国の自動車専門誌『汽車族』（米国『Motor Trend』

誌と提携）が主催する「2004年カー・オブ・ザ・イヤー」

を、マツダが中国で販売しているミッドサイズセダン 

「Mazda6（日本名：マツダアテンザ）」が受賞。 

H I S T O R Y  O F  M A Z D A  C A R S

用語解説 ：4

鋳鉄中の炭素の結晶を球状とすることで、強度と伸びを高め
た鋳鉄。正式名称は「球状黒鉛鋳鉄」。 

ダクタイル鋳鉄 

用語解説 ：5

「往復運動ではなく、純粋な回転運動によるエンジンはできない
ものか？」という若き日の着想をもとにロータリー・エンジンを研
究。オートバイメーカーだったドイツ・NSU社（後にアウディ社と
合併）と1959年に実用化を果たしました。 

フェリックス・バンケル 
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用語解説 ：1

Corporate Social Responsibilityの略で、 
「企業の社会的責任」を意味します。 

CSR

企 業 ビジョン  

マツダは従来の「経営理念」を進化させた「企業ビジョン」を制定しました。 

この企業ビジョンは「Vision（企業目標）」、「Mission（役割と責任）」、 

「Value（マツダが生み出す価値）」の３つの要素で構成されており、 

マツダとマツダの従業員がめざすもの、その役割と責任、 

それをどのような価値観をもって達成するのかを表しています。 

マツダは、その企業ビジョンに沿って、革新を重んじ、お客さまのためになる 

新しい価値の創造に努めてきました。 

また、企業の社会的責任を果たすための体制づくりについても、本格的に着手しています。 

●企業ビジョンとCSRへの取り組み 

企業ビジョン（1999年制定） 

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。 
企業目標 

役割と責任 

マツダが生み出す価値 

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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マ ツ ダ にとっ て の「 社 会 的 責 任 」とは  

マツダにとって社会的責任を果たすこととは、品質、安全、環境に配慮し、お客さまが満足する個性的なクルマと 

サービスを市場に提供する、社会に有益な企業であり続けることです。  

 このため、マツダは、健全で透明性の高い経営を進め、コーポレートガバナンスの充実、リスクマネジメントの推進、 

企業倫理・コンプライアンスへの取り組みを継続するとともに、お客さま、株主、投資家、お取引先、従業員、地域社会、 

行政機関などあらゆるステークホルダーを意識した企業活動を行います。  

そして、これらの活動を通じて、マツダの「企業価値」を増大し、社会とともに持続可能な発展をめざします。 

ステークホルダーとの関わり 

■CSR委員会 

CSR委員会 

事務局：総務部 

社内各部門 グループ企業 

●委 員 長 ： 代表取締役社長  
●副委員長 ： CSR担当役員 
●委　　員 ： 経営会議メンバー 

マツダ 
グループ 

2004年12月、CSR活動のレビューボードとして、社長を委員長と

する「CSR委員会」を設置しました。副委員長はCSR担当の長谷川

取締役専務執行役員、委員は経営会議メンバーで構成し、全社およ

びグループ企業を含めたCSRの取り組み方針を決定し、推進するこ

とを役割としています。これに先立ち、CSRの視点で全社の活動を

見直し、CSRの本格的な活動を軌道に乗せるために、2004年7月

より、CSR推進プロジェクトを立上げ、現状調査を実施し、CSR委員

会のワーキング組織として具体的な活動を検討しています。 

地域社会 

お取引先 

お客さま 

行政機関 

NGO・NPO

従業員 

株主・投資家 

・納税 

・法令遵守 

・政策への協力 

 

 

・協働 

・働きがい 

・快適な職場 

・環境への配慮 

・社会貢献 

・良きパートナーシップ 

・共同での環境配慮 

・お客さま満足 

・安全 

・安心な商品   

・適切な情報提供 

・適切な利益還元 

・コーポレートガバナンス 

・タイムリーな情報開示 
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2004年12月15日（水）午後10時45分頃、マツダ本社の宇品

第1工場塗装ライン（広島市南区）にて火災が発生しました。 

火災発生後直ちにマツダの自衛消防隊が出動し、その後広

島市消防局にも出動いただき、翌16日（木）午前6時05分に鎮

火しました。出火当時、勤務についていた1,102人は速やかに

避難し、点呼にて全員の無事を確認しました。 

この火災にともない、近隣にお住まいの方をはじめ、お客さま、

関係者の皆さまに多大なご迷惑、ご心配をお掛けしました。

心からお詫び申しあげます。また、火災発生以降、たくさんの

皆さまから多くの励ましの言葉をお寄せいただいたことに対し、

ここに御礼申しあげます。 

火災事故後の対応について 宇品第１工場塗装ラインの火災について 

2004年12月に発生した本社宇品第１工場での火災についての経過や 

対応についてご報告いたします。 

宇品第1工場塗装ライン火災についてのご報告 

Crisis  Management クライシス・マネジメント 

近隣にお住まいの皆さまに社員が報告とお詫びに伺いました。 

報告とお詫び 

宇品第2工場を活用して塗装を行い、それ以降の組み立てを宇

品第1工場で行うバイパス方式によるリカバリー生産を、冬季休

暇明けの2005年１月6日「デミオ」から再開しました。 

宇品第1工場の復旧工事が完了するまで、こうした手法を順次

他車種にも拡大し、宇品第2工場や他社を活用して約３万4千台、

防府工場他を活用して約６千台を生産しました。 

この結果、火災により2004年度期に影響を受けると想定されてい

た約7万台のうち、約4万台のリカバリー生産を行いました。 

生産のリカバリー 

宇品第１工場組立ライン 宇品第１工場塗装ライン 

宇品第2工場組立ライン 
宇品第2工場　塗装ライン 

宇品東 

車体工場 

車体工場 
プレス 
工　場 

宇品駐車場 

●宇品第1工場塗装ラインの火災範囲 

●宇品工場火災場所 

乾燥工程 

乾燥工程 
乾燥工程 下塗り工程 

中塗り工程 

上塗り工程 

ストックスペース 

火災範囲 

宇品第１工場の生産車種（2004年12月当時） 

●RX-8　●ロードスター　●デミオ　●ベリーサ　●MPV 

●ボンゴフレンディ　●ボンゴバン　●ボンゴブローニイバン 

マツダでは安全対策について、労使合同で工場巡視するなど日

頃より「ゼロ災害」を目指して取り組んでいます。また、工場では

防火・避難訓練や作業に入る前の危険予知訓練、安全ミーティン

グ、作業手順の作成、見直しなどを実施しています。 

火災後は、さらなる安全確保のため以下の対策を実施しました。 

■火災発生の翌日には、全工場の従業員に対して 

　再度安全教育を行い工場内の安全・防火総点検を実施

するとともに安全ルールを再確認し、その徹底を図りました。 

■火災現場での原因究明や被害調査を進める際の安全を

確保するため、塗装棟の大部分を閉鎖し、関係者以外の

立ち入りを禁止するなど安全確保ルールを定め、2次災害

防止を徹底しました。 

■工場だけでなく全社員の一人ひとりが今回の火災事故を

教訓とし、災害を未然に防止する活動の重要性を再認識

するよう安全教育を行いました。 

　また、再発防止策の徹底を図り、安全品質確保を最優先と

した上で、早期の操業全面再開をめざしました。 

安全第一の徹底 
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■小型塗料攪拌装置を用いる塗料配管の洗浄作業は、給排

気と自動消火設備を配備したエリア内で実施する。 

■アースや帯電防止処置、および換気装置における処置・ 

　装置事前点検を、２重チェックで実施する。 

火災原因と再発防止策 

焼失した塗装ラインの復旧にあたっては、安全第一はもちろんのこ

と、工事に伴う騒音の発生をシミュレーションしたうえで工法を決め

ました。これに基づいて2004年12月25日から大型クレーンを搬入・

設置し、遮音塀の設置など防音対策の仮設工事を開始するなど、

近隣にお住まいの方々、関係者の方 に々極力ご迷惑をおかけしな

いよう各種対策を施した上で慎重に作業を行いました。また、設備

や工法について以下を採用し、早期復旧に取り組みました。 

中塗り工程の設備が不要なために工程が短く、環境にもやさし

いマツダ開発の先進塗装技術「スリー・ウエット・オン塗装方式」

（詳しくはP.43参照）を導入し大幅な省エネとともに工期を短縮しま

した。 

これらの取り組みによって、通常半年以上かかる復旧期間を大

幅に短縮し、火災から約4ヵ月後の2005年４月27日に生産再開を

実現しました。 

工場施設の復旧 

関係当局とマツダが合同で行った再現実験の結果、小型塗料攪

拌装置で発生した静電気に起因して発生したものと推定してい

ます。 

火災原因について 

今後の安全確保のために関係当局の指導に基づき、次のような

再発防止策を徹底しました。 

再発防止のために 

復旧工事中のお問い合せへの対応について 

●スリー・ウエット・オン塗装方式 
 

建屋の建設に、あらかじめ組み立てておいた鉄骨のユニットを順

番に設置していくモジュール方式を採用しました。また、生産設

備についても、塗装ロボットの設置台をあらかじめ組み込んでか

ら搬入・設置するなどの工夫を行い、工期を短縮しました。 

●モジュール方式 

新車のデザイン開発から設計・実験・生産準備までをデジタルデー

タ上で実施するMDI（マツダ・デジタル革新）を活用して、塗装ロボッ

トのオフラインティーチングや塗装膜厚シミュレーション技術を駆使

し、復旧した塗装ラインでのトライアル生産期間を短縮しました。 

工事着手にあたり、近隣住民約2,500戸の方々に案内し、さらに

対応の専用電話を設けました。施工期間等に対する問い合わせ

などを除き、近隣住民の方々のご理解とご協力をいただいた結果、

工事に対する苦情は０件でした。 

●MDIの活用 
 

■「危険物の取扱いにおける社員教育」を再度実施した。 
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126.9

トン 
8,965.1

業績への影響 

宇品第1工場塗装ライン火災に 
ついてのご報告  

火災による水質への影響を最小限に抑えるため、消火の際の放

水については排水路を遮断するとともにバキューム車によって回

収して廃水処理を行い、また化学消火液の使用もなく問題がな

いことを確認しています。 

復旧工事中の雨水についても、撤去工事に伴う廃材仮置場を含

め、仮設配管を敷設して全量回収し廃水処理しました。 

大気については、塗装ラインで使用する塗料等の中に重金属な

どの有害物が一切含まれておらず、火災による放散はありません

でした。また、薬液などタンクの破損もなかったため、土壌への影

響もありません。 

●水および大気・土壌について  

火災による廃棄物発生量は、がれき類（ALC板など）をはじめ

8,838トンでした。 

また、復旧工事による廃棄物発生量は126トンです。処理にあたっ

ては、行政による指導のもと、埋立廃棄物の抑制に努め、58%を

再利用するなど、適正に対応しました。 

●廃棄物の処理 

火災そのものによる建物、設備および製品の被害額は、帳簿価

格で約27億円でした。なお、この被害額には撤去および復旧に

かかる費用は含まれておりません。139期の業績への影響は、

P.10にも紹介したリカバリー生産によって減産の見込みを圧縮

し、微少にとどめました。また、火災に伴う新型プレマシー生産へ

の影響はありませんでした。 

販売対応 

2004年末に起きた火災事故であり、国内では年内納車のお客さま

が約1,500件ありましたが、約半数のお客さまには、在庫の振替え、

機種や色の変更などで納車させていただきました。 

ご迷惑をおかけしたお客さまならびに販売店の皆さまに改めてお詫

びとご協力への感謝を申し上げます。 

■撤去工事による廃棄物発生量 

■新設工事による廃棄物発生量 

■廃棄物処理量 

Crisis  Management クライシス・マネジメント 

宇品第１工場塗装ライン火災の環境報告 

単位：トン 

単位：トン 

単位：トン 

55.5

ガラス 
陶磁器クズ 

40.6
木くず・紙くず 

6,174.5

2,790.6

廃アルカリ 

リサイクル 

10.4

建設混合廃棄物 

19.8

0.6
廃プラスチック 

埋　立 

（31.2％） 

（68.8％） 

トン 

8,838.2
トン 

4,694.0

有価物 

・鉄骨 
・金属くず 
・鋼材類 

2,196.3

がれき類-1 
 ・ALC版など 

1,721.1

がれき類-2

・PS版 
・コンクリートなど 

30.0
廃塗料系 

130.8
木くずなど 
 

66.0

廃プラスチック類 
・アスファルト防水 

・保温材 
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宇品第１工場塗装ライン火災から復旧までの経緯 

22:45 宇品第１工場塗装ライン　上塗り吹き付けブース間の通路付近から出火 

自衛消防隊が現場に到着 

公設の消防車が到着 

12月16日［木］ 

12月17日［金］ 

海外出張中の井巻社長ら経営幹部・関係者に連絡　 

緊急対策本部を設置 

鎮火 

社員の立ち入り禁止 

広島市消防局が現場検証を開始 

本社で記者会見（長谷川専務・若山常務・神谷本社工場長） 

未　明 

04:00 

06:05 

 

 

 

「弊社宇品第１工場の火災について」をオフィシャルサイト（日・英）に掲載 

井巻社長のメッセージ「宇品第1工場での火災について」をメディアに送付 

 

本社で記者会見   

（井巻社長・長谷川専務・山木常務・神谷本社工場長） 

宇品第2工場塗装ラインを活用した第１工場での生産再開を発表 

12月15日［水］ 
2004年 

 

　2月19日［土］ 
2005年 

 

12月24日［金］ 

大型クレーンを設置し被害設備などの撤去作業を開始 12月25日［土］ 

宇品第１工場　建屋の建築を開始 

　3月  8日［火］ 塗装設備の搬入を開始 

　4月27日［水］ 生産を再開 

　4月20日［水］ 

　4月22日［金］ 

　4月25日［月］ 

広島市消防局による完成検査 

安全祈願祭を挙行 

広島市南消防署との合同消防訓練を実施 

広島市消防局から完成検査済証を受理 
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自動車メーカーとしての取り組み 
Socia l  & Environmenta l  Repor t  2005

●世界で評価される「魅力」と「マツダらしさ」を 

●「未来の責任」を見つめたクルマの開発 

●「お客さまの多様性」にお応えしていくために 

●安全なクルマ社会をめざして 

●大気のクリーン化と地球温暖化防止に 

　貢献するクルマの普及を 

●リサイクルしやすいクルマづくりのために 

●環境負荷物質の低減 

●車両騒音の低減 

●「お客さまの満足」と「品質」を高めるために 

●長く、安心してクルマをお使いいただくために 

●使用済み製品のリサイクル 

魅力と責任あるクルマづくり 
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ブランドメッセージ　Zoom-Zoomが示すもの 

マツダは、クルマにマツダらしい発想と魅力を持たせることで、 

世界中のお客さまにマツダブランドを楽しんでいただきたいと考えています。 

マツダは全世界の市場へ向けて発信する独自の価値の方向性を定め、 

マツダブランドのDNA（核）を「人格」と「商品」という２つの属性から規定しています。 

このマツダのブランドDNAを端的に表現したメッセージが「Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）」です。 

そこには、独自の価値と魅力に富んだ商品の提供はもちろん、 

クルマづくりを通じてマツダという企業が「子供の頃に感じた『動くこと』への感動」を追求していこうという思いが込められています。 

商品における企業ビジョンの実現 

〈人格／Personality〉 〈商品／Product〉 

●センスの良い 
　Stylish 

●創意に富む 
　Insightful 

●はつらつとした 
　Spirited

●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

マツダらしい価値の創造 

企 業ビジョン  

《マツダブランド D N A 》  

●世界で評価される「魅力」と「マツダらしさ」を 

「ズーム・ズーム」とは、英語で子供が 
「ブーブー」という車の走る音を表す際の擬音 

子供の頃に感じた「動くこと」への感動 

ブランドDNAを端的に表現する 
ブランドメッセージ 
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1 2 3

マツダらしい創意にあふれた新型車「プレマシー」 

開発コンセプト『コミュニケーティブ&ダイナミック』 

6＋One（シックスプラスワン）の 
快適でユニークなパッケージング 

プレマシーは、乗員全員が心地よくコミュニケーションできる空間や機能、 

ミニバンのイメージを超える走りのクオリティ、 

スタイリッシュなデザインを高次元でバランスさせることで、 

Cクラスミニバン市場での新しいスタンダードをめざしました。 

「2＋2＋2」のシート配列により、大人6人がゆったりくつろげる快適な室内空間を確

保し、さらに室内中央のオープンスペースを、ウォークスルーなどが楽しめる「＋One」

の空間としています。 

また、2列目・助手席側シートに隠された7番目のシート「カラクリ7thシート」により、

1台で6人乗りと7人乗りの使い方を可能にする「＋One」の機能を持たせています。 

両側スライドドアとスタイリッシュなデザイン 

「安心速度の高さ」という走りのクオリティ 
「安心速度」とはドライバーが安心して運転できる速度のレベル。走りの楽しさ

や快適さは、このレベルが高いほど大きくなります。プレマシーでは、優れたシャ

シー性能や高いボディ剛性を確保し、イメージ通りの走行ラインをトレースでき

るハンドリングや、高速での追い越し時にもふらつかない操縦安定性、そして室

内での会話が弾む静粛性を高次元で両立しました。 

また、「リニアな加速感」「レスポンスのよさ」「トルクフルな加速性能」と「優れ

た環境性能」（P.23・24参照）を備えたMZRエンジンを搭載しています。 

狭い場所でも乗り降りしやすく、幅700mmとワイドな両側スライドドアでありながら、プレマ

シーは今までの「スライドドア採用のミニバン＝箱型で商用車的なルックス」というイメージを

打破し、スタイリッシュなデザインを実現しています。 

スライドレールの絞り込みなどにより、シャープさや塊感のあるデザインと 

しながら、3列目シートに身長185cmの大人でも座れるゆとりある 

室内空間を生み出しました。 

2005年2月に発売した新型車「プレマシー」（海外名：Mazda5）は、 

マツダの新世代商品群の中で、初めてファミリーユーザーに焦点を当て、ミニバン市場に投入する商品となりました。 

そこには“Zoom-Zoom”をさらに深化させながら、 

マツダらしい“インサイトフル（創意に富む）”なクルマづくりが具現化されています。 
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用語解説 ：1

自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 

Zoom-Zoomを体現した新世代商品の流れとグローバルな評価 

2002.4.8

「2003RJCカーオブザイヤー」 
「2004中国カーオブザイヤー」 
「2003年欧州カーオブザイヤー第2位」 
 などを受賞 

ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」を本格展開 

2002.5.20 新世代商品第１弾としてアテンザ（海外名：Mazda6)発売 

2002.8.7 コンパクトカーの新しいスタンダード 
デミオ（海外名：Mazda2）発売 

「2004RJCカーオブザイヤー」 
「2003-2004日本自動車殿堂／ 
 最優秀自動車開発者賞」 
「2003オーストラリア カーオブザイヤー」 
 などを受賞 

2003.4.9 新世代ロータリーエンジン搭載の 
RX-8（海外名：Mazda RX-8）発売 

「日本カー・オブ・ザ・イヤー 
 2004-2005特別賞／ 
 Best Value（ベスト・バリュー）」 
 を受賞 

2004.6.28 クオリティ・コンパクトカー、ベリーサ発売 

2005.2.7 プレマシー 
(海外名：Mazda5)発売 

2005.5.18 新型ロードスター(海外名：Mazda MX-5)の 
生産を開始 

2003.10.15

「2004年欧州カーオブザイヤー第2位」 
「2003カナダカーオブザイヤー」 
 などを受賞 

新世代スポーツコンパクト、 
アクセラ（海外名：Mazda3)発売 

昭和26年に（社）自動車技術会・初代会長 浅原源七氏の提案によ
り創設。学術奨励賞は、満37歳未満を対象に、自動車技術に関する
優秀な論文等を発表した将来性のある新進会員に贈られます。 
マツダの社員が浅原賞を受賞したのは今回で9回目となりました。 

浅原賞 

福原 千絵 

 加速感につながる音の研究で 
「浅原賞」を受賞 

ドライバーが感じる車の加速感には、加速度やエンジン音、アクセルペ

ダルの重さ等がそれぞれ独立して影響するのではなく、お互いに作用

し合いながら影響しています。今回の研究は、こうした交互作用を考慮

して加速感を予測できるようにしたものです。その結果、自動車の多く

の部品やユニットを、加速感の向上にむけて的確に開発できるようにな

り、すでにRX-8やプレマシーに研究の成果を応用しています。 

音に対する感じ方には個人差があり、しかも個々が音に対して抱く期待

とのズレがあると違和感が生まれます。こうした点を解決しながら、ど

う良好な官能評価につなげるかが、今回の研究のいちばん面白く、また

大変な点でした。 

C l o s e  u p

［ふくはら ちえ］ 

技術研究所 

Z o om - Z o omなクルマづくり～たとえば「音」 

Zoom-Zoomを具現化するためのクルマづくり。それはデザイン、機能

性、走りのパフォーマンスといった代表的な領域だけにとどまらず、実

に細部にまで及んでいます。そのひとつが「音」に関することです。 

マツダ技術研究所では、様々な角度からクルマと音の関係について実

験やデータ解析を行い、振動騒音の低減などを図っています。しかし、

研究を重ねていくと、すべての音を人は騒音と感じるのではなく、加速

感などの「走り感」につながる音は好まれることが判りました。では、走

り感をもたらす音には、どんな要素が関与しているのか。この研究「ドラ

イビングシミュレータによる“加速感”の官能評価－緩加速追従走行 

時の“加速感”評価における交互作用の定量化－」は、2005年4月

に（社）自動車技術会より浅原賞学術奨励賞を受賞しました。Zoom-

Zoomがめざす「動くこと」への感動を形にし、マツダらしい価値を創造

する。その姿勢と取り組みは、たとえば音にも向けられています。 
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水素ガス 

サイドシール  

アペックスシール 

点火プラグ 

排気 

吸気 

コーナーシール  

電子制御水素ガス 
インジェクター 

用語解説 ：1

水素ロータリーエンジン車の公道テストを開始 

クルマ社会とエネルギーの未来を見つめたクルマの開発。それはメーカーにとっての責務です。 

マツダは、この領域でも「マツダらしい価値」とは何かを考え、 

水素ロータリーエンジン車の開発に着手し、その実用化へ向け着実に前進しています。 

環境負荷の小さいクリーンエネルギー車の開発において、特に期待さ

れているのが水素の利用です。マツダは内燃機関特有の自然なドライ

ビングフィールを損なうことなく環境性能との両立を実現するために、

これまで育んできた水素利用技術と新世代ロータリーエンジン

RENESISを融合させた「RX-8 HYDROGEN（ハイドロジェン） RE」

を開発し、2003年10月の「第37回東京モーターショー2003」に発表

しました。それから12ヵ月後の2004年10月、マツダはRX-8水素ロータ

リーエンジン車の国土交通大臣認定を受け、ナンバープレートを取得

して公道走行試験を開始しました。このRX-8水素ロータリーエンジン

車は、水素でもガソリンでも走行できる「デュアルフューエルシステム」

を採用しています。水素とガソリンの2つの燃料が使用できる水素ロー

タリーエンジン車が公道を走るのは世界初となります。 

●「未来への責任」を見つめたクルマの開発 

運転席でのスイッチの切り替えにより、水素での
走行／ガソリンでの走行を選択できるシステム。 

デュアルフューエルシステム 

■ ベース車両 

■ ベースエンジン 

■ 全長 

■ 全幅 

■ 全高 

■ ホイールベース 

■ 車両重量 

■ 乗車定員 

■ 使用燃料 

マツダ RX-8 

13B デュアルフューエル水素ロータリーエンジン 

4,435mm 

1,770mm 

1,325mm 

2,700mm 

1,440kg 

4名 

水素およびガソリン 

 

「2004年 国土交通大臣認定 マツダ RX-8 ハイドロジェンRE」 

水素ロータリーエンジンは、CO2（二酸化炭素）排出量はゼロ、NOx

（窒素酸化物）もほとんど発生しない優れた環境性能を有します。 

また、既存のエンジン部品や生産設備などを活用できるため、低コスト

での実用化が可能で、高い信頼性も備えています。マツダは公道走

行試験により、データ収集や公道での

実用性能の把握などを行い、2006年

の官公庁や企業へ向けたリース販売の

開始を目標に、内燃機関の可能性を

示すエンジンとして実用化に向けた開

発を進め、水素エネルギー社会の実現

に貢献したいと考えています。 

主要諸元 

水素ロータリーエンジン構造図 

ナンバープレートを装着したRX-8ハイドロジェンREと開発担当の柏木主査 

17 マツダ 社会・環境報告書2005



中国地方初の水素ステーションを設置 

水素ロータリーエンジン車の実用化へ向けた取り組みの一環として、

マツダは2005年2月、中国地方では初となる水素ステーション施設の

認可を広島県から受け、本社敷地内宇品地区で稼動を始めました。

この施設は水素ロ－タリ－エンジン車や水素エンジン試験設備への

水素燃料を供給するためのもので、一日あたり、およそ水素自動車

10台分の水素充填が可能です。 

ハイブリッドカーの開発 

マツダは、ガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッド

カーの開発にも取り組んできました。2001年の「第71回ジュネーブ

モーターショー」にハイブリッド４WDシステムを搭載した「MXスポー

ツツアラー」を出展しています。現在はフォードと連携し、トリビュート

のハイブリッド車を早期に商品化できるよう開発を進めています。 

水素自動車、燃料電池車を中心としたマツダのクリーンエネルギー車開発の歩み 

■1991年 

■1992年 

水素ロータリーエンジン車 HR-Xを開発 

燃料電池搭載ゴルフカートの実験走行 

 
■1993年 水素ロータリーエンジン車 HR-X2を開発 

水素ロータリーエンジン搭載のロードスター実験車を開発 

■1997年 

 

■2003年 

■2004年 

デミオFC-EVを開発 

 

水素ロータリーエンジン車「RX-8ハイドロジェンRE」を開発 

RX-8水素ロータリーエンジン車の公道走行試験を開始 

 

 

水素ロータリーエンジン搭載 
のロードスター 

水素ロータリーエンジン搭載 
のカペラカーゴ  

デミオFC-EV

プレマシーFC-EV

RX-8ハイドロジェンRE

自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 

19931991 1995 1997 2001 2003

水素ロータリーエンジン 
HR-X

水素ロータリーエンジン 
HR-X2

水素ステーション 

■1995年 

 

水素ロータリーエンジン搭載のカペラカーゴで、 

日本初の公道試験走行を実施 

 

プレマシーFC-EVを開発、 

日本初の公道試験走行を実施（メタノール改質方式） 

■2001年 
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マツダは、より多くの方々にクルマを使い、 

楽しんでいただけるよう、女性の視点の反映や福祉車両の開発など、 

お客さまの多様性に配慮した商品づくりを進めています。 

●「お客さまの多様性」にお応えしていくために 

クルマの開発に、女性の視点を反映  

現在、クルマを実際に使う人のほぼ半分は女性であり、購入時の意

思決定においても、女性の意見や感性は大きなウェイトを占めていま

す。マツダでは、こうしたお客さまの多様性にお応えしていくために、ク

ルマの開発や商品企画において、女性の視点や発想を反映するた

めの取り組みを2002年から本格化しています。 

同年の８月には、5人の女性開発プロジェクトチームが、プランニング

から量産にいたるまで深くかかわり、女性の視点から“家族の誰もが

実感できる便利で機能的なミニバン”をコンセプトに企画開発した特

別仕様車「MPV  Sports Ｆ」を発売。 

また、2004年６月発売の「ベリーサ」でも、開発にあたって女性プロ

ジェクトチームを結成し、新発想のメイクアップミラーの装備など、これ

までになかった視点からの「使いやすさ」に配慮したクルマづくり

を行っています。 

マツダは、永年にわたって広島大学とエンジンの燃焼や人間工学な

ど個別の研究分野で共同研究を行い、その研究成果を商品に反映

してきました。マツダでは、国立大学が独立法人化されたことを機に、

産学連携の活動をより効果的、戦略的に進め、地域産業の振興と科

学技術の進展に貢献するために、2005年４月８日、広島大学とマツダ

の技術研究所との間で、包括的な研究協力の契約を結びました。 

この契約による具体的な研究協力は、●車両構造技術●制御技術

●材料技術●次世代エネルギー●パワートレイン●IT●人間工学の7

分野で行う予定で、契約期間は当初3年としています。また、2005年

４月には、双方のメンバーで「研究協力委員会」を設置し、研究につ

いての情報交換や具体的な施策の立案と実施をはじめ、研究活動

の進捗管理や評価、産学間の人材交流の推進、知的財産の管理

等を行っています。 

2005年２月発売の「プレマシー」では、女性ユーザーの拡大を意識し

て、企画段階、デザイン、テストドライビングなどに女性が各部署から

参加し、クルマづくりから評価までの全プロセスで女性の意見が反映

できるよう配慮しました。 

こうした取り組みの結果、ステップの位置を低く、幅広く取り、赤ちゃん 

を抱いたお母さんも乗り込みやすくした大開口リアスライドドア、移動

中にスカートやストッキングが引っ掛からないよう幅420mmを確保し

たセンターウォークスルー、小柄な人でも楽に降りられるよう座面の隅

をたわみやすくしたリアシートなど、きめ細やかな工夫と使いやすさを

実現しています。 

ベリーサ メイクアップミラー 

MPV  Sports Ｆ 

 

ベリーサ 

プレマシー 

広島大学大学院工学研究科と 
自動車の先進技術の研究協力で契約 
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用語解説 ：1

国内メーカーで初めてスロープ付き福祉車両を販売  

マツダは「すべての人にやさしく、安全で乗って楽しい車づくり」をめざ

して福祉車両の開発・普及に取り組み、2004年度は710台（前年比

30％減）の福祉車両を受注しています。 

マツダは、1995年に国内自動車メーカーのトップを切って、軽乗用車

キャロルをベースに車いすに乗ったまま乗降するためのスロープ付き

福祉車両の販売を開始しました。 

現在では、福祉車両「iシリーズ」としてラインナップを充実させ、助手

席リフトアップシート車、セカンドリフトアップシート車、サイドシートリフ

ター車、車いす移動車、助手席回転シート車など高齢者や障害のあ

る方のニーズや介護者・運転者の使いやすさを考慮した多彩な機能

を持つ商品を揃えています。 

福祉車両の開発についても、「近年では介護者の70％以上が50歳

以上の女性である」という厚生労働省のデータを踏まえ、介護や車へ

の乗降の際の省力化、簡単な操作性、安全性と快適性などを特に重

視したクルマづくりを行っています。 

また、お客さまのご要望にお応えするために、新型車の福祉車両化も

スピードアップに努め、プレマシー（2005年２月発売）の助手席リフト

アップ車の発売を今年５月下旬から開始しました。 

ユニバーサルデザインへ の取り組み  

マツダは人にやさしい車づくりの一環として、ユニバーサルデザインの

採用に取り組んでいます。 

その基本として、体格などに左右されないドライビングポジションのあ

り方や、腕力や筋力に関係なく誰もが使いやすいシートアレンジなど、

「姿勢や動作が楽なこと」「わかりやすく操作が簡単なこと」「生理

的にも機能的にも快適さを感じること」「安全に使えること」を積極

的に取り入れてきました。また、人間工学の視点から、気持ちよさが

実感できる機能美の開発も進めています。 

たとえばベリーサのセンターコンソールでは、人間がスイッチを操作す

るときの感触を「力」と「量」の数値に置き換えて定量化する手法に

よって、誰もが滑らかで心地よく感じる操作感を実現しています。 

年齢や性差、体格、障害などの人の持つ特性や違
いを超えて、あらゆる人にとって快適に使用でき、
わかりやすい製品や空間をデザインしようという
考え方。 

ユニバーサルデザイン 

プレマシー助手席リフトアップ車 

デミオスロープ式車いす移動車 

デミオ助手席回転シート車 

シートバックを倒すだけでクッション部分も

低くなる「カラクリフォールディング機構」の

採用と軽量設計で、ワンアクションの簡単な

シートアレンジを実現したプレマシーの3列

目シート 

人間工学の視点を取り入れたベリーサの

センターコンソールスイッチ 

自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 
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●アクティブセーフティ技術 

クルマの楽しさ、運転の楽しさという「Zoom-Zoom」な価値をお届けすることは、 

高い安全性能があってこそ可能だとマツダは考えます。安全なクルマ社会づくりへ 

貢献するために、マツダは安全技術の開発と進化に取り組んでいます。 

●安全なクルマ社会をめざして 

用語解説 ：1

Electronic Brake-force Distribution 
（電子制御制動力配分装置） 
乗員の数や積載状態に応じて制動力を前・後軸
に適切に配分し停止距離を短縮します。 

EBD

安全性能は、クルマづくりの「中心」 

マツダは「安全」という最も大切な性能をクルマづくりの中心に据え

て、様々な技術・装備等の開発と進化に取り組んできました。マツダ

がめざしているものは、最高水準の安全性能をお届けすること。その

ために各国の安全基準を満たすだけでなく、より厳しい社内基準を設

け、この達成へ向けた研究開発を重ねています。 

商品を通じて、お届けしている安全技術 

安心して運転できること、危険回避能力を高めることを目的に、4W-

ABS、EBD、ブレーキアシストによって制動性能をサポートすると共に、

横滑りを抑制するDSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロール）も採用し

ています。また、撥水機能付きガラスやドアミラー、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。 

安全開発に対するマツダのポリシー 

マツダは安全性に関する研究開発を強化するために、1990年に安

全開発推進委員会を設立し、次のような安全ポリシーを掲げました。 

この安全ポリシーをもとに、マツダでは交通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際の人

への傷害を低減する「パッシブセーフティ技術」を中心とした開発に

取り組んでいます。 

用語解説 ：2

緊急ブレーキ時にドライバーがブレーキペダルを
踏み込む力を補助し、より短い距離での減速を可
能にします。 

ブレーキアシスト 

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。 

「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 
 
 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、 
1

2

DSC効果イメージ図 

過去最高の評価を 
獲得した「RX-8」「アクセラ」の 
ブレーキ性能 

2004年4月27日に公表された国土交通省の「平成15年度自動車アセスメ

ント結果」で、RX-8が乾燥路におけるブレーキ性能試験でこれまでの最短停

止距離を大きく短縮する38.6mの好評価を獲得しました。 

また、アクセラも乾燥路においてコンパクトカークラスのトップとなる停止距

離41.1m※の好評価を獲得しています。マツダは、ブレーキシステムのレス

ポンス、リニアリティ、ストッピングパワーを最適なバランスに設定しており、今

回の好評価はマツダの「Zoom-Zoom」なクルマづくりにおけるアクティブセ

ーフティ能力の高さを示す結果となりました。 

C l o s e  u p

非装着車 
アンダーステア 
（前輪の横滑り） 

非装着車 
オーバーステア 
（後輪の横滑り） 

※DSCの効果はタイヤがグリップの限界を超えない範囲で発揮されます。 

※テスト時の天候により若干停止距離が短くなっている可能性があります。 
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●パッシブセーフティ技術 

用語解説 ：3

乗員の安全をさらに高めるためのボディは、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”を開発、進化させています。また、車室内には、

前面衝突時に水平に前方移動することで、頭部や胸部への衝撃を効

果的に緩和する「水平移動式衝撃吸収ステアリングシステム」（※）、

ドライバーの下肢への傷害リスクを軽減する「クラッシャブルブレーキ

ペダル」、頚部衝撃緩和フロントシートや衝撃吸収ソフトインテリアな

どの装備を導入しています。さらにマツダでは、歩行者の安全にも配

慮し、万一の衝突の際の衝撃や傷害を軽減する車体前部構造を開

発しています。 

Mazda Geometric Motion Absorptionの略
で「マツダの全方向衝撃吸収ボディ」の意 

MAGMA

安全性の検証 

マツダは、確かな自動車の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を駆使した最新の衝突解

析技術や、クラッシュシミュレーターや実車による衝突実験等により綿

密に検証し、安心してお使いいただけるクルマの提供に努めています。 

ASV（先進安全自動車）開発の推進 

マツダは、クルマや交通環境、さらに人の行動に着目した総合的な安

全対策や先進技術の活用にも取り組んでいます。将来の安全技術へ

向けた国土交通省のASV開発推進プロジェクトにも参画し、MPVを

ベースにした試験車両の開発と公道テストを実施し、近い将来へ向け

た商品化への研究を重ねています。また、事故や渋滞などのない安全

な交通環境の実現をめざし、次世代の高度道路交通システム「ITS」

のプロジェクトにも参画しています。 

 RX-8が、衝突安全性能でも最高ランク「6星」を獲得 
「平成15年度自動車アセスメント」の衝突安全性能総合評価において

も、RX-8は最高ランクとなる「6星」を運転席・助手席とも獲得し、セン

ターピラーレス構造でありながら、最高レベルの衝突安全性能を備えた

スポーツカーとして高い評価を受けました。 

C l o s e  u p

プレマシーの高剛性・安全ボディ“MAGMA” 

用語解説 ：4

Advanced Safety Vehicle

ASV

用語解説 ：5

Intelligent Transport Systems

ITS

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。 

大開口両面スライドドアの採用に合わせて、H型構造をさらに強化し、側面衝

突時の衝撃をボディ全体に分散します。また、前面・後面衝突に対しても高い

キャビン強度と優れた衝撃吸収機能を実現しています。 

衝撃吸収ステアリングシステム 
作動イメージ 

クラッシャブルブレーキペダル 
作動イメージ 

カーテン  フロントサイド 
エアバッグ 

歩行者保護のための衝突試験に用いられたボンネット クラッシュシミュレーターによる衝突安全実験 

自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 

（※）アクセラ、プレマシーに採用 

　 

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” 
※写真はアテンザの例 
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マツダでは、クルマが使用段階で発生する環境負荷の低減に向けた 

現実的で実効のある対応として、より高性能な環境技術を搭載したクルマの開発と商品化について 

目標を定め、その着実な実行による普及促進を図っています。 

●大気のクリーン化と地球温暖化防止に貢献するクルマの普及を 

低公害車等の出荷台数（2004年度） 

マツダの代表的なSU-LEV認定車 

排出ガスのクリーン化 

マツダでは、排出ガス低減に向けて、エンジンの燃焼、制御、触媒技術

の研究開発に取り組み、国土交通省の「低排出ガス認定制度」に適

合した機種の積極的な導入を進めています。特に2004年度は現在

国内で最も厳しい排出ガスレベルであるSU-LEV（平成17年基準

排出ガス75％低減レベル）の導入拡大を進め、2004年6月発売の

ベリーサ、2005年2月発売のプレマシーとも全機種で認定を取得し

ています。これによりマツダが国内向けに生産した乗用車のSU-LEV

認定車比率は一気に49.2％となり、大幅な普及促進を実現しました。 

●SU-LEV認定車の普及を促進 

普通・小型車 

乗用車 貨物車 

軽自動車 普通・小型車 軽自動車 
合　計 

乗用車における低排出ガス認定車の導入推移（出荷台数） 

18.1
1.9

40.5

9.3

52.8

25.2
8.6

12.0

71.2

16.7

（％） 

2001年度 2000年度 2002年度 

38.1

2.62.8

49.2

2003年度 2004年度 
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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、または平成12年基準排出ガス75％低減レベル　 

E-LEV：平成12年基準排出ガス50%低減レベル 

T-LEV：平成12年基準排出ガス25％低減レベル 

電気自動車 

ハイブリッド自動車 

天然ガス自動車 

メタノール自動車 

平成17年基準排出ガス75%低減レベル　☆☆☆☆ 

平成17年基準排出ガス50%低減レベル　☆☆☆ 

平成12年基準排出ガス75%低減レベル　☆☆☆ 

平成12年基準排出ガス50%低減レベル　☆☆ 

平成12年基準排出ガス25%低減レベル　☆ 

低公害車 

ディーゼル代替LPG自動車 

合　計 

低燃費かつ 
低排出ガス 
認定車  ※１ 

※1： 省エネ法に基づく燃費基準達成車で、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。   

ベリーサ 

アテンザ 

アクセラ プレマシー　 

デミオ 

0 

0 

0 

0 

112,925 

31,208 

4,061 

0 

0 

ー 

148,194

0 

0 

0 

0 

4,222 

32,232 

4 

0 

142 

ー 

36,600

0 

0 

18 

0 

0 

3,415 

150 

0 

0 

124 

3,707

0 

0 

0 

0 

0 

435 

0 

7,763 

0 

ー 

8,198

0 

0 

18 

0 

117,147 

67,290 

4,215 

7,763 

142 

124 

196,699

※アクセラおよびアテンザでは、SU-LEVではない機種もあります。 
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用語解説 ：1

低中負荷での運転時に、吸気バルブの開くタイミングを早く
してバルブのオーバーラップ量を拡大し、残留ガス量を増大
することでポンピングロスを減少させ、燃費の向上とCO2排
出量の削減、さらにNOx排出量の低減を実現します。 

S-VT（シーケンシャル・バルブ・タイミング） 

用語解説 ：3

ディージー： Direct Injection Spark Ignition

DISI

自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 

用語解説 ：2

上り坂では無駄なシフトアップを抑制し、下り坂では
適切なエンジンブレーキが保てるようシフトダウン
を行います。これにより、高速道路などの下り坂での
コーナリング時も安心して走ることができます。 

スロープ制御 

大気汚染と地球温暖化防止のための商品開発目標と達成状況 

燃費の向上（CO2の低減） 

CO2削減へ向けて、マツダでは［2005年度中に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、燃費の向上に取り

組み、2004年度は7重量ランク中5重量ランクでこれを達成しています。 

Z o om - Z o omなハイパフォーマンスと環境性能を両立  

マツダでは、排出ガスのクリーン化と燃費の向上により、ほとんどの車

種が、自動車税、自動車取得税の減税優遇措置が受けられる「自動

車グリーン税制」の対象となっています。また、2005年8月下旬に発

売予定の「マツダスピード・アテンザ」では、新開発の2.3L直噴ガソリ

ンターボエンジン「MZR 2.3 DISI  TURBO」を搭載。直噴化により

排出ガス温度の低下を最小に抑え、SU-LEVの認定を取得しました。

さらに高圧縮比の実現により、燃費性能も「平成22年度燃費基準

（2010年度燃費基準）＋5％」を達成し、自動車グリーン税制の対象

車となっています。最高出力200kW(272PS)というハイパワーと

Zoom-Zoomなハイパフォーマンスとともに、日常生活に求められる快

適性や経済性を高次元でバランスさせた新しいクルマです。 

●5つの重量ランクで2010年度燃費基準をクリア 

マツダスピード・アテンザ 

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 

2010年度 
燃費基準 

6

10

15

20

※1

※2

※1：2003年度では重量ランク1,000kgの重量はなくなりました。 
※2：2004年度からは軽乗用車が含まれています。 

1000 1250

1750 2000 重量ランク（kg） 

750 875

1500

重量ランク別平均燃費推移 

★ 

★ 

★ 

マツダの燃費向上に寄与しているのが、新世代商品に搭載されてい

るMZRエンジンです。S-VTをはじめとする様々な技術や軽量化対策

などを採用し、Zoom-Zoomを具現化する出力性能と伸びやかなエン

ジンサウンド、そして低燃費・低排出ガスを両立させています。 

●MZRエンジンの燃費向上技術 

新型プレマシーでは高速走行時の燃費性能を改善するための4速ギ

ア比の高速化、スリップ制御の採用、そしてロックアップ領域を低車

速まで拡大させて、新たに低速時にもロックアップ制御を適用するこ

とで、燃費の改善に貢献しています。また、アクセラ、新型プレマシー

等に搭載されている電子制御4速アクティブマチックはスロープ制御

を装備しドライバーの感性にフィットするスムーズなシフトコントロール

を実現しています。 

●ATミッションの燃費向上技術 

マツダは燃費の向上に軽量化が有効な手法であると考えています。

以前からマツダはモジュール化を進めており、ドア、フロントエンド等の

部品で採用してきました。新型プレマシーでは各部品の機能統合をさ

らに進化させた新世代モジュールとして樹脂リフトモジュールを採

用し、軽量化に貢献しています。 

●軽量化の取り組み 

21.2
20.32

18.8

17.9

16.0

13.0

10.5

8.9

20.15

18.15

16.85

11.63

11.05

9.40

目　的 取り組み項目 具体的目標 2004年度の達成状況 

大気汚染の防止 

地球温暖化の防止 
 

大気汚染の防止 
地球温暖化の防止 

排出ガスのクリーン化 

燃費の向上 (CO2低減)

クリーンエネルギー車の 
研究開発 

2005年末を目標に、SU-LEV/U-LEVを 
乗用車の90％で達成する。 

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

リース販売の開始に向け、 
水素ロータリーエンジン車の開発を推進する。 

・デミオ、ベリーサ、プレマシー、アクセラ（1.5L） でSU-LEV認定を取得した。 
・乗用車の87.3％（SU-LEV：49.2％、U-LEV：38.1％）で達成した。 

・ベリーサ全車とプレマシー（2.0L）で2010年燃費基準を達成した。 
・7重量ランク中5重量ランクで2010年度燃費基準を達成した。 

・RX-8水素RE車の国土交通大臣認定を受け、公道走行試験を実施した。 
・水素ステーションを開設した。 
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ドアモジュール 

モジュール化によるPPへの単一素材化 

環境への責任を考えたとき、クルマづくりには資源循環の視点が欠かせません。 

マツダは、開発段階からリサイクルしやすい材料や構造について 

研究を重ねるとともに、その採用を進めています。 

●リサイクルしやすいクルマづくりのために 

新車のリサイクル性向上 

使用済み自動車（ELV）は鉄、アルミ等の金属類を中心に現在約

80％（重量比）がリサイクルされています。残りの約20％を占める樹脂

部品やガラス等は、シュレッダーダストとして埋立処理されています。

マツダでは、これら樹脂部品等のリサイクルを推進するため、開発段

階で次のような取り組みを進めています。 

●リサイクル可能率90％以上を達成 
マツダでは、将来の循環型社会の構築に向けて、関係業者と協力し

てシュレッダーダストとなるELVの樹脂部品やガラス部品を解体・リサ

イクルする技術調査を進めています。 

また、将来の焼却時にCO2削減と脱石油に有望な植物由来プラス

チックについて、産官学で連携して研究開発に取り組んでいます。　 

●ELVリサイクル技術の調査・研究 

再利用可能な部品や素材を取り出しやすくするために、 

解体・分離容易な設計、解体技術の研究を行っています。 

 

1

シュレッダーダスト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への統一を図っています。 
2

47,300本 

インストルメントパネル 

振動溶着によるエアダクトの分離容易化 
A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 

トランクサイドトリム 

PPへの単一素材化 
 

ダッシュインシュレータ 

遮音材と吸音材の 
単一素材化 
 

ドアトリム 

接着方法の変更による 
PPとPURの分離容易化 

PP：ポリプロピレン PUR：ポリウレタン 

用語解説 ：1

End-of-Life Vehicle（使用済み自動車） 

ELV

プレマシーのリサイクル性向上例 

これらの取り組みによって、2002年以降に発売した新型車から 

リサイクル可能率90％以上を達成しています。 
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用語解説 ：2

Automobile Shredder Residue 
プラスチックやガラス、ゴムなどのボディ
殻をシュレッダーで破砕し、金属類を分別
した後の残留物のこと。 

シュレッダーダスト（ASR） 



自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 

回収バンパーを新車のバンパーへリサイクル 

将来の樹脂部品のリサイクルに向けて、マツダは積極的な取り組み

を進めています。特に大型の樹脂部品であるバンパーリサイクルの

分野で、先進的な成果を上げています。 

1992年から、損傷したバンパーを販売会社から回収（P.50参照）して

樹脂材料に再生し、アンダーカバー等の自動車用部品の原料にして

きました。2001年以降は再生時に、塗膜の98～99％を除去すること

で、再生材で作る部品の強度を新しい原料で作る部品と同等に高

め、再生材をバンパー補強材や、表面にシボのあるバンパーに用い、

その用途を拡げてきました。しかし、99％の塗膜除去率では、特に美

しい塗装を必要とする滑らかな表面の新車用バンパーには再生材を

利用できないことが課題となっていました。 

●バンパーリサイクルの取り組み経緯 
 

そこでマツダは、2003年に穀物総合加工メーカーの株式会社サタケと

共同で光学選別技術を組み合わせた新しい塗膜除去技術（特許出

願中）を開発。不純物の極めて少ない塗膜除去率99.9％を実現し、

再生材を原料に含んだ部品でも、新しい原料だけで作ったバンパーと

同様の高い強度が得られる上、高品質の塗装も行えるようにしました。

この「バンパーtoバンパーリサイクル」は2005年3月末生産分の

RX-8のリアバンパーから実施しています。今後、マツダは、塗膜除去

した再生材を混入したリサイクルバンパーを順次、他の車種にも展

開し、自動車リサイクルの実行を積極的に進めていきます。 

●バンパーtoバンパーリサイクルの実現 

再生材を利用したRX-8のリアバンパー 

50,000 

45,000 

40,000 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

 

（本） 

47,30047,300本 47,300本 

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04（年度） 

バンパー回収本数の推移 

C l o s e  u p

藤　和久 

リサイクルの今後に大きな意味を持ちます。 

バンパーはクルマに用いられるブラスチック素材の部品として大型のも

のです。これを再利用することは、リサイクル率を高める上で、とても有

効です。さらにより良い循環型リサイクル実現のためには使用済み部品

を元の部品に再利用することが望まれます。そのために必要だった99％

から99.9％への塗膜除去率の向上は、発想の転換がきっかけでした。 

すでに既存の塗膜除去装置では限界の99％に達していた塗膜の除去

率を、穀物などに用いられる「光学選別技術」を既存の装置に上手く組

み合わせることで、結果として、バンパーに再利用可能なレベルまで塗

膜除去率を向上させました。バンパーtoバンパーリサイクルは、自動車

リサイクル技術を進化させていく上でひとつの壁でした。これを乗り越

えたことは、リサイクルの今後に大きな意味を持つと思います。 

（とう　かずひさ） 

技術研究所 

［パンバーtoバンパーリサイクルの実現］ 

省資源化とリサイクル推進のための商品開発目標と達成状況 
目　的 取り組み項目 具体的目標（2004年度） 2004年度の達成状況 

廃棄物の削減と 
省資源 
（リサイクル性向上） 

 ベリーサ、プレマシーで達成した。 

自動車リサイクルの推進 

2002年以降の新型車で、リサイクル可能率 
90％以上を達成する。 

バンパー再生材の新車部品への再利用を 
推進する。 

・47,300本の損傷バンパーを市場から回収し、新車部品に再利用した。 

・独自の塗膜除去技術により、バンパーtoバンパーリサイクルを確立し、 
  新車に採用した。 

 

26マツダ 社会・環境報告書2005

用語解説 ：3

樹脂製品などの表面に付けられた模様の
こと。このシボによって、表面の品質感を
高めたり、キズを目立ちにくくする効果が
あります。 

シボ 



自動車が使用・サービスおよび最終処分される段階での環境負荷低減を図るため、 

マツダは環境負荷物質の使用廃止をめざし、材料の代替を進めています。 

●環境負荷物質の低減 

自動車の騒音はエンジン本体や排気系、吸気系、駆動系およびタイヤなどから発生します。 

最新の騒音規制への適合については、乗用車、商用車ともに全車が完了しています。 

2004年度の新型車であるベリーサ、プレマシーについても最新規制に適合させました。 

●車両騒音の低減 

マツダでは、鉛、六価クロム、カドミウム、水銀などの使用削減に向け

て積極的に取り組んでいます。 鉛は、燃料タンク、ホイールバランサー、

電着塗料などで代替技術を確立し使用を廃止しました。  

六価クロムは、すでに一部の部品で使用を廃止しており、重要保安

部品やこれらの締結ボルト、ナットについても代替技術の開発を進め

ています。 またカドミウムは、電気･電子部品においても使用廃止を

進め、 水銀は、液晶ディスプレイ、ディスチャージヘッドランプ等を除き、

すでに使用を廃止しています。 

アルデヒド除去機能付脱臭フィルター 

鉛、六価クロム、カドミウム、水銀の使用量削減 

マツダでは、従来より不快なにおいや有害なアルデヒド類を除去し、

快適な室内環境を保つための取り組みとしてアルデヒド除去機能付脱

臭フィルターを開発し、1999年より主要車種で採用してきました。さら

に、内装部品の材質や接着剤の

見直しを行うことで、新車時に車室

内で発生するVOC（揮発性有機

化合物）の低減を進めています。 

車室内VOCの低減 

’90年代初めから、オゾン層を破壊しない「代替フロン」がエアコン

冷媒として使用されていますが、これも地球温暖化に影響を与える

ことが分りました。マツダでは、順次この「代替フロン」の使用量低

減に取り組むとともに、地球温暖化についてより影響の少ないCO2

冷媒などを使用したエアコンの技術開発も進めています。 

エアコンの冷媒使用量の低減 

鉛使用廃止したアテンザの燃料タンク（イラスト） 

27 マツダ 社会・環境報告書2005

目的と取り組み項目 具体的目標（2004年度） 2004年度の達成状況 

車両騒音の低減 最新の騒音規制に適合する 全車種で最新の規制に適合 

目的と取り組み項目 具体的目標（2004年度） 2004年度の達成状況 

環境負荷物質の低減 

4物質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）の 
低減を推進する。 

車室内VOC低減を推進する。 一部内装部品で低VOC対策実施した。 

鉛、六価クロム、カドミウム：一部部品で代替技術を開発して使用廃止 
水銀：液晶ディスプレイ、ディスチャージヘッドランプ等を除いて全廃した。 



自動車メーカーとしての取り組み 

魅力と責任あるクルマづくり 

マツダの商品を最終的に評価するのはお客さまです。 

マツダでは、常にお客さまの声に耳を傾けながら、より良いモノづくり、 

サービスづくりを進め、お客さまの満足の向上をめざしています。 

●「お客さまの満足」と「品質」を高めるために 

お客さまの声を聞き、真摯に対応 CS向上とお客さま対応 

マツダでは、お客さまの満足（CS）を常に高めていくことを企業活動

の最重要課題と位置付けています。 

そのために、商品・サービスについての満足度調査をはじめ、広くお客

さまから声をお寄せいただくためのコールセンターの運営などを行って

います。 

多様化するカーライフスタイルに応えて 

クルマは、その普及とともに、乗る人の嗜好や生活スタイルを踏まえた

趣味性や機能性が求められるようになってきました。マツダは、自由で

楽しいクルマ選びの方法や、グループ企業でのカスタマイズ事業アフ

ターサービスなどを通じて、多様化するカーライフスタイルにお応えし、

きめ細やかにお客さまの満足をお届けすることをめざしています。 

お客さまの声やご要望にしっかりと耳を傾ける。それが、より良いモノ

づくりの原点になります。マツダでは、国内からのお問い合わせやご

相談、ご要望やご不満などをお聞きする窓口として、1984年2月に

「マツダコールセンター」を設置しました。 

現在は約50名の体制で、フリーダイヤルやインターネットホームページ

を通じて寄せられるお客さまの声に真摯に対応しています。 

また、よりご利用いただきやすい環境づくりのために、2004年10月から

は、これまでの平日に加え、土日・祝祭日もフリーダイヤルでの相談受

付を開始しました。 

さらに、2005年4月からの個人情報保護法施行に合わせ、個人情

報の取り扱い（P.74参照）に関するお問い合わせ、開示等のご

請求についても対応する体制を整えています。 

2004年にコールセンターにお寄せいただいた声は約74,000件あ

りました。 

マツダは、ここで得られた製品やサービスについての貴重なご意見・ご

要望を社内の各部門にフィードバックして、商品開発や販売・サービ

スなどで、お客さまの満足をさらに高めるために役立てています。 

●マツダコールセンター 

2001年2月から運営を始めた業界初のネット受注生産車を発売する

サイトが「ウェブチューンファクトリー」です。お客さま自身が、いつでも

自由に様々な装備を組み合わせ、外観・内装などの確認や見積りの検

討、商談の申し込みなどが行えます。2004年度のシミュレーション機能

のご利用は約113万件にのぼり、前年度比で345％となっています。 

●ウェブチューンファクトリー 

マツダコールセンター 

http://www.w-tune.com/WEB TUNE FACTORY

営業部門 

生産部門 

技術部門 

マツダ 
国内販売店 カスタマー 

サービス部門 

お客さま 
相談部門 

マツダコールセンター 
品質部門 お客さま 

マツダ 

連携 

展
開 
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用語解説 ：1

Mazda North American Operations
「マツダモーターオブアメリカ,Inc」の事
業活動上のビジネス名。 

MNAO

グローバルなお客さま満足を 

お客さま個々だけでなく、クルマをお届けする国によっても、その文化

や嗜好に応じて求められるものは異なってきます。マツダではアメリカ

のMNAOをはじめ、欧州、中国、東南アジア、オーストラリアなど世界

各国の販売拠点と開発部署との間で、常に「各市場で、どんなクル

マが求められているか」を協議・調整し、グローバルなお客さま満足の

向上をめざしています。また、各国のマーケティング担当者に商品開

発・導入のプロセスを熟知してもらうことや、開発スタッフ等とのコミュ

ニケーションを高めることなどを目的に、本社グローバルマーケティン

グ本部で海外事業所との人事交流を行っています。　　　 

グループ企業の（株）マツダE&Tでは、福祉車両を開発する「ウェル

フェアカスタマイズ事業」をはじめ、個性的・趣味的な車へのニーズに

応える「プレジャーカスタマイズ事業」、保冷車など特殊車の設計・開

発・架装を行う「ビジネスカスタマイズ事業」を総合的に行い、少量で

はあっても車社会に欠かせないニーズにきめ細かく応える車づくりを

進めています。 

●カスタマイズ事業 

Tetsu Nakazawa

日本に駐在した経験が 
クルマづくりの 
プロセス理解につながった 

欧州各国からの要望を受けて、MX-5（ロードスター）をどんな形で各

国市場に導入するかを、開発と協議・調整するのが現在の仕事です。た

とえば、マーケットに適したボディ色、パッケージオプション、価格など

の設定について、商品化のためのコンセプトを開発部署に伝え、各マー

ケットの意思を反映したクルマを作り上げていくのです。MNAOでの

仕事は今とは逆に、「アメリカではこんなMX-5が必要」と企画・要望す

る側でした。 

日本での「市場と開発をつなぐ仲介者」としての経験を通じて、商品化

までのプロセスがよく理解でき、また「意思疎通をはかること」の大切

さを改めて感じています。 

C l o s e  u p

［てつ なかざわ］ 

グローバルマーケティング本部 
グローバル商品マーケティング部 

日系アメリカ人。 
MNAOとの人事交流で2004年6月来日。 
2005年12月までの予定で本社勤務。 

マツダが中期計画「マツダモメンタム」において、何をめざし、商

品を通じてどんなお客さま満足を提供していくか。 

これを世界中のディーラーやディストリビューターに向けて発信

し、「One Mazda」としてのグローバルな理解と共感を高める

ために、マツダは、2005年5月に「モメンタムイベント」を開催

しました。 

これは参加人数、展示商品、参加者の数、規模において、今まで

広島で開催したディーラー向けのイベントとして最大級のもの

で、今回発表した将来商品やサイクルプランについて参加者か

ら非常にポジティブなフィードバックを受け、今後の方向性につ

いて相互確認ができました。 

C l o s e  u p

「 マ ツ ダ モ メ ン タ ム 」を 発 信  

●感銘を受ける商品を知りマツダの将来

について確信を持ちました。 

●商品を実際に造っているマツダ社員に  

会ったり、生産工場を見学し、マツダのス

ピリットや文化を強く感じました。 

●とても勇気づけられるイベントでワン

マツダ・ワンチーム・ワンビジョンという

目標を達成していきたいと思います。 

●イベントを通じ、将来に向けたマツダの
情熱を感じました。 

海外ゲストからの声 
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世界のディーラーへ向けて 



自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 

「品質の劇的な向上」をテーマに 

マツダは、2004年から「品質の劇的な向上」を全社的なテーマにして

取り組みを進めています。商品の品質はもちろん、仕事のプロセスも

含めたすべての質を上げ、お客さまのためにより良い製品とサービス

の提供をめざしています。 

「魅力品質」を高める 

マツダは、Mazda Quality活動やTPM活動によって「お客さまに安心

してお使いいただけ、信頼される」品質づくりを高めると同時に、クル

マを持つこと、使うことの喜びや満足を生む「魅力品質」の向上にも

力を入れています。細部にまでわたる丁寧な造り込みの確かさやクオ

リティ感が伝わること。これもマツダが進めるZoom-Zoomなクルマづ

くりの大切な要素にしています。 
マツダは１９６２年に、お客さまが満足される製品を提供するためにQC

サークル活動を導入しました。 

その後、１９７８年に商品、サービスや仕事の質といった領域まで対象

を広げて、Mazda Quality（マツダクオリティ）活動と称した全社的な

質の向上活動を展開しました。この考え方は現在まで脈 と々受け継

がれています。近年では、これまでの純日本的なQC活動に加えて、品

質工学やシックスシグマといった世界的に認められた新しい手法・考

え方も積極的に取り入れ、お客さまに対するあらゆる提供物の質を高

める活動をMazda Quality活動と再定義して活動しています。 

その水準は、QCサークル全国大会や品質工学研究発表会で数々の

表彰を受けており、非常に高いものといえます。 

●Mazda Quality 活動 

マツダグループでは、生産システムの効率を極限まで高め、不良や故

障、災害などによるロスの発生を未然に防ぐTPM活動に1980年代

後半から取り組んできました。 

現在、マツダグループの11事業所がTPM活動を実施し、そのうち10

事業所がTPM各賞を受賞しています。 

●TPM活動への取り組み 

 

用語解説 ：3

Total Productive Maintenanceの略。生産シス
テムのライフサイクル全体を対象にして、“災害ゼロ・
不良ゼロ・故障ゼロ”など、あらゆるロスの発生を未
然に防ぐ仕組みを作り、ロスゼロを達成する運動。 

TPM活動 

用語解説 ：2

QCとはクオリティコントロール（品質管理）のこと。QCの
ために第一線の職場で働く人々が、継続的に製品・サービ
ス・仕事などの質の管理・改善を行う小グループでの活動
を「QCサークル活動」といいます。 

QCサークル活動 
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リコール等への対応と体制 

万全のクルマづくりを行うのがメーカーとしての責務であり、マツダは

そのための努力を尽していますが、残念ながら時として予期せぬ不具

合が発生する場合があります。マツダは商品に欠陥を生じ、その処置

が不可欠であると判断した場合、次のように必要な対応を実施して

います。 

マツダでは商品の欠陥についての情報およびその処置に関して経

営トップを含む関連部署への説明と開示を行い、迅速かつ適切な対

応を進めています。また市場から寄せられた品質情報をすべて保存し、

このリコール対応プロセスが正しく運営されていることや不具合に関

する処理漏れ等のないことをチェックするための内部品質監査を実

施しています。 

●各国の法規と手順に則った当局への届け出 

●ダイレクトメールや新聞によるお客さまへのお知らせおよび店頭でのご説明 

●ホームページにおけるリコール情報の開示 

●製品の回収と無償修理 



クルマは乗るたびに消耗する部分も多く、適切なメンテナンスが大切です。 

マツダは安心してクルマをお使いいただくために、 

アフターサービスの充実や技術の向上に努めています。 

●長く、安心してクルマをお使いいただくために 

使いやすく便利なサービスを開発 

マツダは、購入から廃車まで安全・快適にクルマをお使いいただくとと

もに、燃費や排気などの環境性能を維持できるよう、メンテナンス時

のお客さまの負担や環境負荷の少ない製品を開発すると共に、アフ

ターサービスの充実を図っています。国家資格を持つ整備士や純正

パーツによる質の高いメンテナンスはもちろん、法定点検など必要な

定期点検を割安なパック料金でご提供する「パックdeメンテ」をはじ

め、独自のサービスをお届けしています。2004年は、お客さまにとって

の安心と利用しやすさを考えたサービスプログラムの拡充を進め、

一般保証、特別保証が延長できる「パックde753」、クルマのキズ・

へこみに関して軽補修でありながら高品質を実現した「QBpit」、手

軽にクルマの手入れができる「お車エステ」を新たに開発・導入し、

サービスの向上に努めています。 

サービススキルの向上のために 

マツダは最高のサービスを提供できるサービススタッフを育成するため

に、教育施設の運営や研修の実施、資格認定制度や、販売店を対

象にした表彰制度「マツダ・エクセレント」を設けています。また、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・ナビゲーター」や、環境

法令を遵守し環境美化を推進す

るための事例集を作成し、お客さ

まと地域に喜ばれる販売店づく

りに取り組んでいます。 

マツダは1963年から、販売会社サービススタッフの顧客対応力や整

備技術力を向上させ、プロフェッショナルの育成を図るために、地区

大会を勝ち抜いた優秀サービススタッフによる全国大会を毎年開催

しています。世界各地でも

同様の取り組みを行ってお

り、２００４年６月１７日には、こ

の取り組みを海外に広げ、

ドイツ・ケルンで９カ国の代

表を集めて初の「サービス

技術世界大会」を開催しま

した。 

世界で技術情報・品質情報を共有化 

マツダは、アフターサービスを通じて市場から集まる品質情報をクルマ

の改良や修理技術の向上に生かすとともに、その改善内容を技術情

報として全世界のサービス拠点にフィードバックしています。2005年4

月から、すべての販売会社への情報開示をスピードアップし、国内外

の技術情報を活用したアフターサービスの質と速さの向上を進めて

います。 

●全国サービス技術大会の開催 
 

国内および海外の販売会社のサービススタッフに対し、技術向上の

ための研修を行う施設です。1972年10月に設立し、毎年約1.600名

の研修生を国内外から受け入れています。また、2002年11月には、新

たな国内販売会社のサービススタッフ向けのトレーニングセンターを

横浜市に設立しています。また、地方自治体からの要請にもとづき、

一般の方を対象とした自動車整備のデモンストレーションを行うなど

地域貢献活動にも取り組むとともに、自動車整備事業者を会員とす

る公益団体に対して、新技術に関する研修も行っています。 

●マツダトレーニングセンター鯛尾（広島県安芸郡） 

マツダトレーニングセンター鯛尾 

マツダ・エクセレント・ナビゲーター 環境法令遵守＆環境美化のポイント集（New6S） 

全国サービス技術大会 

キュービー・ピット 

マツダ 

マツダ 
安心サポート マツダの延長保証 
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2005年1月1日から施行された「自動車リサイクル法」に対応し、 

マツダではフロン類・エアバッグ類・ASRの再資源化等の仕組みを構築し円滑に運用を開始しました。 

また、法施行後の2005年1～3月期における再資源化実績についてご報告します。 

●使用済み製品のリサイクル 

用語解説 ：2

Automobile shredder residue Recycling promotion Team 
マツダ、日産自動車、三菱自動車工業、富士重工業、スズキ、いすゞ 自動車、日産
ディーゼル工業、三菱ふそうトラック・バス、PAGI、フォードジャパン、ダイムラー
クライスラージャパンの11社による「自動車破砕残さ再資源化促進チーム」 

ART

自動車リサイクル法への対応 

オゾン層破壊や地球温暖化に影響するフロン類、火薬類使用で処

理の困難なエアバッグ類、使用済み自動車から金属類を回収した後

に残るシュレッダーダスト（ASR）。 

自動車リサイクル法では、この３品目を自動車メーカーが引き取り、

再資源化等をする義務と責任を負います。マツダは、他の自動車

メーカーや関係業界と緊密に連携して、総合的なリサイクルシステ

ムの構築を積極的に進め、2005年1月1日の法施行からその円滑

な運用を開始しました。 

2004年度の再資源化実績 

マツダは2005年６月22日に、自動車リサイクル法に基づくASR、エア

バッグ類、フロン類の3品目に関する2004年度（2005年1月1日から

2005年3月31日）の品目ごとの再資源化等の実績を公表しました。

2004年度はASR、エアバッグ類ともに再資源化の法定基準を大幅に

上回り、フロン類についても適正に処理を行いました。マツダは今後も

さらなる再資源化を進めるよう活動し、資源循環に貢献していきます。 

●フロン類の回収・破壊、エアバッグ類のリサイクル 
全自動車メーカー等が共同で有限責任

中間法人「自動車再資源化協力機構」

を設立し、適性処理・リサイクルを進めて

います。エアバッグ類を取外すことなく容

易に車上で作動処理させるため、マツダで

は使用済み自動車に装着されたまま車上

で展開してリサイクルできるよう、1999年から「エアバッグ類一括作

動処理コネクタ」の新型車への採用を進めてきました。また､解体作

業時の安全確保のための「エアバッグ類適正処理マニュアル」を法

施行までに発行し、関係業界に配付しました。 

マツダは、日産自動車ほか9社と共同でARTチームを設立し、引き取り

とリサイクルを進めています。 

ASRのリサイクル率は、法律で段階的な向上が規定されており(2005

年30%、2010年50%、2015年70%)、施行後はその遵守とともに、早

期達成に向け積極的な取り組みを進めています。 

●ASRのリサイクル 

国内の販売済み車両約470万台について、１台ごとに車両装備に応

じたリサイクル料金を設定すると共に、リサイクル状況を包括的に管

理するITシステムを構築しました。また、すべての販売店が確実に法対

応するため支援活動として、「自動車リサイクル法の仕組みと実務」

マニュアルを作成し説明会を開催して周知徹底を図りました。さらに、

フォードジャパンをはじめとするフォードグループ各社が適性に法に対

応できるよう、ITシステム構築も含め連携して活動しました。 

●その他の活動 

基準の遵守状況 ＊1
項目 実績値 法定基準値 

ASR再資源化率 

エアバッグ類 
再資源化率 

＊2

＊3

56％ 

95％ 

30％以上 
（2005年度～2009年度） 

85％以上 

＊1／自動車リサイクル法第25条第2項に基づく 
＊2／自動車リサイクル法第 28条(シュレッダーダストの処理)および第31条(全部 
　　 再資源化)の両者を合わせたシュレッダーダストのリサイクル率 

 ＊3／エアバッグ類再資源化率＝ 
回収エアバッグ類総重量 

再資源化エアバッグ類総重量 

総引き取り量 

回収量 

作動処理量 

引取り総重量 

全部再資源化による発生抑制量 

 

10,215台 

13,199台 

1,054台 

3,664kg 

510個 

3,444個 

2.343t 

188t

フロン類 

エアバッグ類 

シュレッダー 
ダスト 
（ASR） 

2,483台 
（一部回収／一部作動3台を含む） 

＊詳細はホームページ　http://www.mazda.co.jp/recycle/　でご覧いただけます。 

107,645,930円 

123,552,192円 

払渡しを受けた預託金総額 

再資源化等に要した費用の総額 

自動車メーカーとしての取り組み 

魅 力と責 任あるクルマづくり 
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2004年度(2005年1月～3月期)再資源化等の概要 

部品の再生と再利用 

マツダでは、1996年から修理の際に交換したエンジンやATミッション

などを回収し、リビルト（再生）した部品の有償販売を開始し、再利用

の拡大を進めています。また、中古部品の販売についても、部品販

売会社が、関連事業者と提携しながら行っています。 

用語解説 ：1

Automobile Shredder Residue 
プラスチックやガラス、ゴムなどのボディ
殻をシュレッダーで破砕し、金属類を分別
した後の残留物のこと。 

ASR



自動車メーカーとしての取り組み 
Socia l  & Environmenta l  Repor t  2005

●新たな環境方針のもと、グループ全体のマネジメント体制づくりを 

●環境についての教育とコミュニケーション 

●環境行動推進計画と2004年度の実績 

●事業全体での環境負荷の削減をめざして 

●LCAの取り組み 

●環境会計 

●独自の技術と知恵で、最先端のクリーンファクトリーを創造 

●地球温暖化防止への取り組み 

●廃棄物削減への取り組み 

●化学物質の排出削減と環境にクリーンな生産 

●グリーン調達の推進 

●グループ企業との協働 

●グリーンオフィスへの取り組み 

 

環境マネジメントと環境保全活動 
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（1992年制定、2005年4月改訂） 

1

2

3

4

5

マツダ 地 球 環 境 憲 章  

マツダは、2005年4月１日に、マツダの環境基本方針を定めた 

「マツダ地球環境憲章」を企業の社会的責任（CSR）を果たす視点から見直しました。 

新しいマツダ地球環境憲章は、その活動対象をマツダ単体からグループ企業にまで広げています。 

環境への取り組みは自動車リサイクルなどグループ企業と共同で進める活動が増大しており、 

1992年の制定から13年ぶりに現在の活動実態にあった表現に改めました。 

●新たな環境方針のもと、 
　グループ全体のマネジメント体制づくりを 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

行 動 指 針  

環 境 理 念  

基 本 理 念  

自動車メーカーとしての取り組み 

環境マネジメントと環境保全活動 
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新たな環境マネジメント体制の構築 

マツダ環境推進体制（2005年7月1日より） 

マツダでは、グループ全体の環境取り組みを加速させるために、環境

推進体制を構築し直しました。従来の「マツダ地球環境会議」に代わっ

て、社長を委員長とする「マツダ環境委員会」を設置すると共に、領域

別の具体的対応を推進するために、５つの委員会を設置しました。 

特に、販売取引先、購買取引先への支援を目的として、「販売・サービ

ス環境委員会」「購買環境委員会」を設置しています。また、パーカー

副社長を環境担当役員に任命することで、グローバルな視点での環

境取り組みを推進していきます。 

［役割］  
●中長期計画の審議・決定と実積の評価・確認  
●マツダグループ全体の環境方針決定・推進  
●資源配分の決定 

： 井巻社長  

： パーカー副社長 

マツダ環境委員会 

リサイクル推進委員会 

委 員 長  

環境担当役員 

統括事務局 

使用済み自動車のリサイクルを推進する 
●国内使用済み自動車適正処理・リサイクル  
●販売会社・部品販売会社の自動車リサイクル法対応指導・支援  
●国内使用済み自動車処理技術調査・研究・開発部門へのフィードバック  
●欧州使用済み自動車適正処理・リサイクル 

販売・サービス環境委員会 

販売・サービスに関する環境方針を明確にし、 
販売会社・部品販売会社の環境保全活動を支援・推進する 

●「マツダ地球環境憲章」の共有化　●環境法令遵守診断  
●マツダEMS認定制度の導入促進 

購買環境委員会 

購買に関する環境方針を明確にし、 
購買取引先の環境保全活動を支援・推進する 

●「マツダ地球環境憲章」の共有化　●環境法令遵守診断  
●EMSの構築を促進 

生産環境委員会 

生産･物流及び全事業領域における環境保全の取り組みを 
審議・決定し、推進する 
●生産領域（ゼロエミッション、省エネ、ＰＲＴＲ、ＶＯＣ等）  
●物流領域（物流時のＣＯ2削減、梱包・包装資材の削減等）  
●事業領域（省エネ、紙削減、ゴミ分別等） 

開発環境委員会 

開発領域における環境保全の取り組みを 
審議・決定し、推進する 

●排ガス　●燃費　●軽量化　●車両騒音　 
●代替燃料　●リサイクル　 
●環境負荷物質　●車室内VOC
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C l o s e  u p

自動車メーカーとしての取り組み 

環 境マネジメントと環 境 保 全 活 動  

環境マネジメントシステム（Environmental Management System） 

マツダは環境経営の実現へ向けて、積極的に環境マネジメントシステ

ムの構築を進めてきました。2000年度中には、国内および海外の主

要生産拠点すべてがISO14001の認証を取得したのをはじめ、2001

年度には販売系を除く国内連結子会社6社が認証を取得しています。 

さらに2003年度は、本社研究開発部門で認証を取得し、2004年度

はマツダパーツセンター、マツダ教育センターを広島地区の新たな認

証範囲に加えました。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ISO14001の認証取得を促進しており、2004年度

末には主な購買取引先の95％が取得済みとなっています。 

今後、マツダは未取得の小規模な事業所、グループ企業、購買取引

先に対して独自の環境マネジメントシステムの導入も検討しています。 

国内生産拠点・事業拠点におけるISO14001の認証取得 

広島地区 2000年6月取得 
本社工場 

三次事業所 

西浦 

中関 

1998年9月取得 

1999年9月取得 
防府工場 

海外生産拠点におけるISO14001の認証取得 

AAT  オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd （タイ） 

AAI  オートアライアンス・インターナショナル,Inc. （米国） 
2000年6月取得 

2000年5月取得 

製品開発領域におけるISO14001の認証取得 

R&D部門 2003年8月取得 

※の会社は、マツダ広島地区として一括認証取得 

国内連結子会社（販売系を除く）6社におけるISO14001の認証取得 

2000年 6 月取得 

2000年 6 月取得 

2000年 6 月取得 

2000年 6 月取得 

2001年10月取得 

2001年12月取得 

自動車の設計、実験の開発・受託、架装車両・自動車用品の開発・製造 等 

工作機械・自動車部品等の設計・製造・販売 

警備、運輸、印刷、保険、不動産、社内売店、メンテナンス、リビルトエンジニアリングほか 

自動車・部品等の海陸上輸送、港湾、陸運、倉庫、梱包、納車点検、架装 等 

自動車部品（ATバルブ、アペックスシール等）の製造 

防振ゴム・ホース類・窓枠ゴムの開発・製造・販売 

※㈱マツダE&T 

※トーヨーエイテック㈱ 

※マツダエース㈱ 

※マロックス㈱ 

マイクロテクノ㈱ 

倉敷化工㈱ 

販売会社の代表者とマツダの販売部門の担当役員は 

定期的にフェースtoフェースのコミュニケーションを行っています。 

2005年5月の会議ではマツダからCSRと環境に関わる次の4点の 

取り組みについてお願いしました。 

●コンプライアンス責任者を明確化 
●内部監査の定期的実施 

グループ企業とのコミュニケーション 

1. CSR体制の確立 

●継続的な社員への意識付け 

2. CSRを重視する組織風土 

●早いマツダへの情報提供 
●迅速で適法な対応アクション 

3. リスク管理の徹底 

●MECA21 の推進強化 

4. 環境法令の遵守 

AutoAlliance（Thailand）Company Limited

AutoAlliance International,Inc. 

 

※マツダ販売店協会とともに定めた、販売会社の自主的な環境取り組み指針 

※ 
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環 境 監 査  

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、

広島地区・防府工場・R&D部門で内部監査と外部審査をそれぞれ

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中心に内部監査員として選任し、

全社を横断的に各々の環境関連項目について監査を行っています。

2004年度の内部監査では62件の軽微な指摘、112件の観察事項

が、また外部のISO14001審査登録機関による監査では指摘事項は

なく、７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

告するとともに、迅速に是正を行いました。 

広島地区 防府地区 

観察事項 軽微な不適合 

（人） 

2000 （年度） 2001 2002 2003 2004
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内部監査員の推移 

2004年度内部監査結果（広島地区、防府工場、R&D） 

環境リスクマネジメント 

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

策に努めるとともに、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

染予防などについては、定期的なモニタリングや各工場・事業所での 

 

対策を行い、その防止に取り組んでいます。 

2004年度における環境汚染を引き起こす恐れのある環境事故、なら

びに法違反は、前年度に続きありませんでした。環境に関する苦情と

して、ばい煙に関する問合わせが1件ありました。直ちに関連設備の

点検と操業状況を調査した結果、異常は認められませんでしたが、操

業管理の徹底と強化を図っています。 

大気 

水質 

騒音・振動 

臭気 

廃棄物 

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 

廃水処理水 

敷地境界線 

敷地境界線 

鉱さい、汚泥、ばいじん　他 

約400／年 

モニタリング数 モニタリング項目 モニタリング対象 

約1800／年 

約30／年 

約10／年 

約600／年 

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43項目 

騒音レベル、振動レベルの2項目 

臭気指数 

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34項目 

環境モニタリング項目 
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用語解説 ：1

マツダは、従業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考えています。 

この認識のもと、環境教育の徹底や啓発・コミュニケーションを積極的に進めています。 

●環境についての教育とコミュニケーション 

広島県内の企業・団体が相互に協力・連携
して、地球環境と経済が調和した活力ある
地球環境保全型社会の創出に寄与すること
を目的に平成5年3月に設立されました。 

ひろしま地球環境フォーラム 

用語解説 ：2

セミナーの開催や情報誌の発行などを通じ、
山口県内企業等のＩＳＯ導入に対する理解の
促進、意識の高揚を図る普及啓発活動。 

環境ISO山口倶楽部 

環境教育  

マツダの環境教育は、新入社員教育の段階から設定しており、管理

者、係長、職長などの役割別に、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。また、各事業部門で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。さらに、社員の環境関連公的資格の取得支

援と推奨、環境保全に関する課題や改善策の社内公募、発明報奨

制度などを行い、社員一人ひとりの意識向上や活動の活性化を図っ

ています。 

社内啓発とコミュニケーション 

マツダは、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、外部から講師を招いての環境講演会などを行い、関係会

社を含む全従業員への環境意識の啓発を図っています。さらに毎年

6月の「環境月間」では、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

をホームページや商品カタ

ログに掲載しているほか、社

会・環境報告書の発行や

各種環境イベントへの参加

など、お客さまや社外へ向け

たコミュニケーションや情報

　 

2004年度の主な環境イベント等への出展 

＊上記のほか、RX-8水素ロータリーエンジン車の展示、講演会、セミナーなどに国内外で多数参加しました。 

広島フラワーフェスティバル 

人と車のテクノロジー展 

エコカーワールド2004 

エコテクノ2004 

東京モーターショー 

エコプロダクツ2004

出展物 開催期間 イベント 

5月3日～5月5日 

5月19日～5月21日 

6月5日～6月6日 

10月27日～10月29日 

11月2日～11月7日 

12月9日～12月11日 

RX-8水素ロータリーエンジン車展示 

水素ロータリーエンジンユニット展示など 

デミオ、アクセラの低排出ガス車（SU-LEV）展示 

RX-8水素ロータリーエンジン車展示 

水素ロータリーエンジンユニット展示など 

RX-8水素ロータリーエンジン車展示 

環境教育システム 

部門教育 各部門で必要な環境教育を、 
随時広範に実施 

事故時処理訓練 

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 シニアリーダーコース 

マツダ短大コース 

階層別教育 

一般教育 

特定業務従事者 

環境教育 

資格取得教育 

125名 

2004年度の 
階層別環境教育実績 

330名 

計833名 

378名 

エコカーワールド2004

開示を積極的に進めています。さらにマツダは、地域の環境活動にも

主体的に取り組み、環境法令の講習会やISO14001セミナー、国際

協力、地域の環境学習支援などを行う「ひろしま地球環境フォーラム」

への参加をはじめ、防府工場が「環境ISO山口倶楽部会員」として

活動しています。　 

作業手順書教育 

管理者教育 

係長教育 

職長教育 

新入社員教育 

自動車メーカーとしての取り組み 

環境マネジメントと環境保全活動 
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マツダは、環境負荷の低減へ向け、事業の各領域・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。 

●環境行動推進計画と2004年度の実績 

項　　目 

環境行動推進計画 

中長期目標 
2004年度実績 関連ページ 

環境マネジメント 

製品開発 

研究開発 

生　産 

物　流 

使用済み自動車 

マネジメント体制の 
強化 

燃費の向上 
（CO2の低減） 

排出ガスの 
クリーン化 

クリーンエネルギー車 
の研究開発 

リサイクルの推進 

リサイクル 

直接埋立廃棄物の 
削減 

省エネルギ－ 

CO2排出削減 

資源の有効活用 

購買取引先会社でISO１４００１の認証取得を推進・
支援する。 

主要購買取引先会社の95％が取得を 
完了した。 

ベリーサ、プレマシーで達成した。 

2005年1月に達成した。 

1990年度比で33％削減した。 

新たに5,651トン-CO2削減した。 

新たに1,275トン削減した。 

ASR・エアバッグ・フロンの再資源化等の仕組みを
構築し、2005年1月から運用開始した。 

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。 

2005年末を目標に、SU-LEV/U-LEVを乗用
車の90％で達成する。 

2002年以降の新型車で、リサイクル可能率 
90％以上を達成する。 

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。 

バンパー再生材の新車部品への再利用を 
推進する。 

環境負荷物質の 
低減 

鉛、六価クロム、カドミウム：一部の部品で代替
技術を開発して使用廃止 
水銀：液晶ディスプレイ、ディスチャージヘッド
ランプ等を除いて全廃した。 

一部内装部品で低VOC対策を実施した。 

4物質（鉛、六価クロム、カドミウム、水銀）の 
低減を推進する。 

車室内VOC低減を推進する。 

2004年度末までに第2次ゼロエミッションを
達成する。 

リース販売の開始に向け、 
水素ロータリーエンジン車の開発を推進する。 

車両騒音の低減 全車種で最新規制に適合した。 最新の車外騒音規制に適合する。 

物流の効率化によってCO2排出量を削減する。 

自動車リサイクル法に対応する。 

梱包／包装の簡素化によって資材使用量を 
削減する。 

・デミオ、ベリーサ、プレマシー、アクセラ（1.5L） 
  でSU-LEV認定を取得した。 
・乗用車の87.3％（SU-LEV：49.2％、U-LEV： 
  38.1％）で達成した。 

・ベリーサ全車とプレマシー（2.0L）で2010年度 
  燃費基準を達成した。 
・7重量ランク中5重量ランクで2010年度燃費基準 
  を達成した。 

・RX-8水素RE車の国土交通大臣認定を受け、 
  公道走行試験を実施した。 
・水素ステーションを開設した。 

・47,300本の損傷バンパーを市場から回収し、 
  新車部品に再利用した。 
・独自の塗膜除去技術により、バンパーtoバンパー 
  リサイクルを確立し、新車に採用した。 

P.23

P.24

P.27

P.25

P.27

P.27

～
 P.17 

 
P.18

P.36 
・ 
P.49

P.26 
・ 
P.50

P.47

P.45

P.46

P.47

P.32
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MAZDA

マツダでは効果的な環境負荷の削減をめざし、生産物流工程における 

データの把握に努めています。 

●事業全体での環境負荷の削減をめざして 

材料の採掘や部品づくり、さらに車の製造や製品の使用、メンテナンス、 

廃棄にいたる自動車のライフサイクル全体での環境への負荷（CO2排出量等）を評価するのが 

LCA（ライフサイクルアセスメント）です。マツダは一層の環境負荷の低減をめざし、LCAの実施手法や 

LCAの評価に必要なデータベースの構築、方法等の研究を進めています。　 

● L C A の 取 り 組 み  

資源の投入量と環境への排出量 

環境へのリスクを抑え、循環型社会の形成に貢献するためには、資

源の有効活用をはじめ、CO2などの環境負荷物質の発生を低減させ

ることが重要です。マツダは資源の投入量と環境への排出量のバラ

ンスを把握しながら、効果的な活動に取り組んでいます。2004年度

の実績は以下のようになっています。 

マツダと環境のかかわり 

原油換算エネルギー

使用する、電力や水、 
原材料等の量 

事業所  

研究開発  

購　買  

物　流  

市　場  

自動車　自動車用部品 

車の使用 

生 産 工 場  

社内発電施設 

物　流 

リサイクル 

※数値は2004年度（’04年4月～’05年3月）の実績 

直接埋め立て廃棄物 
1,140 ｔ/年 

排水 
822万 ｍ3/年 

排出ガス 
140万 Nm3/時間 

CO2（生産工程） 
37.4万 ｔ/年 

製品  

排出ガス、騒音など 

物　流  

31.1万  S/年 

水 
1,598万 ｍ3/年 

（内、雨水利用2.8万 ｍ3/年） 

原材料 
27万 ｔ/年 

（鉄、アルミ等） 

紙 

排出物の量 

自動車メーカーとしての取り組み 

環境マネジメントと環境保全活動 
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マツダは、環境保全活動に投入したコストとその効果を「環境会計」として的確に把握して、 

環境保全活動の効率化に活用しています。2004年度からはグループ企業も含めた集計としています。 

● 環 境 会 計  

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をはじめ、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で算出したものです。2004年度は、前年度か

ら試作車製作などの研究開発コスト（35.1億円増）、燃料転換や省エ

ネ対策などの地球環境保全コスト（8.9億円増）社会活動コスト（6.1

億円増）、産業廃棄物置場の新設などの資源循環コスト（4億円増）

が増加となりました。 

なお、算出にあたっては、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マツダ独自の基

準を設け、集計しています。 

24.6 

10.2 

1.7 

3.4 

0.1 

10.2 

0 

0

20.5 

19.3 

15.8 

2.4 

8.7 

350.1 

9.9 

0

＊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。　（5）その他：部門集計値に一般管理費10％を加算計上。 

環境保全コスト（マツダ単独） 

環境保全コスト（国内グループ企業を含む合計） 単位：億円 

注1.連結環境会計集計においては、マツダ（株）および国内財務対象企業45社を集計範囲とした。  注2.連結財務対象企業の内、販社､部販社は初回集計につき、財務帳票記録の有るコスト集計のみとした。 

環境省ガイドライン分類項目 

分　類 投資額 経費額 合　計 

主要活動内容 
環境コスト（億円） 

投資額 経費額 

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト 

公害防止コスト 

地球環境保全コスト 

 

事業エリア内コスト 

24.8 

10.5 

1.7 

3.4 

0.1 

10.8 

0.0 

0.0 

51.3

21.6 

20.4 

18.6 

2.8 

10.6 

353.2 

9.9 

0.0 

437.1

46.4 

30.9 

20.3 

6.2 

10.7 

363.9 

9.9 

0.0 

488.4

① 販社 

② 部販社 

③ 物流 

④ 購買 

⑤ その他 

※連結環境会計の集計範囲 

……………20社 

……………9社 

………………1社 

………………3社 

……………2社 

1.連結子会社35社 

① 販社 

② 部販社 

③ 物流 

④ 購買 

⑤ その他 

………………3社 

……………3社 

………………1社 

………………2社 

……………1社 

2.国内持分法適用会社10社 

国内連結財務対象企業45社 
上・下流コスト 

管理活動コスト 

研究開発コスト 

社会活動コスト 

環境損傷コスト 

公害防止コスト 

地球環境保全コスト 

資源循環コスト 

上・下流コスト 

管理活動コスト 

研究開発コスト 

社会活動コスト 

環境損傷コスト 

資源循環コスト 

50.2 426.7

476.9

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染防止等 
具体例： ＶＯＣ対策、粉塵対策、塗装乾燥炉対策 

地球温暖化防止、オゾン層破壊防止等 
具体例： ライン統合、使用エネルギー変更など 

資源有効活用、リサイクル、廃棄物処理・処分 
具体例: 鋳造砂回収装置新設、廃棄物置場新設 

グリーン調達（差額）、製品の回収・再製品化、 
容器包装等の環境負荷低減 

汚染修復費、環境損害補償、保険料等 

環境コスト合計 

製品、生産、物流領域等の環境負荷抑制のための研究開発 

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、情報公開、事業所周辺の自然保護･美化 

自然保護･緑化･美化・景観改善対策、 
地域住民･団体への支援･寄付、情報提供 

合　計 
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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を算出したものです。

2004年度は生産、物流、管理部門の各領域で下表のような結果が得られました。 

2000

（億円） 

（年度） 
0

100

200

300

400

500

600

700

0

2.0

1.5

1.0

0.5

2.5

3.0

3.5

2001

301.5

25.4

2002

386.7

46.6

20042003

352.1

38.5

373.8 426.7

44.7
50.2

2000 2001 2002 20042003 （年度） 

25.9

24.7

23.4

22.3

20.2

21

19

20

22

23

24

25

26

（％） 

環境保全効果（マツダ単独） 

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　 

項　目 単　位 2003年度 2004年度 改善度（％） 効果の内容 金額（億円） 

経済効果 

廃
棄
物
削
減 

VOC排出削減量 

CO2排出量（年間） 

ＣＯ2排出量売上高原単位 

使用済バンパー回収本数 

直接埋立廃棄物 

焼却廃棄物 

 

再資源化 

エネルギー消費量削減 

資源有効利用 

蒸気回収 

梱包資材削減 

リサイクル、有価物売却収入 

g／m2 

千トン-CO2／年 

トン-CO2／億円 

千トン／年 

千トン／年 

トン／億円 

％ 

千本／年 

8.0 

370.6 

22.3 

2.0 

10.0 

84.8 

99.1 

45.3

5.0 

373.6 

20.2 

1.1 

8.2 

90.9 

99.2 

47.3

16.2

2.0 

0.4 

0.1 

60.3

11.0%改善 

0.8%増加 

9.4%改善 

45.0%改善 

18.8%改善 

　7.2%増加 

　0.1%改善 

　4.4%改善 

2000 2001 2002 20042003 （年度） 

4

5

6

7

8

9

6.5 6.6

5.6
5.1 4.9

環境コストの推移 

環境投資／設備投資 

売上高当りのＣＯ2排出量 

売上高当りの廃棄物発生量 
トン／億円 

比率の推移 

2000 2001 2002 20042003 （年度） 
4

6

8

10

12

14

6.1

10.6

8.2

12.6

8.6

トン-CO2／億円 

売上高比率 経費 設備投資 

2000

（％） 

（年度） 2002 200420032001
0

10

20

30

40

50

60

38.2

53.7

42.9 43.5 

 

43.7 

 

環境開発／開発総コスト 
比率の推移 

自動車生産による廃棄物 
発生量売上高原単位 
 

自動車メーカーとしての取り組み 

環 境マネジメントと環 境 保 全 活 動  

（％） 

（トン） 

（トン-CO2） 

2.47

3.17

2.54 2.52 2.58
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マツダは、独自に開発した生産技術と、モノづくりに関わるヒト・現場が 

培ってきた「知恵」を集積することで、最先端のクリーンファクトリーを創造しました。 

その成果は各方面からも高く評価されています。 

●独自の技術と知恵で、最先端のクリーンファクトリーを創造 

中塗り・上塗りベース・クリアの3つの塗装工程を連続して塗装した後、3層

を一度に焼き付ける新開発の塗装方式で、環境負荷物質であるVOC（揮発

性有機化合物）とCO2を同時に削減できる世界初の先端技術です。これに

よりVOC使用量を45％、消費エネルギーをCO2換算で15％削減するとと

もに、コスト低減にも成功しました。この技術は、2005年4月までに国内の

すべての生産拠点に導入を終えています。 

世界で初めてVOCとCO2を同時に削減 

「スリー・ウエット・オン塗装技術」 

■（財）機械振興協会「第1回新機械振興賞／経済産業大臣賞」を受賞（2004年2月3日） 
■平成15年度  大河内記念会「大河内生産賞」を受賞（2004年3月9日） 

■平成16年度（財）日本環境協会「地球温暖化防止活動／環境大臣賞」を 
　受賞（2004年11月） 
■平成16年度（財）省エネルギーセンター「省エネルギー実施優秀事例／ 
　経済産業大臣表彰」を受賞（2005年2月9日） 

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、2003年に世界で初めて開発しま

した。この技術は、従来の抵抗溶接が必要としていた大量の電力消費や大型の

専用設備、さらに冷却水・圧搾空気がまったく

不要なため、大きな省エネルギー効果が得

られ、低コストも実現します。マツダは、この

技術を2003年に発売したRX-8から採用し

ています。 

使用エネルギーを従来の99％も削減 

世界初の「摩擦熱を利用したアルミ材接合技術」 

マツダは2005年6月、摩擦熱を利用したアルミ材接合技術を発展させ、世

界で初めて鋼板とアルミ板材を直接点接合する技術を開発しました。これ

まで、鉄とアルミのような異質な金属どうしの溶接による接合は困難とされ

てきましたが、マツダは独自の技術によって容易で、しかも接触腐食を防ぐ

接合を可能としています。なお、この技術は2005年8月に発売を予定して

いる新型「マツダロードスター」のアルミ製

トランクリッドと鋼板製ボルトリテーナーの

接合に採用されています。 マツダは、今後こ

の技術を、アルミと鋼板を適材適所に使った

次世代の軽量車体の組み立てに応用し、ク

ルマの燃費向上などに役立てていきます。 

クルマの軽量化などに大きく貢献 

世界初の「摩擦熱を利用した鉄とアルミの点接合技術」 

VOC 
45%削減 

CO2 
15%削減 

エネルギー 
消費 

99％削減 

人に 
やさしい 
作業環境 

クルマの 
軽量化を 
可能に 
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マツダは電力と廃棄物の削減を目的とした「セミドライ加工」を、2002年か

ら、まずMZRエンジンの機械加工ラインで実用化しました。 

これは従来のウェット加工に比べて、消費電力を75％、切削によって出る廃

液の処理量を80％も削減するもの。現在マツダは、このセミドライ加工をエ

ンジン以外の部品にも拡大しています。 

省エネルギーかつクリーンな加工を実現 

「セミドライ加工」の実用化 

■平成14年度（財）省エネルギーセンター 
　「省エネルギー実施優秀事例／経済産業大臣賞」を受賞（2003年2月6日） 

「ラインを人に合わせる」という発想 

ジャストフィットコンベアシステム 

組み立て中のクルマと一緒に必要な部品がついてくる 

キットサプライ方 式  

マツダの生産方式は、混流生産が基本です。これにより、多様な製品系列と車 

種をまかなうとともに、市場ニーズの変動に応じた高効率、高品質、短い納期

での生産を進めてきました。マツダは、この混流生産をさらに進化させ、車両

工場のみならず社内の部品工場や取引先での部品生産まで、計画順序どおり

に生産を行う「計画順序生産」を展開しています。これは、お客さまのご注文

に基づく順序通りにすべての生産活動を同期させることにより、最短のリード

タイムでお客さまに製品をお届けすると同時に、徹底して在庫ロス、三角輸

送ロスなどのロス排除を図ることを狙いとしています。 

必要な時に、必要なものをオーダー１個ずつつくる 

「計画順序生産」 

エネルギー 
消費 

75％削減 

廃棄物を 
80％削減 

作業効率の 
アップ 

お客さま 
満足の向上 

ロスゼロへの 
取り組み 

人に 
やさしい 
作業環境 

作業効率の 
アップ 

人に 
やさしい 
作業環境 

他にもマツダは独自の作業環境の改善策を考え、生産

現場に取り入れています。そのひとつが「キットサプラ

イ方式」の展開です。これは、作業者が部品棚から、ライ

ンに流れてくるクルマに応じて必要な部品を取るのでは

なく、あらかじめ１台分の組み立てに必要な部品をセット

した部品箱をクルマと一緒にラインへ供給する方

法です。これにより「どの部品を付けるかを、素早

く、的確に判断しなければ」という作業者のメンタ

ル面の負担を解消し、同時に品質・作業効率も高め

ています。 

マツダは環境負荷の低減とともに、生産現場における作業環境の改善にも積

極的に取り組んでいます。本社宇品第2工場（U2）などに採用しているジャス

トフィットコンベアシステムは、「人が姿勢を変えて作業する」という従来の方

法を改め、「人に合わせて車両（ライン）の高さを変える」という発想で新た

に開発したものです。これにより、作業時の肉体的な負担を大きく軽減すると

ともに、作業ロスの削減による生産性の向上を実現しています。　 

従来のウェット加工 セミドライ加工 

自動車メーカーとしての取り組み 

環 境マネジメントと環 境 保 全 活 動  

7
6
5

3
2
1

1234567

取引先  

生産計画 
順序計画 

計画順序 
情報 

計画順序通りに同期して、すべての生産活動が最短のリードタイムで行われている。 

出荷・配送 

社内部品販売 社内サブライン 

5
4
3

車 体 組 立  塗　　装 車 両 組 立  
お客さま お客さま 
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用語解説 ：1

エネルギー消費効率の良さを比較するた
めの基本的な単位。マツダでは、自動車
1台の生産に要するエネルギー消費量と
しています。 

エネルギー消費原単位 

マツダでは、地球温暖化の防止へ向けて、生産工程から物流にわたる各段階で 

CO2排出量の削減や省エネルギー対策に取り組んでいます。 

●地球温暖化防止への取り組み 

生産領域での省エネルギー活動  

マツダは生産領域（単独）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んでいます。2004年度は、P.43～44に紹介

した生産技術の導入をはじめ、ラインの集約化、TPM活動等によるロ

スの見直しや改善活動によるライン稼動時間の短縮などを進めまし

た。また、CO2排出削減にインパクトのある施策として、天然ガスへの

燃料転換を進めています。 

天然ガスは、化石燃料の中で単位熱量当りのCO2排出量が最も少

ないため、マツダは重油系燃料や液化石油系ガス（LPG）からの燃

料転換を積極的に進めています。すでに本社工場では2000年12月

にLPGからLNGへの燃料転換を完了しており、防府工場でも2002

年12月に転換を終えています。また、2004年には防府工場のボイラ燃

料を重油からLNGへと転換しました。マツダは今後もLNGの利用拡大

を進め、CO2の排出削減に努めていきます。 

●LNG（液化天然ガス）への燃料転換 
 

 防府工場中関地区がエネルギー管理優良工場として 
「資源エネルギー庁長官賞」受賞 

2005年2月、経済産業省の平成

16年度エネルギー管理優良工場

の熱部門で、マツダ防府工場中関

地区が表彰を受けました。 

これは、過去3年間にわたってエ

ネルギー消費原単位を対前年比で1％以上下げてきた実績が評価され

たもの。中関地区では、全社員が参加するTPM活動や「からくり改善」

と呼ぶ社員自らの工夫による職場の改善活動、さらに省エネルギー活

動を徹底するためのエネルギー管理に関する講習会、訓練、資格取得

なども積極的に進めています。 

C l o s e  u p

売上高当りCO2排出量の推移 

CO2排出量（千トン/年） 
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0
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生産領域におけるCO2排出量の推移 

種類別エネルギー使用量 エネルギー使用量（×103GJ/年） 

4,970 

341 

1,252 

0 

6 

10 

22 

21 

88 

728 

7,438

4,342 

397 

1,247 

0 

50 

9 

14 

12 

174 

441 

6,687

5,176 

386 

1,181 

0 

6 

8 

16 

29 

47 

821 

7,670

5,344 
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1,126 
0 
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10 
46 
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7,818

電 力  

コ ー ク ス  

Ｃ 重 油  

B 重 油  

Ａ 重 油  

ガ ソ リ ン  

灯 油  
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Ｌ Ｐ Ｇ  

Ｌ Ｎ Ｇ  

合 計  

2004（年度） 200320022001

エネルギー使用量 
（×103GJ/年） 

用語解説 ：2

J（ジュール）とは熱量を表す世界共通
の計算単位。 
GJ（ギガジュール）=4,186,050kcal
（キロカロリー） 

GJ（ギガジュール） 

ＬＮＧ 
ＬＰＧ 
軽油 
灯油 
ガソリン 
Ａ重油 
B重油 
Ｃ重油 
コークス 
電力 

8,000

6,687

7,438
7,670

7,818

6,000

4,000

2001 2002 2003 2004（年度） 

0
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防府中関港での船積み 

物流領域での省エネルギー活動  

マツダでは、物流領域におけるCO2排出量の把握とともに、効率化や

モーダルシフトなどにより、その削減を進めています。2004年度の物

流領域におけるCO2の総削減量は、5,651トンとなっています。 

マツダは2003年度からMRS（マツダミルクランシステム）の本格導入

を始め、生産部品の輸送などにおけるトラック便数の削減を積極的に

進めています。このMRSの展開により、2004年度は2,550トンのCO2

削減を行いました。また、従来より進めてきた積載率の向上、お客さま

用部品の共同輸送および工場近くでの部品船積み等によるトラック

便削減も行い、2,879トン削減しています。 

●ミルクランなどによるトラック便の削減 

マツダは部品の調達や工場内輸送の領域で利用するフォークリフトに

ついて積極的に電動化を進めてきました。2004年度末における電動

フォークリフトの台数は166台で、全体の24％となっています。また、2003

●構内作業用運搬機器の電動化 

年度からは、お客さま用部品などの物流を管理するパーツセンターで、

フォークリフトから小型スクーター牽引車への転換によるCＯ2削減を

進めています。これらの活動により、2004年度は7トン削減しました。 

マツダは瀬戸内海沿岸に立地するロケーションを活用し、早くから海

上輸送へのモーダルシフトを推進してきました。現在は国内向け完成

車の海上輸送率は92％に達しています。また海上輸送の共同化も

推進しています。これらの活動により、2004年度はCO2排出量を新た

に215トン削減しました。 

●海上輸送の活用 

マツダの物流システム図 

メーカー 

メーカー 

メーカー 

メーカー 

拠点 

鉄道 

船舶 

部品メーカーなど 
国内 

お客さま 

完成車プール場 

流通センター 販売会社 専用船 

海外 
お客さま デポ ディーラー 船舶 

完成車 

現地港 海外工場 

船舶 

KDプール場 

KD物流 

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 

パーツセンター 
 

サービスパーツ物流 

MRS（マツダミルクランシステム）による輸送の効率化 

国内向け完成車輸送の海上輸送活用 

工 場 工 場 

工場間輸送の 
効率化 

工場間・工場内 

マツダ 

電動化の推進 

用語解説 ：3

物流における二酸化炭素排出量の削減を
図るため、環境負荷の少ない大量輸送機
関である海上輸送や鉄道貨物輸送の活用
を図ること。 

モーダルシフト 

用語解説 ：4

ミルクランとは、ひとつの車両で、複数のサプライヤー
のところを回って配送部品を集荷してくる巡回集荷の
ことです。牧場を巡回して、牛乳を集荷するのになぞ
らえて「ミルクランシステム」と呼ばれます。 

MRS（マツダミルクランシステム） 

自動車メーカーとしての取り組み 

環 境マネジメントと環 境 保 全 活 動  
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「セミドライ加工」（P.44参照）の導入拡大による切削液の削減をは

じめ、油、汚泥などの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る削減を行っています。 

これらの取り組みにより、直接埋立廃棄物量は1990年度比で1％以

下となり、第2次ゼロエミッションを計画通り達成しています。マツダで

は、今後もゼロエミッションへ向けた活動を強化するとともに、その取

り組みをグループ企業にも拡大していきます。 

●排出量の低減と一般廃棄物の削減 

物 流での梱 包・包 装 資 材の削 減  

基準年比 
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30.7

19.0

9.8
5.2 4.3

34.0
39.3

44.944.9 44.144.144.1
42.8

59.657.6

77.0

100

0
199219911990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

（年度） 

●全埋立廃棄物量 の推移 

梱包・包装資材使用量削減実績（木材・段ボール） 

リサイクルプラスチック材を 
利用した搬送パレット 

68.268.268.2

マツダでは、物流領域において、環境に配慮した包装の設計や資

材の調達を行っています。海外の組立工場や国内外の部品販売

会社向けの輸送に用いる梱包資材は、リターナブル容器の導入を

はじめ、資材の再利用、梱包・包装仕様の見直しなどを行い、「３R

（Returnable：循環する、Ｒｅｕｓe：再利用する、Ｒｅｄｕｃｅ：減量する）活

動」を推進しています。こうした取り組みによって、２００４年度は、下表

のような実績をあげました。 

1,000

2001
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406
1,121
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1,292

629

1,913

2,145

721

2,243

1,195

2,366

3,266

3,8433,843

5,109

リデュース リユース リターナブル 

2002 2003 2004（年度） 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
トン 

0

マツダは、資源を有効に活用し、循環型社会の実現に貢献するために、 

事業活動で発生するすべての副生物・廃棄物の削減・再資源化に取り組んでいます。 

●廃棄物削減への取り組み 

第2次ゼロエミッションの達成 

マツダは、直接埋立廃棄物をゼロにする「ゼロエミッション」への取り

組みを段階的に進めてきました。まず、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

1990年度比5％未満にする」ことを掲げ、これを１年前倒しして2002

年度中に達成しました。2003年度からは、これを「2004年度末に１％

以下にする」ことをめざした第2次ゼロエミッション活動を展開し、

2005年1月に目標達成しました。 

第2次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

量の削減とリサイクルの推進です。2004年度は、金属くずの発生量

を抑えるとともに、溶解して部品に再利用する社内リサイクルの推進

をはじめ、鉱さいのリサイクル、ばいじん（キュポラダスト）のリサイクル、

化成スラッジの発生量抑制に取り組みました。この結果、リサイクル

率90％以上を維持し、直接埋立廃棄物を1,140トン（前年比887トン

減）としました。 

●副生物・廃棄物の削減とリサイクル 

2004年度の生産工程における副生物や廃棄物のリサイクル 

原材料・エネルギー 

総合リサイクル率:99.2％ 

工　場 

副生物・廃棄物 

製　品 

工場内リサイクル 工場外リサイクル 

100％ 51.5％ 

0.8％ 48.5％ 

47.7％ ・金属くず 
・鋳物砂 

・石灰炭 
・集じん砂 

・埋立処分 
　廃棄物 

※ 

※中間処理後の埋立を含む 
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用語解説 ：1

Material Safety Data Sheet

MSDS 
 

用語解説 ：2

Pollutant Release and Transfer Register 
化学物質排出移動量届出制度 

PRTR

マツダは、本社が位置する広島の瀬戸内海国立公園をはじめとする自然を 

「すばらしい地域の財産」と考え、環境への影響を極小化するクリーンな生産活動の実現をめざしています。 

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

の新規購入に先立って、マツダではMSDS（化学物質等安全データ

シート）を基に、労働衛生面や環境面についての事前審査を行ってい

ます。この審査の結果、不適が判明した場合は、使用禁止や削減、

他の化学物質への代替などを積極的に進めています。 

PRTRへの取り組み 

マツダが2004年度に使用し、報告を必要とする対象物質群は23でし

た。また、2004年度は生産台数が前年度比約0.2％増加しましたが、

大気および水域への排出量削減に努め、約15％の減少を実現して

います。（詳細実績はP.81～84参照） 

排水による汚濁防止 

マツダは、工業用水の定量受水を行っており、地盤沈下を引き起こす

恐れのある地下水の取水を一切行っていません。 

また、三次事業所では雨水を池に貯水して再利用するなど、水資源

の有効利用に配慮しています。公共用水域への放流水については、

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

に満たす水質を維持しています。また、工程系、生活系など、それぞれ

の排水系統ごとに適正な処理を行い、排水の浄化に努めています。 

44.9 44.1

大気汚染の防止  

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P.81～84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している切削油剤の塩素フリー化を実

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、コンデンサー等の絶縁油として封入されているPCB（ポリ塩

化ビフェニ－ル）を保管しており、2004年度末の保管台数は439台と

なっています。 

自然環境の保全への取り組み 

マツダ三次自動車試験場では、松喰い虫の被害が確認された森林

の景観と治水機能を回復させるための整備計画を進めています。計

画は2007年度までに山林22ヘクタールの整備を行うもので、2004

年度末には、すでに15ヘクタールを終えました。また、寒冷地での安

全走行実研や技術開発を行う「北海道剣淵試験場」でも、最小限

の開発や使用時期の限定（冬季のみ約50日間）などにより、自然環

境への配慮を行っています。 

廃水処理システムの概要（本社工場の処理フロー） 

［生活系］ 
トイレ 
手洗い 

廃水処理場 

［工程系］ 
冷却水 
洗浄廃水 

［廃液系］ 
クーラント 
洗浄廃液 

油分離 

凝集処理 

生物処理 

高次処理 

 

メイン廃水貯槽 

 

メイン廃水貯槽 

 

放流 

放流 

社内焼却 

サブ廃水貯槽 

 

し尿浄化槽 

 

廃水のポンプ移送 

し尿の浄化・殺菌 

廃水のポンプ移送 

初期降雨 

［雨水系］ 
 

雨水貯水 

初期降雨のポンプ 

バキューム車 

三次自動車試験場 

68.2

3,843

●化学物質の排出削減と環境に 
　クリーンな生産  

自動車メーカーとしての取り組み 

環境マネジメントと環境保全活動 
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用語解説 ：1

Mazda Engineering Standard=マツダ技術標準 

MES

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「グリーン調達ガイドライン」に基づく調達の推進など、その取組みを強化しています。 

●グリーン調達の推進  

ISO14001取得の促進 

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、自動車生産用設備・要具の購買取引先に、ＩＳＯ14001認証の取

得を要請するとともに、その取得促進のために役立つ情報提供や環

境意識の啓発などに努めてきました。 

2004年度は「商品開発における環境への取り組み」をテーマに購買

取引先へ講演し、リサイクルの推進、環境負荷物質の削減、車室内

ＶＯＣの低減などへの協力をお願いしました。 

このような取り組みの結果、2004年度末には主要取引先の95％

が認証取得を完了しました。マツダでは、2005年度以降も取得促進

を図るとともに、未取得の小規模な購買取引先に対して環境マネジ

メントシステムの構築をサポートしていきます。 

グリーン調達ガイドラインに基づく調達 

マツダは、これまでも購買取引先と環境保全のための相互協力を進め

てきましたが、「グリーン調達ガイドライン」に基づき、さらに積極的な

グリーン調達を推進していきます。 

このガイドラインは      

を購買取引先に求めています。マツダは、環境マネジメントシステムの

構築・運用と法令遵守、環境負荷物質の管理がなされている取引先

からの優先的な購入を進めます。 

●環境マネジメントシステムの構築 （ISO14001の認証取得） 

●環境負荷物質の管理 （IMDSへのデータ入力、MES 

 「環境負荷物質管理基準」の遵守） 

●環境担当者の届出 

2005.5策定 

購買取引先のISO14001認証取得状況 

0
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40
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（％） 

39

54

90
94 95

（年度） 

環境負荷物質調査の取り組み 

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。欧州規制

（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）への適合のため、自動車部品に

含まれる規制物質の含有量データを購買取引先から収集し、含有状況

の把握と対策を進め、2003年７月からの規制適用に対応しました。 

また、マツダでは環境負荷物質の管理と削減の強化に向けて、IMDS

を活用した有害物質調査を推進しています。本年度初めにＩＭＤＳ入力

ガイドラインを発行し調査物質対象部品・材料を指定しデータの更新

を行っています。 

マツダ 購買取引先 

IMDSサーバー 

用語解説 ：2

International Material Data System 
国際的に活用されている材料データベース
システム 

IMDS
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マツダ（株） 

搬入 

用語解説 ：3

Mazda's  Environment Care  Approach21

MECA21

環境への取り組みをさらに広げ、その効果を波及していくために、 

マツダでは購買取引先以外にも、物流領域や販売領域でもグループ企業との協働を進めています。 

●グループ企業との協働  

マツダは、さまざまな環境管理活動を事務部門でも推進し、環境負荷の低減に取り組んでいます。 

●グリーンオフィスへ の取り組み  

物流関連会社との環境保全活動の協働 

マツダでは、2002年から物流関連会社が運用する物流拠点に対し、環

境保全のための法令遵守や設備管理等の活動支援を行っています。

また、環境保全だけで

なく安全や品質向上の

視点も入れた現場巡

視活動を関連会社と

協働して行っています。 

オフィス領域における活動と「チームマイナス6％」への参加 

2005年7月にマツダも、チーム・マイナス6％に参加を表明しました。

「チーム・マイナス6％」は、京都議定書による温室効果ガス6％削

減という目標に向けた、小泉首相をリーダーとする政府主導の取り

組みのひとつです。国民すべてが一丸となって、地球温暖化防止

のために、身近なものから取り組もうという「国民運動」で、室内の

温度調整や水道利用の方法、自動車の使い方、商品の選び方など

の6つのアクションプランを掲げています。 

マツダは30年以上前から、自動車メーカーの責任として温暖化ガス

の削減に取り組んできました。今回チーム・マイナス6％への参加を

機に、環境への取り組みを見直し、徹底を図るため、マツダの構内で

従事する関連会社や派遣社員も含めた全従業員約2万5千人とそ

の家族向けに、オフィスでできること28項目と家庭でできること27項

目、計55の施策（アクションプラン）をパンフレットにまとめました。 

オフィス領域で発生する環境負荷として大きいのが紙資源の問題

　 

です。マツダは各種情報のイントラネットへの掲載、事務手続き書類や

財務帳票類の作成・処理の電子化などにより、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）を部品輸送などの緩衝材と

して活用したり、排紙の分別を徹

底し、できるだけ多くを再生紙と

して転用するなどリサイクルの拡

大にも努めています。さらに環境

負荷や電力消費の少ない事務

機器、什器類の購入、照明やパ

ソコンなど不要時の電源オフの

徹底、アイドリングストップ運動

の拡大などを進め、社員一人ひ

とりが自覚を持って環境負荷を

減らす活動に取り組んでいます。 

います（P.26参照）。マツダでは全国サービス技術大会の開催時に、

バンパーリサイクルについての展示を行うなどの啓発を図り、回収バン

パーの品質やリサイクル率の向上を進めています。また、マツダ販売店

協会とともに、販売会社の自主的な環境への取り組み指針として

「MECA21」を策定し、環境への取り組みを販売会社表彰の要件と

するなど、販売会社の活動を幅広く促進し、支援しています。 

マツダでは、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、新車の樹脂部品やバンパーとしてリサイクルして

販売会社を通じたリサイクル 

バンパー回収／リサイクルの流れ 

マツダ 
特約販売店 

輸送会社 粉砕工場 

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 

自動車メーカーとしての取り組み 

環境マネジメントと環境保全活動 

関連会社への安全巡視 
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企業市民としての取り組み 
Socia l  & Environmenta l  Repor t  2005

●人に関するビジョン 

●人権の尊重 

●人材育成のための具体施策 

●モノづくりを支える人づくり 

●ワークライフバランスの促進 

●働く人の安全と健康のために 

●誇り得る労使関係 

人を尊重し、活かすこと 
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人 事 制 度“ とびうお ” 

日々の事業活動や企業の成長は、「人＝社員」がいて初めて成り立ちます。 

マツダでは、社員の成長と活躍をどうしたら支援できるか、という視点で全社的なプロジェクトを組み、 

独自の人事制度をスタートさせています。 

● 人に関するビジョン  

“とびうお”はイキイキと将来の目標や自分のやりたいこ
とにむかって挑戦するイメージ。ロゴマークのデザインは
スピード感と連続性を持った構成で、将来を見据えてステッ
プアップする様を表現しました。 

ネーミング“とびうお”の由来 

用語解説 ：1 用語解説 ：2

やりがいある仕事をしながら充実した私生活を送
ること。その実現のために、企業が仕事と私生活
との両立を支援する取り組みが日本においても
活発化しています。 

ワークライフバランス 

人事制度“とびうお”のコンセプト 
社員一人ひとりが最大限の力を発揮できるように、最適な仕事や環境を提供。 
個々の成長と活躍を支援することで、企業ビジョンの実現につなげます。 

マツダは、商品やサービスはもとより、どこよりも「人」がイキイキしている

企業でありたいと考えています。強いチームは、メンバーの一人ひとりが、

自分たちがチカラを発揮できる環境を自分たちで開拓し、その中でチカラ

を発揮してきた人たちの集団です。そういう集団になりたいのです。 

2003年4月に導入した人事制度“とびうお”は、何より、社員一人ひとり

のパワーを如何にして上げていくかに重点を置き、社員一人ひとりの

　 

キャリア開発支援を制度の中心に据えました。社員一人ひとりが自ら

のキャリア開発を進めていく環境を整え、さまざまな選択肢を用意して

います。それらを社員自らが主体的に活かして行動し、会社はそういう

社員の成長と活躍をサポートし続ける。それが社員の本当の活性化

になり、企業ビジョンの実現につながるからです。 

ワークライフバランスの促進 

選 択 と 自 己 実 現  

人・仕事・処遇のマッチング 

自分の力を活かせる仕事や環境を 
選択できるチャンスがある 

いきいきと仕事も遊びも 
楽しみながら、充実した毎日を 
過ごすことができる 

今の貢献度合いがダイレクトに 
処遇に反映されている 

今活躍している人により多く 
報いることができる 

社員のいきいき感が仕事や商品に 
反映され、それらを通じてお客さまに 
マツダブランドを実感していただける 

適切な人が適切なポジションで 
主体的に仕事に取り組み、成果を 
生み出している 

→詳しくはP.55～58

→詳しくはP.59

等級制度、評定制度の 
整備と年齢や勤続年数に 
とらわれない賃金制度 

個々の社員の成功 企業（マツダ）の成功 具 体 的 な 施 策 例  

キャリア開発支援制度の充実 

育児／介護のための短時間 
勤務の拡充など 
 

人を尊 重し、活かすこと 

企業市民としての取り組み 
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キャリア開発をサポートするマツダの諸制度 

キャリアミーティング 

マツダでは、社員一人ひとりの「成長したい」「活躍したい」を実現する

出発点として、上司と部下が定期的（年4回）に話し合いを行う「キャ

リアミーティング」を実施しています。 

人事制度“とびうお”では「自分の果たすべき役割や責任に納得し

てこそ、人は努力し最大限の能力を発揮できる」と考え、このミーティ

ングを単なる意見交換の場ではなく、成長（キャリア開発）と活躍（目

標設定と達成度）について、上司と部下が互いに納得し合う場と位

置付けています。 

人材開発委員会 

保健師／産業カウンセラー／産業医 

とびうおコミュニティ活動 

日常的コミュニケーション 
会社生活における相談 

キャリアミーティング 

「心とからだの健康」に関しての相談 

キャリアカウンセラー 
「活躍」と「成長」に関する相談 

社内認定メンター 

メンター（助言者）相談員 

eメール／ホームページ 
とびうおキャリア情報 

集合研修／eラーニング 
キャリア研修 

ジョブポスティング（公募） 
ジョブエントリー（FA） 

キャリアチャレンジ制度 

専門機関 

人事部門 

上司 

社員 

キャリアミーティングの主なテーマ 

キャリア開発“成長のため”の話し合い 
●目指す将来像と仕事を通じた能力の向上度合いの確認 
●担当業務の見直しや異動に関する希望の確認 

目標設定“活躍のため”の話し合い 
●業務目標の設定と達成度の確認、次の仕事への課題の共有化 

上 記 に つ い て の 話 し 合 い を 年 4 回 実 施  

用語解説 ：1

事務・技術系社員を対象とし、ビジネススキルの取得・向上
をめざした研修制度で、就業時間中に任意での選択受講が
可能です。2004年度の設置科目は、ロジカルコミュニケー
ションやイノベーションシンキングなど「問題解決能力や 

概念構成能力の養成」、交渉力強化研修やプレゼンテーショ
ンなど「人間関係能力の養成」、英語や財務など「業務遂行
能力の養成」、異文化理解など「視野の拡大と考え方の養
成」の4分野・28科目（集合研修18科目・e-ラーニング 

10科目）。同年度は総計2,211名（集合研修1,066名、
e-ラーニング1,145名）が受講しました。 

選択研修（集合研修・e-ラーニング） 

53 マツダ 社会・環境報告書2005



人権委員会と人権侵害撤廃規則 

マツダでは2000年10月25日に、人権侵害撤廃に向けての規則の策

定や改廃、規則の遵守状況の監督、人権尊重を促進するための諸

施策などを決議する「人権委員会」の設置と「人権侵害撤廃規則」の

制定・施行を開始し、人権尊重の精神の徹底・強化を図っています。 

また、万一社内での人権侵害が認められた場合の申告先として、

「人権相談デスク」および「女性相談デスク」を設置し、人権侵害を

見過ごさず、適正に対処する体制を整えています。その他、様々な人

権に関する教育・啓発活動を行っています。 

人権委員会の 
組織図 

オブザーバー 
監査役 

専務執行役員 
法務担当役員 

主要領域担当役員 
人事本部長 

社員一人ひとりの人権が尊重されるとともに、 

互いが互いの人権を尊重しあうよう行動することが、ますます求められています。 

マツダは人権尊重企業のリーダーカンパニーとなることを目標に、 

人権委員会および人権侵害撤廃規則を設けています。 

● 人 権 の 尊 重  

副委員長：人事担当役員 事務局：人事部 

委員長（議長）：代表取締役社長 人権委員会 

「人権侵害撤廃規則」の概要 

・従業員は、職場の内外を問わずすべての企業活動において人種、

国籍、信条、性別、社会的身分、門地、年齢、身体障害、同性愛に

基づく人権侵害やセクシュアルハラスメントまたはその他不当な理

由に基づく人権侵害を行ってはならない。 

・この規則に違反する人権侵害や報復を、会社に対して申告できる。 

・人権侵害に関する申告を行ったことに対する報復、申告案件を解

決するための調査に協力したことに対する報復は禁止。 

マツダ の  

人 材 デ ータ  

2005年3月31日時点 

●社員数合計 

●平均年齢  

●平 均 勤 続 年 数  

●60歳以上雇用数（シニアファミリー） 

19,247名（男性：17,943名／女性：1,304名） 

41.4歳 

20.2年 

302名 

 
2004年度実績 

●新卒採用数 

●中途採用数 

●採用数合計 

432名     （男性：346名／女性：86名） 

594名     （男性：538名／女性：56名） 

1,026名  （男性：884名／女性：142名） 

人を尊 重し、活かすこと 

企業市民としての取り組み 
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2 0 0 4 年 度における全 社 共 通 能力 開 発 体 系 図  

マツダでは、「企業は人なり」を実践し、社員一人ひとりのキャリア開発・スキルアップを支援するために、 

それぞれが、自分に適した研修に参加できる人材育成プログラムを充実させています。 

●人材育成のための具体施策  

資格取得奨励制度 自己啓発援助制度 社外通信教育受講斡旋 語学コース 各種教育情報提供 

役 割 研 修  

事 務 ・ 技 術 系  技 能 系  
事務・技術系、 
技能系共通 

新任幹部社員 
研修 

新入社員導入研修 新入社員 
フォロー研修 

販売実習 工場実習 

新規昇級者研修 

指 名 研 修  選 択 研 修  

次世代 
経営リーダー 
育成研修 

Leading Mazda 21

中堅社員 
異業種交流研修 

入社4年間は毎年、選択研修課目の中から 

最低2科目／年を必須受講。 

また、選択研修以外に以下の2科目の 

選択研修受講可 

入 社 4 年 間 基 礎 研 修  

集合研修 e-ラーニング 

e-

ラ
ー
ニ
ン
グ
9
講
座 

集
合
研
修
19
講
座 

MBLD 
ファースト 
カスケード 

MBLD 
セカンド 
カスケード 
・ 

MBLD 
サード 
カスケード 

新任職長 
研修 

新任 
職長補佐研修 

スーパー 
リーダー研修 

シニア 
リーダー研修 

ジュニア 
リーダー研修 

マ
ツ
ダ
短
大 

卓
越
技
能
養
成
コ
ー
ス 

技
能
五
輪
訓
練 

溶
接
技
術
訓
練 

新任班長 
研修 

新入社員・中途採用 
社員導入教育 

マネジメント講座 

MBLD 
ミドル 
カスケード 

海
外
赴
任
前
研
修

 

職業訓練指導員 

国家技能検定 

自動車整備士 

社内技能検定 

各領域別教育 

を各部門で展開 

用語解説 ：1 用語解説 ：2

企画、財務、マーケティング、販売、総務、人事など
の事務系職種と、研究、開発、デザイン、生産技術、
工場管理などの技術系職種に就いている社員。 

事務・技術系社員 
鋳造、プレス、塗装、機械組立、車体組立、保全、検
査など、主に車づくりの現場で生産業務に従事し
ている社員。 
 

技能系社員 

必修研修 選抜、指名研修 選択研修 

55 マツダ 社会・環境報告書2005



会社における「自部門の意義」を 
見つめ直す良い機会に 
 

ＭＢＬＤ＃5では、ミドルカスケードに参加し、直接社長の思いや、マツダ

が目指す長期戦略とマツダモメンタムの内容を聞きました。そしてセカ

ンド＆サードカスケードでは、リーダー/ティーチャーとなって聞いた内

容を本部員に伝えていきました。伝える際のポイントは、伝言ゲームの

ように聞いた内容を話すのではなく、長期戦略やマツダモメンタムが、

本部員一人ひとりの業務目標とどうつながっているかを考え、理解させ

るようにすることでした。そのためには、まず自分自身が全社方針を深

く理解し、そしてそれが部門の課題とどう繋がるのかをきっちり認識し

ていなければなりません。限られた時間の中で、これを行うのは大変で

したが、この経験を通じて私たち「生産管理・物流本部」の存在意義も

見つめ直すことができ、自分自身の成長にも繋がったと思っています。 

M B L Dリーダーティーチャーに聞く 

用語解説 ：3 用語解説 ：4

幹部社員を対象にした人材育成プログラムで、グローバル
な視点と将来への視点を持ちながら、戦略的な意志決定の
できる次世代経営リーダーの育成をめざします。2004年
度は3コースのプログラムを実施し、60名が参加しました。 

Leading Mazda 21
資格・検定の取得や語学力の向上など、自ら
の成長のために自発的に学びたいという社員
のために、マツダ・フレックスベネフィットや
各種奨励金などの支援制度を設けています。 

自己啓発の支援 

用語解説 ：5

社内イントラネットに専用サイト「まなぼーど」を設けています。
全社の教育研修に関する総合的な情報提供・申込の窓口として、
あるいはe-ラーニング受講の入口として活用し、社内啓発と
従業員の利用しやすい環境作りに努めています。 

情報サイト「まなぼーど」の開設 

MBLD（Mazda Business Leader Development)

2000年7月、社員のもつ能力を最大限に発揮すれば、マツダはどんな

危機的状況も乗り越えることができるという信念のもと、『変革か死か』

を合言葉に、全社員を対象とした教育プログラム「MBLD」を開始し

ました。MBLDの目的は次の3つです。 

2004年12月から始まったMBLD#5は、One Mazdaをキーワードに長

期戦略とマツダモメンタム（中期2ヵ年計画／P.77参照）という経営

戦略の全社への浸透と、その実現に向けた動機付けを目的として実

施しました。MBLDの特徴は、優れたリーダーは優れたティーチャーで

あるという考え方のもと、リーダー自らがティーチャーとなり、内容を理

解し、自らの言葉で社員に伝えていくことです。このプロセスを通じて

次のカスケードのティーチャーを順次育てていき、各々に全社的な視

点を持ったリーダーを育成してい

きます。そして、参加者は、自らが

それぞれの立場でリーダーとして

の自覚を持ち、全社的な視点で

自らの業務課題を率先して解決

していくことが期待されています。 

部長職以上および 
主要小会社の代表者 
（290名） 

ファーストカスケード 

ミドルカスケード 

セカンド・サードカスケード 

1st Cascade

MBLD#5の展開（2004.12～2005.6） 

MBLDの目的 

Middle Cascade

2nd・3rd  
Cascade

一般社員（16,800名） 

マネージャー 
および主幹（900名） 

増田 達行 
［ますだ たつゆき］ 

生産管理・物流企画部 

各階層にビジネスリーダーを育成する 

企業文化・風土を変革する 

経営トップマネジメントの意思を全社員に確実に浸透する 

1

2

3
MBLD♯1（2000年） 

MBLD♯2（2001年） 

MBLD♯3（2002年） 

MBLD♯4（2003年） 

MBLD♯5（2004年） 

 

変革か死か。果敢なる実践 

輝きを取り戻そう、実行と目標達成 

新商品の成功とビジネスの成長 

ビジネスプランの理解、内容の強化と確実な実行 

復活への第2フェーズ　そしてOne Mazdaへ 

 

MBLDの実施時期とテーマ 
実施時期 

 

テーマ 

 

MBLD#5 ファーストカスケードの模様 

MBLD＃5 ミドルカスケードの模様 

あなた自身は会社の現状や目指すべき方向性を理解している 

企業風土変革の推移（MBLD参加者のアンケートより） 

マツダは変革に向けて取り組んでいる 

あなた自身が変革に向けて行動している 

あなたの周りの人は変革に向けて行動している 

マツダ社員のモラルやモチベーションが高い 

部門の壁が低くなっている 

ＭＢＬＤをきっかけにしてマツダの現状や目標を多くの社員が理解し、目標の実現
に向けて取り組んでいます。より強固な組織文化を持った企業へとマツダの変革
は確実に進んでいます。一方でより高い目標を達成するためには部門の壁が障害
になっていると感じる社員も増えていることから、ＭＢＬＤ＃5では”One Mazda”
を合言葉に部門の壁を越える取り組みを行っています。 

開始前 ＃2 ＃3 ＃4＃1

20

0

40

60

80

人を尊 重し、活かすこと 

企業市民としての取り組み 

（％） 

56マツダ 社会・環境報告書2005



用語解説 ：1 用語解説 ：2

中央職業能力開発協会が、厚生労働省から委託を 
受け、各都道府県職業能力開発協会と連携しなが 
ら、継承すべき優れた熟練技能を有する人を「高
度熟練技能者」として認定。 

高度熟練技能者 
伝統工芸から最先端技術まで、様々な分野で全国最高
水準の技能を持つ卓越技能者を、厚生労働省が広く全
国の全産業会に公募し、特に優れた技能を有している
と認められる人を厚生労働大臣が表彰するもの。 

現代の名工 

卓越技能者養成コース 

どれだけ生産技術が進化しても、機械に置き換えられない人間の「熟

練技能」や「基本技能」があります。マツダではこのモノづくりの核と

もいえる技能の重要性に注目し、熟練技能者の高齢化や後継者不

足などを解消するために、1996年７月から業界に先駆けて「卓越技

能者養成コース」をスタートしました。これは１コースにつき２年間をか

け、伝承者１名、継承者２名のマンツーマン形式で技と感性を磨くた

めのもので、伝承に専念できる体制づくりをはじめ、伝承修了者には

「技能マイスター」の称号を与えるとともに処遇も技能系最上等級

に格付けする等、全社をあげて組織的に取り組んでいます。現在、ク

ルマづくりに関して絶対に残すべき24の伝承技能コース（道場）を設

け、これまでに83人の修了者と39人の技能マイスターを養成。こうし

て生まれた卓越技能者たちが、ロータリーエンジン製造をはじめとする

技術革新や品質の向上に大きく貢献しています。 

卓越技能者の養成と実績  

マイスターバッジ 

●鋳物鋳鉄、ダイキャスト、鋳造、粉末合金、熱処理、機械加工、エンジン組

立、車軸組立、ミッション組立、プレス、車体、塗装、車両組立に関する「残

すべき24の伝承技能」を選定 

●1996年７月から2005年3月までに、修了者83名、技能マイスター39

名、高度熟練技能者8名、現代の名工3名、黄綬褒章受賞者１名を輩出 

養成コース修了時に、伝承者には 
「技能マイスター」の称号が贈られ、 
純銀製の技能マイスターバッジが 
授与されます。 

木下 伸博 

 卓越技能者養成コース 
「ロータリーエンジン組立整備道場」 

この道場は2004年に新設された伝承技能コースです。ロータリーエンジン

の「音や振動による診断技能」は実に繊細かつ複雑なもので、充分な知識と経

験、そして卓越した感応が求められます。その感覚を伝えることは並大抵では

ないぶん、伝わった時の喜びもひとしおです。今、道場はコースの最終年を迎え、

継承者たちに人為的に作った不具合を発見・診断させる訓練を重ねています。

ここを巣立った継承者たちがロータリーエンジン組立ラインのリーダーとなっ

ていくので責任は大きいですね。 

 

モ ノ づ くりを 支 え る 人 づ くり：1

［きした のぶひろ］ 

本社工場教育チーム 

塚谷 毅 
［つかたに つよし］ 

柿藤 智之 
［かきとう ともゆき］ 

継承者 伝承者 

 

●モノづくりを支える人づくり 

マツダが世界に誇るモノづくりの精神や技術の蓄積をどう次代に伝え、 

その伝統や情熱を守り続けていくか。マツダは技能系領域における多彩な教育研修プログラムを 

通じてこの課題に積極的に取り組んでいます。 

本社工場教育チーム 本社工場教育チーム 
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用語解説 ：3 用語解説 ：4

RX-8に搭載された新型ロータリーエンジン。サイド
吸気/サイド排気の採用により燃焼効率を向上させ、
高出力化と低燃費化を実現しています。 

レネシスエンジン 
中央職業能力開発協会が行う青年技能者の技能レベル
の日本一を競う技能競技大会。主に42の競技職種で
実施。また全国大会は、国際職業訓練機構が運営する
「国際技能競技大会」の予選も兼ねています。 

技能五輪競技大会 

技能五輪教育訓練  

21歳未満を対象にした約２年の専門技能教育で、県・全国・国際の

技能五輪競技大会への派遣選手を養成し、技能者としての個々の成

長や、マツダの技能水準の向上を図っています。1962年から全国およ

び国際大会に、これまで322名の選手を派遣し、全国大会優勝23名

（入賞80名）、国際大会優勝4名（入賞10名）の成果を修めています。 

マツダ工業技術短期大学校  

マツダ工業技術短期大学校 

厚生労働省認定の２年制企業内短期大学校で、高等学校新卒者

および社内選抜者を対象にしています。製造現場に必要な基礎技

能と基礎技術の修得を目的に、「基礎訓練の徹底」「応用力の養成」

「企業人として規律をもって自ら考え行動する力の養成」を進めてい

ます。 

溶接技術訓練  

自動車のボディ製造と設備改善の基本技術・技能である溶接職種に

関する約４カ月の技能教育です。県・全国の溶接技術競技大会への

派遣選手を養成しています。1984年からこれまで、計29名の選手を

全国大会に派遣し、優勝７名、入賞15名の成果を修めています。 

 

教育施設の充実  

国内外の従業員を対象とした教育プログラムを実施するため、内容

に応じた教育施設を各地に設置し、効率的な対応を図っています。

各教育施設には、プログラムに応じた設備を整え、関連会社の従業

員も含めたキャリアアップを推進しています。 

（各施設についてはP.80参照） 

 卓越技能者養成コース 
「機械加工（旋盤、フライス盤）道場」 

旋盤などの高度な機械加工技能はモノづくりの、いわば根幹です。たとえばレ

ネシスエンジンのローターの試作品は、熟練された人間の手でなければ作る

ことは不可能でした。ミクロン単位での精密な加工を修練するには、五感を総

動員させなければいけません。削り屑の色、形、音、匂いなどから情報を得て、

微調整を行うなどの技能が必要です。それだけにハンドルを回して刃物を移

動させる際の力加減の感覚を、どう伝えれば理解してもらえるかなど、伝承す

る側も日々精進が求められるな、というのが実感ですね。 

モ ノ づ くりを 支 え る 人 づ くり：2

上野 順一 
［うえの じゅんいち］ 

本社工場教育チーム 

加治 利信 
［かじ としのぶ］ 

国安 真正 
［くにやす しんせい］ 

継承者 伝承者 

本社工場教育チーム 本社工場教育チーム 

人を尊 重し、活かすこと 

企業市民としての取り組み 
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用語解説 ：1

一般的なフレックスタイム勤務には全員が勤務し
なければならない時間帯＝コアタイム（例10時
～15時など）があります。コアタイムを設けない
ことで、より柔軟な勤務時間の設定が行えます。 

コアタイムとフレックスタイム 

ワークライフバランスの促進のための諸制度  

自主的、計画的な労働時間管理を個々で行えるよう、コアタイムの

ないフレックスタイム制を事務・技術部門のほとんど職場に導入して

います。 

スーパーフレックスタイム 

個人の生活と会社生活とを両立できる選択肢を用意し、 

それらを通じて従業員と会社の大きな成果につなげていくことを目的として、 

ワークライフバランスを促進する制度の充実に取り組んでいます。 

●ワークライフバランスの促進  

1

家族のケガや病気の際、年次有給休暇とは別に取得できる特別休

暇制度を設けています。看護の対象となるのは未就学の子に限らず

全ての同居家族にまで拡大し、かつ付与日数も年間10日とする他、

賃金相当額の70％の休暇手当を支給しています。 

看護休暇 7

将来的なキャリアアップをめざし、学校等に通学する際の休職を認め

る制度です。 

キャリア開発休職 8

労使で有給休暇の計画的な取得推進を行い、2004年度においては

組合員年平均で17.5日の取得（取得率90％）実積となっております。 

有給休暇の計画取得の推進 9

子育てや家族の介護を行う必要のある従業員は、短時間勤務、時差

勤務等の勤務特例措置が受けられます。適用期間についても、育児

の場合が「末子が小学校２年生になるまで」、介護の場合が「必要

ある期間」とし、特に小学校低学年を対象とした地域の学童保育と

の連携を図っています。 

育児・介護についての勤務特例 3

社内に未就学児童の保育が可能な施設を設け、子育てを行う社員

に提供しています。手作り給食の実施や体調不良児室の設置によ

る安心な保育環境づくりをはじめ長時間保育や緊急時の一時保育と

いった支援を行っています。 

社内保育施設「わくわくキッズ園」 4

業務のメリハリをつけ効率化を進めるとともに、私生活との両立を支

援するよう、週１回の定時退社日と消灯時刻（午後10時）の運用を全

事務・技術部門一斉に実施しています。 

定時退社日・消灯時刻の実施 5

転勤した配偶者に同行する場合、一定期間を休職扱いとし、それまで

培ってきたキャリアの継続を可能にするための制度です。 

赴任同行休職 6

育児や介護、役所での手続き等と会社の業務を両立できるよう、半

日単位で有給休暇が取得できます。 

半日有給休暇制度 2

近藤 自明 

「安心して仕事ができる保育環境」が 
 魅力です。 

ちょっと子供には申し訳ないな、と思うんですが、やはり仕事が集中すると終業

が夜8時、9時になってしまうこともあります。そんな時でも、このキッズ園なら

勤務時間と連動した保育時間になっている

ため、市中の保育園なら難しい「仕事と保育

の両立」ができるのが、まずありがたいです

ね。また、看護士さんが常駐しており、子供の

急な発熱に対応してもらえるなど、保育環境

が整っていることも、安心できる理由です。 

「 わ くわ くキッ ズ 園 」利 用 者 の 声  

［こんどう よりあき］ 

車両コンポーネント開発本部 

用語解説 ：2

主に小学校低学年を対象に放課後実施される延長保育です。
概ね5時～6時までが限度であり、かつ地域の学区毎に実施
される為、小学校低学年の子を持つ従業員にとって、通常の
勤務時間帯との両立が困難という実情があります。 

学童保育 
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“
前

む
き
”　
“ゆ

うき”　“いきいき”　“やすら

ぎ
”

用語解説 ：3

ギリシャ語の「仕事」と「法則」を合わせてできた
言葉で、疲れずに快適に仕事を行うための科学的
な法則性や手法を探すことを目的にしています。 

エルゴノミクス 

ウォーキングイベント 

健康づくり講演会 「職場で進める禁煙活動」 

2 0 0 4 年 度 に お け る 取 り 組 み と 実 績  

残念ながら2004年度は、本社において設備稼動状態で作業中の挟

まれ死亡災害が１件発生しました。このような死亡災害を二度と発生

させないために、「設備は止めて点検・修理、確認は止まって間をおき

確実に」という安全ルールの遵守できる人づくり・職場づくりを再度

徹底してまいります。また、グループ企業においては、全災害、休業災

害とも減少しました。 

安全で健康的な職場環境づくりは、社員の活力の基本であるとともに、 

地域住民の方々に安心していただける環境整備という観点からも重要です。 

マツダではグループ全体で労働安全衛生の充実・強化に努めています。 

●働く人の安全と健康のために 

エルゴノミクスによる作業改善、粉じんなどの有害な作業環境の改善

に積極的に取り組み、目標を大きく上回る成果を達成しました。また、

全社統一喫煙行動基準を見直し、オフィス領域での分煙化対策を完

了しました。また、2005年9月末までに、構内のたばこ自動販売機を

撤去する予定です。 

生活習慣改善の推進とメンタルヘルス活動の充実を重点に取り組

みました。生活習慣改善では喫煙率の低下のためのニコチンパッチ

を使った個別支援や1日10,000歩以上を目標にあげたウォーキングイ

ベントなどを企画し、効果を上げています。メンタルヘルスにおいては

「マツダハートフルプラン」に基づき、ラインケアやセルフケアの強化を

図っています。また新入社員研修では感染症の教育も行っています。 

公設消防署の支援を受ける重大火災事案が１件発生しました（経緯

や今後の対策等についてはP.9・10に詳述しています）。 

交通安全モラルの向上に努め、通勤災害や構内事故の低減に取り

組みました。社員の関わる重大事故は2003年度に続いて2004年度

も０件となっています。 

安 全  

衛 生  

健 康  

防 火  

交 通  

比率の推移 

2000 （暦年） 2002 2003 20042001
0

0.05

0,10

0,15

0.20

0.25

0.14

0.23

0.08

0.05

0.23

業界平均 

0.17

0.19 0.18 0.18

休業度数率（※）の推移 

0.18

マツダハートフルプラン 

※100万労働時間あたりの休業災害発生件数 

メンタルヘルス対策（2004年4～12月実施分） 

●職場ストレス診断 

●新任職長メンタル教育 

●セルフケアセミナー（自律訓練法） 

●メンタル相談 

●メンタル出前教育 

730名 

63名 

197名 

936名 

315名 

教育内容 実施者数 

人間尊重 

元気の木 

マツダは従業員のこころと 
からだの健康づくりを積極的に 

推進します。 

セルフケアの 
向上 

快適な 
職場環境づくり 

相談体制の 
整備 

不調時対応の 
充実 

プライバシーの 
保護 

時間管理の 
工夫 

ことばの花束運動 
の推進 
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●再発防止型から未然防止型の安全衛生へ 

労働安全衛生の新たな取り組み 

マツダでは、グループ企業も含めた安全衛生活動の３ヵ年計画を策定

し、取り組みを進めています。2005年度からは第３次の計画をスタート

しました。 

マツダでは2005年度からの新たな「オールマツダゼロ災害運動３ヵ

年計画」を策定し、安全で健康的で人にやさしい快適な職場環境づ

くりを引き続き推進しています。 

新たな３ヵ年計画では、「マツダ安全衛生マネジメントシステム」を導入

し、ともすれば再発防止型になりがちな安全衛生活動を、「災害ゼロ

から危険ゼロ」をめざす未然防止型に強化していくことなどを目標に

しています。 

P.D.C.Aサイクルと内部監査 
●職場の安全衛生活動を、自律型・自己完結型にする 

●安全衛生活動の弱みを洗い出し、管理レベルの向上を図る 

●結果重視型の活動からプロセス指向型へ変革する 

リスクアセスメント活動 

●危険に対する感性が高まり、リスク情報の共有化ができる 

●残留リスクの明確化を図り、教育訓練の重点化・効率化ができる 

●対策の優先度の明確化ができ、予算化など実行への取り組みが円滑になる 

●「再発防止型」の活動から「未然防止型」の活動になる 

文書化の推進 
●やるべきことおよびその方法が明確になる 

●人が変わっても同一レベルの活動が推進できる 

●ノウハウの蓄積により安全衛生レベルが向上する 

マツダでは、P.D.C.Aの一連の過程を定めることにより、 

連続的かつ継続的な安全衛生管理が自主的に行えるよう、マネジメントシステムの導入を進めています。 

この仕組みにより、労働災害の潜在的な危険を減らすとともに、安全衛生水準のさらなる向上などをめざします。 

マツダ安全衛生マネジメントシステムのめざすもの 

1

2

3

安全健康基本理念ポスター 

用語解説 ：1

1950年代に品質管理の父と言われるアメリ
カのW.エドワード・デミング博士が提案した
マネジメントサイクル。計画(Plan）、実行
(Do)、評価(Check)、改善(Act）を順に実施

し、最後の改善を次の計画に結びつけ
ることで、らせん状に品質の維持・向上
や継続的な業務改善活動などを行うた
めのマネジメント手法です。 

P.D.C.A
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マツダでは「相互理解」と「相互信頼」という基本理念の下、企業ビジョンの達成に向け 

盤石の労使関係を築き上げています。 

●誇り得る労使関係  

マ ツ ダ 21 世 紀 労 使 共 同 宣 言  

労使関係の基調  

マツダと「マツダ労働組合」は労働協約を締結し、雇用の安定や労

働条件の維持・向上、安全衛生などについて、「団体交渉」や「労使

協議会」など様々な協議の場を設け、いかなる経営環境の中にあっ

てもコミュニケーションを密にしながら相互理解・相互信頼の関係を

築いています。 

マツダ2 1世紀労使共同宣言  

21世紀最初のマツダ労働組合定期大会となった2001年9月30日に

は、「グローバルな規模で競争が厳しさを増し、環境・安全等への社

会的ニーズが高まる中、マツダが企業ビジョンを達成し、その社会的

使命を果たすためには、『人』を重視し、一人ひとりが変革の主役とな

る『燃える集団』となることが必要という労使双方の共通認識のもと、

「マツダ21世紀労使共同宣言」を採択しています。 

労使相互コミットメント  

21世 紀 労 使ビジョン  

会社と組合はパートナーとして「最高のクルマとサービスでお客様に喜びと感動を与え続ける」ことを実現し、 
マツダを際立った存在感と競争力、そして社会的価値を持つ企業とするべく、一致協力して行動する。 

（１）労使関係の重視と発展への努力 

（2）変革に向けた労使の役割遂行 

労使協議会の模様 

井巻社長と握手する小田マツダ労組委員長 

会社と組合は、相互理解・相互信頼の基調の下、労使関係が

マツダ存立の最も重要な基盤であることを認識するとともに、

さらなる発展に向けて労使が努力し続けることを約束する。 

（3）魅力的かつ先進的な労働条件確立への努力 

会社と組合は、21世紀労使ビジョンを標榜する企業に相応しい、

魅力的で先進的な労働条件の確立に努力することを約束する。 

（4）従業員の成功に向けた最大限の支援 

会社と組合は、従業員一人一人が自らの成功を果たし、グローバ

ルなビジネス環境の中で持てる能力を十分に発揮することが

できるよう、あらゆる視点に立った支援を行うことを約束する。 

（5）社会とのコミュニケーションの深化発展 

会社と組合は、社会に対してマツダの心と姿勢を理解してもら

えるよう、積極的な行動を行っていくことを約束する。 

会社と組合は、互いの意思を尊重し合いながらたゆみなく変革

を志向する。組合はよきパートナーとして会社に建設的な提言

を行うことを約束する。会社もその提言に真摯に耳を傾け、目

指す目標の実現に向けた施策を組合と協力して推進すること

を約束する。 

人を尊 重し、活かすこと 

企業市民としての取り組み 
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企業市民としての取り組み 
Socia l  & Environmenta l  Repor t  2005

社会と連携し、貢献すること 

●マツダの社会貢献活動 

●マツダ財団とその活動 

●社会とのコミュニケーション 
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地域に根ざし、連帯・共生をめざす 

マツダでは、上に掲げた理念と方針のもと、グループ全体として、また

本社地区や防府地区、東京・横浜・大阪など事業拠点を持つそれぞれ

の地区ごとに、地域貢献活動を展開しています。 

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て、 

様々な社会貢献活動に取り組んでいます。特に地域社会のニーズに即した活動を行うのが特徴で 

各地区でボランティアなどの人的貢献を推進しています。 

●マツダの社会貢献活動  

マツダグループの地域貢献活動の考え方 

《活動の基本理念》 

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。 

 

《活動方針》 

●地域のニーズに即した活動を行う 

●従業員のボランティア活動を重視し、支援する 

●マツダグループ各社との連携を図る 

●従業員と地域とのふれあい機会を増やす 

●活動は継続性のあるものにする 

マツダの社会貢献活動ツリー 

●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） 
●大学講議（マツダ財団） 
●中学校・高校への講師派遣 

●地域清掃・会社周辺清掃 
●行政主催クリーンキャンペーン参加 
●環境保全等のキャンペーン 
●消防車・救急車の地域出動協力 

●講演会（マツダ財団） 
●広島交響楽団支援 
●国際アニメーションフェスティバル協賛 

●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 
●ボランティアによるホームステイ受け入れ 

●福祉施設への車両の寄贈（マツダ労働組合） 
●福祉機器寄贈キャンペーン 
●マツダ病院の地域開放 

●ひろしまフラワー 
　フェスティバル協賛、参加 
●マツダミュージアム開設、一般公開 
●マツダ短信発行 

地域交流 

地域社会 

マツダグループ 

スポーツ 

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 

●広島東洋カープ出資 
●サンフレッチェ広島出資、人材派遣 
●マツダコミュニティ駅伝大会開催 
●広島国際平和マラソン都道府県対抗 
　広島駅伝への協賛、各種協力 
●マツダ招待少年サッカー大会開催 

社会福祉・医療 

国際交流 

文化・芸術 

地域振興 

学術・教育 

環境保全・防災環境 

●地域経済団体への出資、人材派遣 
●技術展への出展 
●特許の有償開放、地域経済活動への参画 
●愛情防府運動 
●青少年健全育成市民活動の支援（マツダ財団） 

社会と連携し、貢献すること 

企業市民としての取り組み 
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マ ツ ダ 地 域 貢 献 委 員 会 の 活 動  

マツダはグループ全体で地域貢献を推進するため、1993年に「マツダ

地域貢献委員会」を設立し、次のような活動を行っています。 

マツダスペシャリストバンク登録者の派遣 

「マツダスペシャリストバンク」は、マツダおよびグループ企業の社員

の中で、専門的な知識・技術・技能や長年培ってきた特技・趣味など

を持つ人材を登録し、地域からのいろいろな要請に応えていこうと

するものです。1994年の設立

以来、講演やスポーツ・レクリエー

ション指導など多彩なジャンルで

地域への人的貢献を果たしてい

ます。2004年度は、167件の活

動（派遣）を行いました。 

約20年前より毎年6月から7月にかけて、福祉作業所や老人介護施設

などを訪問し、交流を重ねています。2004年は西志和農園（東広島市）、

瀬野川学園（広島市）など6ヵ所の施設訪問を行いました。 

●施設訪問ボランティア 

全国の事業所で、工場・事業所

周辺の清掃に取り組むほか、社

員のボランティアによる地域清

掃活動などを行い、地域社会の

一員として身近な環境保全を進

めています。 

●清掃ボランティア 

マツダグループ企業の社員を対象

に書き損じ等のハガキと未使用お

よび使用済みテレホンカードなどを

収集・換金して得た収益金に、地

域イベントでのチャリティビンゴ売

上金を加え、2004年度は広島県

内と防府市内の計10カ所の社会

福祉協議会に合計21台の車椅子を寄贈しました。この取り組みは

1996年から継続しており、累計寄贈台数は165台となりました。 

●福祉機器寄贈ハガキ・テレカ収集キャンペーン 

スペシャリストバンクの派遣ジャンル 

社会・ビジネス 

芸能実演 

環境・技術 

健康・医療 

スポーツ 

国際関係・海外事業講演 

その他・講演・指導 

年度 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004

派遣件数 

329件 

238件 

196件 

263件 

225件 

マツダスペシャリストバンク活動実績 

●1994年9月～2005年3月までの活動（派遣）累計：1,879件 

167件 

マツダ地域貢献委員会組織図 

委員長 
（業務管理本部長） 業務管理本部総務部 

各事業所 
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 副委員長 
（総務部長・マツダ労働組合副執行委員長） 

委　員 
人事本部労政部 

マツダ労働組合 

広島本社工場 

R&D技術管理本部業務効率化推進部 

関係会社 

東友会協同組合 

地域貢献推進委員 
各本部 

関係会社 

マツダ労働組合 

人事本部労政部 

東友会会員各社 

マツダOB会 

事務局 
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技術系幹部社員11名を広島大学での講義に派遣 

マツダは2004年9月、広島大学大学院社会科学研究科の要請を受け、スペ

シャリストバンクより講師として開発主査など技術系幹部社員11名を広島大

学に派遣しました。今回の講座は社会人大学院生に向けて、現在話題にのぼ

ることの多いMOT(Management Of Technology)教育の一環として行わ

れたものです。「マネジメント特講“マツダ商品開発の変革”」と題した講座を

受け持ちました。講義はMDI（Mazda Digital Innovation：マツダデジタル

革新）や、企画段階からデザイン、設計、実験研究、量産準備という商品開発全

領域でのマツダの革新内容の解説です。9月25日にはマツダのデザイン部門

および試作部門で見学会を実施し、実際のデジタルエンジニアリングの世界

を体感していただきました。 

C l o s e  u p

マツダボランティアセンター登録者の派遣  

［マツダスペシャリストバンクの活動例］ 

1996年に設立した「マツダボランティアセンター」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、地域の諸

団体からの派遣要請に応えていくための組織です。毎年地域清掃な 

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支援、地域イベントやお祭りの手伝いなど、多

彩な機会を通じて人的地域貢献を行っています。 

Zoom-Zoomスピリットあふれる空間に一新 

マツダは、本社内にある「マツダミュージアム」を全面リニューアルし、2005

年2月5日より一般公開を開始しました。「マツダミュージアム」は、1994年5

月にオープン以来、年間約6万人のお客さまをお迎えしてきましたが、この度

の創業85周年を機とした初の全面リニューアルで、マツダのZoom-Zoom

スピリットあふれる空間に生まれ変わりました。「マツダミュージアム」は、中四国

で唯一の自動車産業見学施設であることから、社会学習や地域のコミュニケー

ション活動など、地域貢献における役割もさらに期待されます。 

リニューアル記念「松田恒次」展に多くの方が来場 
リニューアルを記念して2005年2月5日より3月13日まで開催した「松田

恒次」展では、県内外から予想をはるかに上回る18,673名ものお客さまに見学

いただきました。この「松田恒次」展は、ロータリーエンジン開発の功績により

日本自動車殿堂入りした3代目社長の松田恒次の栄誉を振り返るとともに、

ロータリーエンジンの開発に代表されるマツダのチャレンジ精神に触れてい

ただくまたとない機会となりました。来場者からは、「夢を実現させる力強さに

触れて感動した」「郷土広島への地域貢献に尽力したという側面も知ることが

できた」などの感想をいただきました。 

バリアフリーに配慮した全6エリア 
館内は、最新のクルマの展示や企画展を行う1階「エントランスホール」を初

めとし、2階に1920年創立以来の社歴やヒストリックカー18台が並ぶ「歴史

展示」、ロータリーエンジンのすべてがわかる「RE展示」、クルマづくりのプロ

セスを紹介する「技術展示」、クルマが実際に組み立てられる様子を見学できる

「U1組立ライン」、次世代のクルマ社会を提案する「未来展示」の全6エリア

で構成されています。また、バリアフリーに配慮した設備を完備するとともに、

要望の高かった「ミュージアムショップ」を新設し、マツダオリジナルグッズの

販売も始めています。 

C l o s e  u p

マツダミュージアムをリニューアル 
オープン 

●マツダミュージアムのご利用は右記のホームページをご参照ください。 h t t p : / / w w w . m a z d a . c o . j p / m u s e u m /

社会と連携し、貢献すること 

企業市民としての取り組み 
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マ ツ ダ の 各 地 に お け る 社 会 貢 献 活 動 事 例  

海 外 で の 社 会 貢 献 活 動 事 例  

地域とのコミュニケーションや社会学習の機会づくりとして、広島本社地

区をはじめ防府工場地区での工場見学、三次事業所地区での自動車試

験場およびエンジン工場見学の受け入れを行っています。 

マツダコミュニティ駅伝の開催をはじめ、広島東洋カープやサンフレッチェ

広島への出資、広島交響楽団への支援など、市民スポーツからプロ活動

まで幅広くサポート。また防府工場地区では、マツダ招待少年サッカー大

会などの共催を行っています。 

■工場見学者の受け入れ （広島本社、防府工場、三次事業所） 

■スポーツ・文化活動の支援 （広島本社、防府工場） 

周辺地域との防災協定を結び、万一の際の初動消火活動等に、マツダ

保安グループの消防・救急部隊が出動するようにしています。また、地域

と共同で防災訓練も実施しています。 

■地域との防災協力 （広島本社） 

ひろしまフラワーフェスティバル（本社地区）、防府天満宮「天神祭」（防

府工場地区）、三次きんさい祭（三次事業所地区）などに毎年参加し、地

域との交流や活性化への貢献を図っています。 

■地域イベントへの参加 （広島本社、防府工場、三次事業所） 

防府市に工場を置く35社が「企業も一市民」という考えのもと、市の活性

化に貢献することを目的に1993年4月から始まった「愛情防府運動」に参

加し、防府工場総務部内に事務局を設置しています。 

■「愛情防府運動」への参加 （防府工場） 

用語解説 ：1

企業や商店街などが｢防府市の活性化、街づくり
のために協力しよう｣との思いから生まれた活動。
その一環として開催されるフリーマーケットは西
日本最大級の規模とされています。 

愛情防府運動

高 校 生 の 国 際 交 流 を 支 援  

マツダでは、国際文化交流活動の一環として1984年からYFU（米国

に本拠を置く高校生交換プログラムを実施している国際交流団体）

との共同による「マツダ／YFUスカラシッププログラム」を行っています。

2004年7月30日にはマツダ／YFUスカラシップサマーアクティビティー

をマツダ本社で開催し、2004年度の奨学生10名とホームステイ先の

ご家族等13名が参加して、

マツダミュージアムの見学

会や夢のクルマのスケッチ

大会、社長との懇談会を

行いました。 

マツダのアメリカ合衆国における販売・研究開発拠点であるMNAOで

は、本社が所在するカリフォルニア州アーヴァイン周辺の地方組織を支

援するための社会奉仕プログラムを展開しています。このプログラムは、

寄付金によって、芸術、文化、自然保護、環境、福利厚生、教育など、多

方面にわたる市民の活動を支援するとともに、ボランティアの提供も行っ

ています。マツダは、ボランティア活動への参加を社員に奨励するため

に「M.O.V.E.（Mazda's Outreach Volunteer Effort／マツダの福祉

ボランティア計画）」を実施しており、正社員には地域社会でのボラン

●社会奉仕プログラム 

アメリカでの社会貢献活動 

YFU高校生国際交流 

労使プログラム施設訪問ボランティア ひろしまフラワーフェスティバル 

マツダコミュニティ駅伝 
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用語解説 ：2 用語解説 ：3

糖尿病の進行によって膵臓に過剰な負担が
掛かり、ついにはインシュリンの分泌が極端
に少なくなって必要なインシュリンを外部
から注射しなくてはならなくなる症状。 

インシュリン依存症 
ビクトリア州サウスバンクにある 
マツダの販売会社。1967年4月設立。 

マツダオーストラリアPty., Ltd.

用語解説 ：4

脳や脊髄の白質を侵す髄鞘破壊性の炎症（脱髄炎）で、
病因は不明であり、中枢神経系のいくつかの部位に多
発することが特徴です。発作をくり返すたびに神経後遺
症が重なり、運動機能の障害が高度になっていきます。 
 

多発性硬化症（MS=Multiple Sclerosis） 

用語解説 ：5

Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla 
 

AISM

ティア活動に参加するための有給休暇が年に16時間割り当てられて

います。 

毎月第2金曜日をカジュアルデーとし、社員はカジュアルな服装で出

勤してチャリティに募金する、という活動を行っています。この活動で

集めた募金は、メルボルンにあるロイヤルチルドレンズホスピタルへの

寄附や、癌研究協議会などのチャリティ支援などに活用されています。

また、抗癌研究への支援活動などに積極的に参加しています。 

マツダオーストラリアPty, Ltd.でも、医療、教育、文化など多方面に

わたる社会貢献活動を行っています。 

●医療支援 

中学／高校時に短期で（1～2週間）実務体験をしたい学生や1年間

の仕事経験を積みたい大学生を採用し、それぞれが学んでいる専門分

野で必要なトレーニングを提供しています。また美術、舞台芸術、スポー

ツへの支援を積極的に行っています。 

●教育・文化支援 

アメリカでは、毎年13,000人を超える子どもたちが、糖尿病の中でも

最も症状の重い「インシュリン依存性」と診断されています。 

この子供たちを治療法の研究など、さまざまに支援するための基金

が「JDRF（Juvenile Diabetes Research Foundation／小児糖尿

病基金）」です。マツダでは、この基金を支援するために、社員、家族

やその友人が協力して、ボランティア活動や募金活動に取り組み、

「Walk to Cure Diabetes（糖尿病治療に向けて歩こう）」というチャリ

ティーウォークに2000年から参加しています。 

このチャリティウォークで、マツダは、 開催までの数ヵ月間、基金を集め

るための創意あふれる活動を行うとともに、カリフォルニア州アーヴァイ

ン、ニュージャージー州サマセット、テキサス州シュガーランドで行われ

るチャリティウォーク中の募金活動を毎年サポートしています。 

●糖尿病の子供たちへの支援 

チャリティーウォーク「Walk to Cure Diabetes（糖尿病治療に向けて歩こう）」 

オーストラリアでの社会貢献活動 

2005年5月、タイ現地生産会社（AAT）ならびにマツダ労働組合が

共同でタイ東北部の小学校2校に対して文具等の贈呈を行いました。 

この学校はAAT従業員の母校で、厳しい環境の中で学ぶ子供たち

に対して、マツダ社員から

寄せられた年末カンパの義

援金で購入した文具・遊具

等を寄贈したものです。 

社会貢献活動もグローバ

ルに「ワンマツダ」で行っ

ています。 

●タイの子供達に文具を寄贈 

タイでの社会貢献活動 

社会と連携し、貢献すること 

企業市民としての取り組み 

イギリスの販売会社マツダモーターUKとその従業員は、寄付金を通

じてロンドン近くのアビーウッドにある児童センター「ニュートラル・グ

ラウンド」の支援を行っています。このセンターは、子供が養育権を持

たない親などと会うことができる「中立的な」場所で、子どもの成育に

おける情緒の安定などに役立っています。 

マツダなどからの寄付金は、障害を持つ子どものための玩具の購入

やセンターの運営に生かされ、資金不足により未来が危ぶまれてい

たセンターの継続と、地域社会への貢献になりました。 

●児童センターの運営を支援 

イギリスでの社会貢献活動 

ローマに拠点を置く販売会社「マツダモーターイタリア」では、2002

年から、AISM（多発性硬化症協会）のオフィシャルパートナーをつと

めています。AISMは、30年以上にわたって多発性硬化症の科学研

究をサポートしてきたNPO団体で、この病気で苦しむ人々への健康

支援も行っています。毎年、AISMが開催するイベントの期間中、マツダ

はお客さまのための試乗日を設け、お客さまの試乗１回につき8ユー

ロの寄付をAISMへ行っています。マツダはオフィシャルパートナーと

なった初年度に、AISMとその財団へ、研究資金の助成として20万

ユーロ以上の寄付を行いました。2004年には、マツダが公式スポン

サーをつとめるイタリア一周自転車ロードレースの各ステージにAISMの

ブースを設置したり、プロサッカーチームの

ASローマの協力を得て、トッティ、モンテッラ、

カッサーノなどスター選手がサインしたユニ

フォームのチャリティオークションを行い売

上金を寄付しました。 

●多発性硬化症（MS）の科学研究などを支援 

イタリアでの社会貢献活動 
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マ ツ ダ 財 団 の 活 動  

海 外 で の 財 団 活 動  

「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、世界の人々が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。2005年3月

31日までの累積研究助成実績は、合計1,099件、助成額10億2,131万

円となっています。2004年度は次のような事業を行いました。 
広島地区を中心とした５つの大学で「技術の新視点」をはじめ「ニュー価

値観論」 「ボランティア活動」をテーマにした講義を中国電力(株)、日本

ＩＢＭ（株）、（株）リクルート、（株）中国博報堂、（財）広島市ひと･まちネット

ワーク、キャリアデザインオフィス、マツダ（株）等の協力により実施しました。 
全国の大学および研究機関を対象に、現在ならびに将来にわたって解決が

求められている、科学技術に関する基礎研究および応用研究に対する助成

を行っています。2004年度は30件の研究に3,000万円の助成を行いました。 

学会・研究機関等が中国地方で開催する小中高の生徒を対象にした

「科学体験」に関する研究会等について、 科学技術の振興に有意義と

認められるものに対し、その費用の一部もしくは全額を助成しています。

2004年度は９件の事業に90万円を助成しました。 

マツダでは日本、アメリカ、オーストラリアに財団を設立し、 

科学技術の振興や青少年の健全育成、教育、自然環境保護などへの助成等を行っています。 

●マツダ財団とその活動  

科学技術の振興  

全国の大学および研究機関を対象に、次代を担う青少年の健全育成に

寄与する研究に対する助成を行っています。市民活動との連携強化を

図り、市民活動活性化に寄与する実践的な研究に注力しており、2004

年度は５件の研究へ400万円を助成しました。 

財団の活動主旨を広く知っていただき、共感をいただくために開催してい

ます。財団設立20周年を迎えた2004年度は歌手・エッセイスト・教育学

博士であるアグネス・チャン氏を招いて行いました。 

●研究への助成 

●研究会・学会への助成 

●研究助成 

良き企業市民としてアメリカ社会に貢献することを目的に1990年に設立

しました。教育に関わる支援（学費補助、識字学習、野外活動）に注力して

おり、1998年度からは環境保護ボランティアを支援するプログラムも行っ

ています。 

●マツダ財団USA

青少年の教育、科学技術の振興、自然環境保護への助成を行い、オー

ストラリアの人々の心豊かな生活に寄与することをめざして、1990年に設

立しました。なお、マツダオーストラリア社、マツダ車ディーラーの他、各地

からの寄附によってさまざまなプロジェクトを支援しています。 

●マツダ財団オーストラリア 

青少年の健全育成  

大学における寄附講義  

講演会  

助成件数の分野別状況 
2004年度 分　　野 

材　　料 

電子・情報 

精密・機械 

合　　計 

179件 

60件 

62件 

301件 

17件 

6件 

7件 

30件 

（左側数字：応募件数、右側数字：助成件数、分類は審査時） 

C l o s e  u p

科学わくわくプロジェクトが本格スタート 
子どもたちに、「科学するこころ」と楽しさを 

中学生を対象に「絶対零度と超伝導」について、 

実験などを通じて面白く解説しました。 

●サイエンスレクチャー 

小学校の先生たちへ向け、理科指導・実験のノウハウなどの

情報を提供する情報ネットワークを構築しました。 

●小学校理科教育情報ネットワーク 

民間団体が行う科学体験事業について、共同開発などの

支援を開始しました。 

●科学体験事業の支援  

高校生および中学生を対象に、専門分野の科学者がひとつの

テーマについて4回連続の指導を行いました。 

●科学塾、ジュニア科学塾  
マツダ財団では、青少年の科学離れへの対応として、小中学生や高校生を対

象に科学にわくわくする機会を提供し、「科学するこころ」を養うことをめざ

した“科学わくわくプロジェ

クト”を広島大学と協同で開

始しています。 

前年度は準備年度としてトラ

イアルに着手し、2004年度

は、本格的に次の事業を実施

しました。 

次代を担う青少年の心豊かな成長の一助となる、広島県・山口県の地域

に密着した活動に対して、資金・人材・ノウハウにわたる総合支援を行って

います。2004年度は25件の活動へ700万円の支援を行いました。 

●市民活動支援 
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多面的な情報開示を進めています 

マツダは、社会と共に持続可能な発展をめざし、社会に有益な企業と

なるよう努めています。その企業活動を行うにあたっては、ステークホ

ルダーの皆さまにマツダについて知ってもらうことで社会から信頼を

得たいと考え、多面的な情報開示に取り組んでいます。 

メディアやアナリストへの情報提供の窓口としては、広報部門とIR部

門（→P.78）がそれぞれ独立して、経営、新商品、技術などを紹介して

います。また、地域の皆さまへ向けた広報誌である「マツダ短信」の

発行をはじめ、社内報では、社員間のコミュニケーションを図るととも

に、経営情報、企業情報のほか環境啓発、社員の健康づくりを推進

する記事を積極的に掲載しています。 

さらに、世界各地で開催するモーターショーを通じ、お客さまへマツダ

の新技術や環境、安全取り組み情報などをお伝えしたり、ホームペー

ジでの製品・環境・安全情報や企業・財務情報の開示など幅広い広

報活動を行っています。 

マツダはその企業活動や社会・環境貢献活動について、広くお知らせするとともに、 

お客さまをはじめとするステークスホルダーの方々とのコミュニケーションを重ねています。 

●社会とのコミュニケーション 
社会と連携し、貢献すること 

企業市民としての取り組み 

社内報マイ･マツダ 

マツダの主な情報開示活動 

2001年 
2002年 
　 
2003年 
2004年 

メディア対抗4時間耐久レースをはじめ、ファミリー走行会や 
アトラクションなどマツダユーザーが家族で参加して楽しめる 
イベントで、1989年から 
年1回筑波サーキットで 
開催しています。 

■スリー・ウエット・オン塗装 

 

■マツダ防府工場中関地区 

■本社工場第2エンジン製造部 

■本社工場第1駆動系製造部 

■プレマシー発売記念 
  「世界最長級“ツナガリ”広告」 

平成16年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰（製品化部門） 

（財）エネルギーセンター平成16年度省エネルギー実施優秀事例「経済産業大臣表彰」 

経済産業省平成16年度エネルギー管理優良工場／熱部門「資源エネルギー長官賞」 

’04年 TPMワールドクラス賞 

’04年 TPM特別賞 

モントルー国際広告賞　メディア部門金賞 

■（社）日本自動車工業会 
■（社）全国軽自動車協会連合会 
■（社）自動車技術会 
■（社）日本自動車会議所 

■有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構 
■ひろしま地球環境フォーラム 
■環境ISO山口倶楽部 

環境会計掲載 
研究開発・製品開発領域で燃費、排ガス、 
リサイクルの目標追加 
製品の安全性、安全衛生活動の掲載 
企業倫理行動規範、 
コーポレートガバナンス、 
社員の働きやすさなど社会性情報の充実 
 

環境報告書 
環境報告書 
 
環境報告書 
社会・環境報告書 

2004年度における主な表彰など 

マツダの主な加入団体  

従業員向けコミュニケーション誌　 
1936年創刊　発行部数：約4万部／隔月 

マツダ短信 
地域向けコミュニケーション誌　 
1995年創刊　発行部数：12万部／年 

ウェブサイト掲載情報 
新車、アフターサービス、販売店、会社概況、アニュアルレポート、 
決算短信、ニュースリリース、 
社会・環境報告書、マツダ短信、車種別環境情報（→P.80）など 

環境報告書などの発行状況 

マツダフェスタ 

マツダR&Dセンター横浜では、 
新商品の発売に合わせて 
その技術やデザインに関する 
展示と情報提供を行い、 
クルマの開発者とお客さまとの 
コミュニケーションの 
機会を設けています。 

技術展の開催 

（2005年2月15日～28日／東京駅丸の内地下「アートロード」に掲出） 

70マツダ 社会・環境報告書2005



信頼される企業経営のための 
マネジメント体制 

Socia l  & Environmenta l  Repor t  2005

●コーポレートガバナンス 

●企業倫理とコンプライアンス 

●リスクマネジメント 

●経済性報告 
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マツダは、経営の透明性の向上と意思決定の迅速化をめざし、 

コーポレートガバナンスの充実へ向けて様々な施策を実施しています。 

●コーポレートガバナンス 

マツダは、株主総会、取締役会、監査役会等の法定の機関に加え、

全社重要方針・施策の審議や経営管理に必要な情報の報告等を

行うための経営会議、その他社長の意思決定に資するための各種

諮問機関を設けています。また、執行役員制度を導入しており、執行

と経営の分離により、監督機関としての取締役会の実効性向上を図

るとともに、取締役会の審議の充実と執行役員レベルへの権限委

譲等による意思決定の迅速化を図るなど、経営効率の一層の向上

に努めています。 

マツダは、社外有識者および取締役全員からなる経営諮問委員会を

設置し、年4回開催しています。卓越した専門知識と見識を有する各

委員よりグローバルな視点から幅広い意見を得て、マツダの経営に

反映し、経営の透明性の向上を図っています。 

●経営諮問委員会 

マツダの監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、各監査

役は監査役会が定めた年間計画に従って取締役の職務執行の監

査を行っています。内部監査部門としては、監査本部が、経営の健

全化・効率化に寄与することを目的として、経営の目標・方針・計画

および諸法規・諸規程に対する会社および関係会社の業務遂行の

適合性を監査しています。会計監査については、マツダと監査契約を

締結している監査法人が監査を実施しています。監査役ないし監査

役会、監査本部および監査法人の間では定期的に会合を行うなど

の連携をとっています。 

●監査体制 

透 明 性が高く効 率 的な経 営 体 制を  

用語解説 ：1

マツダの取締役9名のうち、マツダ社内からの内部
昇格者は5名、マツダ社外出身者は4名となってい
ます。また9名の内、執行役員兼務は8名、代表取締
役会長1名となっています。 

取締役の内訳について 

業務執行、監視の仕組み 

株主総会 

取締役会 
 

代表取締役 

執行役員 

本部長他 

経営諮問委員会 監査役会 

経営会議その他 
社内諮問機関 

 

諮問 監査 

監査 

監督 

選任 選任 

諮問 

信頼される企業経営のための 
マネジメント体制  
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コンプライアンス・カード 

マツダは、国内はもとより国際社会のお客さま、株主・投資家、取引

先、社員、地域社会といったすべてのステークホルダーから信頼を獲

得できなければ、継続的な成長はあり得ないと考えています。法令を

遵守し、倫理に適った事業活動を行うことは、企業が社会的責任を

果たし広くステークホルダーから信頼を得るための、最も基本的な要

件です。マツダでは役員・社員一人ひとりがコンプライアンスの重要

性を認識し、マツダグループをあげて誠実で公正な事業活動への取

り組みを進めています。 

●企業倫理とコンプライアンス 

11

2

3

4

5

法律や社内規則、国際社会の常識・健全な慣行に従う。 

公平・公正である。 

企業の社会的責任を果たす。 

自分の職責を忠実に果たす。 

正直である。 

・法令違反の事実を知ったときは、直接、倫理相談室に申告。 

・申告者や調査に協力した人に対する報復や不利益取扱は禁止。 

代表取締役社長 

相談・告発 相談・告発 

連携 

研修・周知徹底 
助言勧告 

研修・周知徹底 
助言勧告 

マツダのコンプライアンス体制 

「誠実」な行動の5原則  行 動 指 針  

法令違反の申告  

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

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

3 公私をわきまえ、会社の資産を着服したり乱用しない。 

4 機密を守る。当社または他者の知的財産を侵さない。 

5 人への安全・環境に配慮した商品作りを追求する。 
 

6 常に健全な利益を追及すべく行動する。 

7 人権と人間の尊厳を尊重する。 

8 社内・社外への報告において常に真実をタイムリーに述べる。 

「マツダ企業倫理行動規範」の概要 

社内各部門 
（執行役員・本部長・部長＝コンプライアンス責任者） 

倫理委員会（事務局：業務管理本部法務部） 
 

倫理相談室（監査本部） 
 

関係会社 
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個 人 情 報 保 護 方 針  

1

2

3

4

5

6

7

8

当社は、個人情報の取り扱いに関し、業務に携わるすべての者が遵

守すべき社内規程を定め、周知徹底します。 

当社は、個人情報の取り扱いに関する統括責任者を設置するととも

に、当社の従業者（役員・従業員・パートタイマー・派遣社員等）その

他の関係者に対し、教育啓発活動を行います。 

当社は、個人情報を適正な手段によって取得します。また取得にあ

たっては、その利用目的、当社対応窓口などをご本人に個別にお知

らせするか、ウェブサイト等の容易に知りうる手段にて公表します。 

当社においては、個人情報は、ご本人にお知らせし、または公表した

利用目的の範囲内で、その個人情報の取り扱い権限を与えられた

者のみが、その取り扱い上必要な範囲内で利用するものとします。 

当社は、個人情報を第三者に提供するに当っては、その個人情報の

ご本人からの同意を得るなど法令上必要な措置を講じます。 

当社は、個人情報に関する業務を社外に委託する場合は、適切な業

務委託先を選び、必要かつ適切な監督を行うなど、法令上必要な措

置を講じます。 

当社は、保有する個人データの開示、訂正、利用停止、削除等の求め

を受けた場合には、ご本人からの求めであることを確認した上で、

法令に従って適切に対応します。 

当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等

について予防等の合理的な安全対策を講じ、継続的な改善に努め

ます。 

当社は、個人情報保護に関する法令および以下に定める基本方針に従い、 

お客様・お取引関係者様・当社従業員などの個人情報の適切な保護に努めます。 

「倫理委員会」活動の概要 倫理委員会は、企業倫理行動規範やガイドラインなどを制定するほか、種々の教育研修を 

実施するなど、コンプライアンス確保のための様々な活動を行っています。 

信頼される企業経営のための 
マネジメント体制  

個 人 情 報 の 保 護  

当社では、これまでも業務を通じて得たお客さまやお取引関係者さま、

従業員等の個人情報の取り扱いについて慎重を期してきましたが、

2005年4月1日からの「個人情報保護法」施行に際して、2005年3月

9日に「個人情報保護方針」を定め、ホームページに公表しました。 

また、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、保有個人データ

の開示等のご請求について、マツダコールセンターにて対応する体

制を整備しています。 

労働関係法令の遵守を取引先に通達  

事業を行なうにあたり、各国の関係法令を遵守し社会的責任を全う

することは企業にとって極めて重要です。マツダはもちろんのこと、購

買取引先へ向けて、労働関係法令を遵守し、強制労働、児童労働、

虐待的指導・訓練などが一切ないよう、「労働関係法令遵守のお願

い」を文書として送付し、法令遵守に努めています。 

1997年 社長直属の委員会として「倫理委員会」設立 

1998年 「マツダ企業倫理行動規範」を、また、具体的な指針として 

「接待・贈答品に関するガイドライン」を制定 

2002年 役員・幹部社員を対象に、外部から講師を招いて 

「コンプライアンス講座」を開催（以後毎年１回） 

2004年 コンプライアンスの重要性を周知するため、 

具体的事例を紹介した「コンプライアンス・マニュアル」 

を作成、全社員に配付 

2005年 「誠実な行動の5原則」「行動指針」を記載した 

コンプライアンスカードを全社員に配付 

全間接社員を対象に、必修コースのe-ラーニングによる 

「コンプライアンス講座」を開講 

役員・社員のコンプライアンス意識を調査するため 

「倫理アンケート」を実施 
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代表取締役社長 

全部門でリスクマネジメント活動を実施 

マツダは、2002年1月に全社統括部門としてリスク管理室を設置し、

「全役員・全従業員一人ひとりが主体として取り組む」という行動指

針のもと、リスクマネジメント委員会の設置、リスクマネジメントに関す

る諸規程の整備等に取り組んできました。2003年1月に「リスクマネ

ジメント基本ポリシー」を、2004年2月に「リスクマネジメント規程」を

定め、2004年度はリスクマネジメント活動の全社展開をスタートし、全

部門でこの規程に基づいたリスク評価と対策等の活動を行いました。 

その結果、全社全部門合計で232件のリスクについて「対策が必要」

と特定し、208件の対策を完了させました。また、残りの24件について

は、継続的な対策を行っています。 

マツダでは、責任ある企業経営のための諸施策として、 

コンプライアンスの強化とともに、内外のさまざまなリスクに適切に対応するため、 

リスクマネジメントを推進しています。 

●リスクマネジメント 

代表取締役社長 

eリスク管理 
小委員会 

マツダのリスクマネジメント（RM）推進体制 

事務局：リスク管理室 

●倫理委員会 

●人権委員会 

●総合安全衛生委員会 

●安全保障輸出管理委員会 

●全社品質委員会 

●防火管理委員会など 

［RM体制］（平常時） ［危機管理体制］（緊急時） 

既存の危機管理組織では対応が困難で、 

部門を越えた対応が必要な事態が発生した場合、 

RM担当役員は社長と協議の上で 

緊急対策本部の設置を決定し、対策本部長を指名する。 

RM担当役員 

部門長 子会社・関係会社 
各部門 

緊急対策本部 

RM担当役員 

全社員 

部門RM推進担当 

RM委員会 

既存委員会 

リスクマネジメントシステム維持のための仕組み 

●教育・訓練 

●シミュレーション 

●リスクコミュニケーション 

●リスクマネジメント文書の作成と管理 

●発見したリスクの監視 

●記録の維持・管理 

●リスクマネジメントシステム監査 

用語解説 ：1

リスクを比較的コントロール可能な領域のものと、
コントロールできない領域（たとえば自然災害など）
に区分し、コントロール可能域を最大化していく活
動などのことをいいます。 

リスクマネジメント 
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消防訓練の模様 

eリスクへの取り組み 

マツダは、ITツールの利用に起因または関連するビジネスに直接的な

ダメージを与えるリスク、またはビジネスを間接的に阻害するリスクを

「eリスク」と位置付け、リスクの最小化と被害の拡大防止に取り組

んでいます。企業イメージ低下、ブランド侵害、機密漏えい、情報改ざん・

破壊、情報の可視性低下、情報の利用停止、人権侵害、知的財産

権侵害、知的財産保護・活用、法規制不適合、業務効率低下・モラ

ルダウンの11の領域を対象に、ITツールを使用する際の基本方針、

ルールやマナーを定めた「ITツール別活用ガイド」を社内イントラネッ

トに掲載、また「eかわらばん」を定期的に発信し、全社員への周知・

徹底を図っています。 

緊急事態への対応について 

マツダは、2004年2月に緊急事態発生時の行動指針、初期対応、情

報発信、緊急事態を想定したシミュレーション（模擬訓練）の実施等

の事前準備を規定した「危機管理規程」を定め、緊急事態の発生に

際し、迅速・的確に対策を実施するための体制を整備しています。 

2004年12月15日夜に発生した本社宇品第1工場火災については、

再発防止策の徹底はもちろんですが、さらに危機管理の観点からも

検証し、危機管理対応の改善に努めていきます。 

マツダ　リスクマネジメント基本ポリシー（概要） 

企業活動を取り巻く環境は、IT化・グローバル化の進展、地球環境問題

や法令遵守への意識高揚など、急速に変化しており、今後もさらに多様

に変化していくものと予想されます。『企業ビジョン』の実現に向けては、

これらの環境変化にも的確に対応することはもちろん、企業活動の継続

的・安定的な推進を阻害する潜在的なリスクを最小化していくとともに、

異常事態や緊急事態の発生に対しても迅速な復旧を可能とする体制を

確立し、お客さまや株主、そして社会からの強い信頼を得ていく必要が

あります。マツダは、グループを挙げて「リスクマネジメント」に取り組

み、真に信頼される企業をめざします。 

以下を通じて『企業価値の増大と社会との調和』を図り、『企業ビジョン』

の達成を実現します。 

(1)マツダグループを構成する人々および地域住民の安全と健康の確保

　  を図ります。 

(2)社会からの信頼の維持・拡大を図ります。 

(3)マツダグループの有形・無形の企業財産の利活用を図ります。 

(4)利害関係者（ステークホルダー）の利益を図り、信頼と期待に応えます。 

(5)異常時、緊急時の組織機能の維持と業務の迅速な復旧を図ります。 

全役員・全社員は、自らが、リスクマネジメントを行う‘主体’であり、企業

活動のあらゆる場面にリスクは存在するとの認識に立ち、その業務遂行

のあらゆる段階でそれぞれの立場でリスクマネジメントに取り組むもの

とします。 

リスクマネジメントの理念  

リスクマネジメントの目的  

行動指針  

(1)日々の職務に潜在するリスクについて継続的に予防・軽減を図り、

　  その利活用を推進する活動（リスク管理）と、 

(2)発生した危機による被害の最小化および迅速な復旧のための活動

　 （危機管理）の2つの活動区分において、それぞれに必要な体制・

　  ルールを整備します。 

取組方法  

(1) すべてのビジネスリスクを管理の対象とします。 

(2) 子会社・関係会社を含むマツダグループ全体を、適用範囲とします。 

 

適用範囲  

信頼される企業経営のための 
マネジメント体制  
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2 0 0 4年度の経営概況  

マツダは2002年５月発売の「アテンザ」以降、ブランドメッセージ

「Zoom-Zoom」のもと、次 と々新世代商品を市場に投入し、商品主

導による成長をめざす「ミレニアムプラン」を推進してきました。その

取り組みの成果は順調に推移し、最終年にあたる2004年度は、連結

出荷台数110万４千台（前年度比３％増）、売上高２兆6,956億円

（同５％増）となりました。 

また、 2005年3月期末ま でに25%の原価低減を目標としたコスト削

減も達成し、2004年度は過去最高の営業利益829億円（前年度比

18％増）を上げるとともに、税引前利益738億円（同36％増）、当期

純利益458億円（同35％増）としています。 

長期ビジョンの概要と「マツダモメンタム」 

マツダは、2004年11月9日に行った2004年度中間決算報告におい

て、10年後の「かくありたい」という姿を示す長期ビジョンの概略と、

現在の成長軌道を維持しつつ、本格的成長の基盤整備を行うことを

狙いとした中期経営計画「マツダモメンタム」を発表しました。 

社会の発展に貢献し、責任ある企業であり続けるためには、健全な財務体質が必要です。 

商品主導による成長をめざすミレニアムプランの最終年となった2004年度は、4年連続の増収増益を果たすとともに、 

過去最高の営業利益を達成しました。 

● 経 済 性 報 告  

長期ビジョンの概要  

中期経営計画「マツダモメンタム」における 
コミットメント 

グローバル市場で戦える規模を保持し、卓越した技術と 

ジャパンメードの精神に支えられたマツダ固有の創造性をもとに、 

お客さまに喜ばれる商品・サービスを通じてお客さまとすべての 

ステークホルダーから信頼を得る自動車メーカーとなる 

●連結出荷台数125万台 

●連結営業利益1,000億円以上 

●純有利子負債自己資本比率100％以下 

●研究開発の強化 

●主要市場の取り組み強化 

●グローバル効率性向上とシナジー 

●人材育成 

主要施策 

2006年度 

■利益 

731

458

339

241

407

192

88

△298

△1,552

580

（単位：億円） 

経常利益 
当期利益 

’01’00 ’02 ’03 ’04（年度） 

（単位：億円） 

’01’00 ’02 ’03 ’04（年度） 

■売上高（連結） 

20,158
20,949

23,645

25,747
※12カ月換算値 

26,956
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株式およびIRに関する状況 

《ディスクロージャーなどの充実》 
 

マツダの2005年３月期における株主構成は下図のとおりで、配当に

関しては各期の業績ならびに経営環境等を勘案して決定し、安定的

な配当の実現とその維持に努めています。2004年度は過去最高の

営業利益を上げるなどの好調な業績を受け、株主の皆様のご支援に

お報いするため増配を予定し、2005年6月下旬開催の定時株主総

会に付議することとなりました。 

株主（投資家）の方に当社の方針を十分理解していただく場と位置

付け、少しでも多くの方にご出席いただけるよう、集中日の開催を避

け、開かれた総会を心がけています。また、株主様からの質問に対し

ても、商法の説明義務の範囲に限ることなく、企業秘密を除き、でき

るだけ回答するよう努めています。 

アニュアルレポート（英語、日本語、中国語）の発行やＩＲホームページ

の充実など、タイムリーな情報公開を進めています。2004年度より、

個人投資家の方へのＩＲニュースメールの発信も開始しました。 

●株式に関する状況 

株主の皆様とのコミュニケーションについては、次のような取り組みを

進めています。 

●IRに関する状況 

《株主総会》 

■設備投資額（連結）（2004年度） 

■地域別売上高（2004年度） 

信頼される企業経営のための 
マネジメント体制  

■期末発行済株式総数（2005年3月31日現在） 

1,223,911,682株 

679

908

17,678

2,678

■単元株式所有者別分布 

■研究開発費（連結）（2004年度） 

■総資産（連結）（2004年度） 

■株主資本（連結）（2004年度） 

（単位：億円） 

（単位：億円） 

 日本 
 8,453 
（31.4％） 

 北米 
 7,617 
（28.3％） 

 欧州 
 6,342 
（23.5％） 

 その他 
 4,540 
（16.8％） 

金融機関 
37.0％ 

外国法人等 
39.8％ 

個人16.6％ 

その他の法人 6.1％ 

証券会社 0.5％ 
政府・地方公共団体 0.01％ 

■1株当たりの当期利益・配当金 

’01’00 ’02 ’03 ’04（年度） 

37.6

2 2 2
3

0

7.2

19.8

27.8

（単位：円） 

1株当たり当期利益 
1株当たり当期配当金 

△126.9
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■国内関連会社 

■国内子会社 （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）／マロックス（株） 

（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.／マツダモーターメキシコ 
マツダモーターヨーロッパG.m.b.H.／マツダモータース（ドイツランド）G.m.b.H. 
マツダモーターロジスティックスヨーロッパN.V.／マツダモータースUK Ltd. 
マツダオトモビルフランスS.A.S／マツダスイスS.A. 
マツダオートモービルズエスパーニャS.A.U／マツダモトール デ ポルトガルLda. 
マツダモーターイタリアS.p.A.／マツダオーストリアG.m.b.H.　 
マツダセールス（タイランド）Co.,Ltd.／コンパニアコロンビアナ アウトモトリス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. 
マツダ（上海）企業管理諮詢有限公司 

■海外子会社 

オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 
オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd. 
一汽マツダ汽車販売有限公司 
 

■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／120,320,049,646円（2005年5月31日現在） 
●従業員数／19,247名（2005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仙台・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・マツダテクニカルサービスセンター九州 
　　　　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・北海道剣淵試験場・北海道中礼内試験場・ 
　　　　三次自動車試験場 
　海外／マツダモーターオブアメリカ（米国）・ マツダモーターヨーロッパ（ドイツ） 

●生産台数／ 812,772台 （2004年度・単独ベース） 
●売上高／ 26,956億円 （2004年度・連結ベース） 
●売上台数／ 1,104千台 （2004年度・連結ベース） 
●営業利益／ 829億円 （2004年度・連結ベース） 
●経常利益／ 731億円 （2004年度・連結ベース） 
●当期利益／ 458億円 （2004年度・連結ベース） 

主要子会社・関連会社 

会社概要 

企業概要 
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リサイクルしやすい材料を 
使用した部品 

車 　 名 ベリーサ 

車両型式 

駆動方式 

変速機形式・変速段数 

車両重量（kg） 

乗車定員（人） 

10・15モード燃費(km/  ) 

2010年燃費基準 

主要燃費向上対策 

 
適合させている規制名 

低排出ガス車認定（国土交通省） 

CO(g/km) [10・15＋11モード] 

NMＨＣ(g/km) [10・15＋11モード] 

NOx(g/km)[10・15＋11モード] 

低公害車指定（地方自治体）＊1 

適合させている規制名 

適合させている規制値加速［dB-（A）］ 

エアコン冷媒名 

エアコン冷媒使用量（g） 

CO2排出量（g/km）  

 

 

バンパーリサイクル材使用部品 

プラスチック部品の材料表示 

鉛の使用量（1996年比） 

エンジン 

型式 

種類 

排気量（cc） 

使用燃料 

燃料供給装置 
仕　　様 

燃　　費 

排出ガス 

車外騒音 

温室効果ガス 

リサイクル 

環境負荷物質 

プレマシー 

■ 教育施設の概要 

資料編 

国内外の事務・技術系の従業員を対象とした教育プログラム実施のため、内容に応じた教育施設を各地に設置し、効率的な対応を図っています。
各教育施設には、プログラムに応じた設備を整え、関連会社の従業員も含めたキャリアアップを推進しています。 

内　　容 所　在　地 対　象 設　立 名　　称 

マツダ教育センター 

 

マツダ工業技術短期大学校 

 
エトレカレッジ 

 
サービス技術研修センターマツダ 
トレーニングセンター鯛尾 

 
サービス技術研修センターマツダ 
トレーニングセンター横浜 

 
本社工場領域別技能訓練場 

 

防府工場西浦教育センター 

 

防府工場技能訓練場 

広島 
 
広島 
 

大阪・広島の2カ所 
 

広島 
 

神奈川 
 
本社工場内に 
28カ所 
 
山口県 
 

山口県 

幹部社員研修、事務・技術系社員研修、技能系社員研修、国際化研修、部門別研修など 
利用者数：約5,000名/月 

将来の生産部門を担う中堅社員の育成をめざす。1年次は基本技能・知識、2年次は応用技能を
主体とした学科・実技および企業人教育を加えたカリキュラム定員：65名/学年 

1979年 

 
1988年 

 
1991年 

 

1972年 

 

2002年 

 

1997年 

 

1982年 

 

1982年 

従業員 

 
新高卒および 
社内選抜者 
 
国内販売会社の営業
責任者から営業員まで 

国内・海外の 
サービススタッフ 

 
国内サービス 
スタッフ 

 
従業員 

 

従業員 

 

従業員 

（2005年3月31日現在） 

経営幹部から新人まで能力と経験年数に応じた実践教育・目的別の専門教育。 
利用者数：約300名（広島）、約150名（大阪） 

国内・海外の販売会社のサービススタッフ向けサービス技術研修、 
国内販売会社向けビジネス研修 
利用者数：研修約1,600名/年 

国内販売会社のサービススタッフへの技術研修、国内販売会社向けビジネス研修 
利用者数：約500名/年 

階層別、領域別のスキルアップコース 
利用者数：4,700名/年 

幹部社員研修、事務・技術系社員研修、技能系社員研修等の研修コース　 
利用者数：約500名/月 

階層別、領域別のスキルアップコース　 
利用者数：約1,000名/年 

各モデルの中で、代表的な機種を掲載しました。 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 

DBA-DC5W 

ZY 

直4 DOHC 16V 

1498 

無鉛レギュラー 

EGI 

FF 

4AT 

1100 

5 

16.8  

＋5%達成 

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 

平成17年 

SU-LEV 

1.15 

0.013 

0.013 

あり 

平成10年規制 

76 

HFC-134a 

470 

138.2 

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 

スプラッシュシールド 

あり 

1/3以下 

DBA-CREW 

LF 

直4 DOHC 16V 

1998 

無鉛レギュラー 

EGI 

FF 

4AT 

1450 

7 

14.0  

＋5%達成 

 ロックアップ機構付きトルクコンバーター 

平成17年 

SU-LEV 

1.15 

0.013 

0.013 

あり 

平成11年規制 

76 

HFC-134a 

500 

165.8  

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 

マッドガード 

あり 

1/3以下 

●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● ＊１：八都県市および六府県市 

■ 2004年度の新型車の環境データ（乗用車） 
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サイトレポート：広島地区 

■ 2004年度環境データ 
 本社工場 

大気汚染物質 

NOx

ボイラー 

乾燥炉 

乾燥炉 

溶解炉 

溶解炉 

ディーゼルエンジン 

ディーゼルエンジン 

加熱炉 

加熱炉 

焼却炉 

焼却炉 

K値規制 

廃棄物焼却炉 

ボイラー 

ppm

ppm

g/m3N

ppm

g/m3N

ppm

g/m3N

ppm

g/m3N

ppm

g/m3N

ー 

mg/m3N

g/m3N

ばいじん 

SOx

塩化水素 

廃棄物焼却炉 ng-TEQ/m3Nダイオキシン 

単位 規制値 

300 

230 

180 

150 

250 

180 

950 

200 

180 

150 

450 

0.30 

0.25 

0.20 

0.10 

0.35 

0.3 

0.15 

0.20 

0.10 

0.10 

0.25 

0.20 

0.25 

7 

700 

10

170 

190 

74 

130 

100 

99 

600 

37 

39 

68 

72 

0.029 

0.16 

0.0170 

0.0019 

0.0063 

0.0076 

0.0027 

0.093 

0.017 

0.03 

0.0094 

0.015 

0.12 

1 

12 

4.7

実績値 
（最大） 

水質汚濁物質 単位 規制値 
最大 最小 平均 

実績値 

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

排水の放流先：猿猴川、海田湾 

ｐＨ(淡水系) 

ｐＨ(海水系） 

ＢＯＤ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

油 

銅 

フッ素（淡水系） 

フッ素（海水系） 

亜鉛 

溶解性鉄 

溶解性マンガン 

全窒素 

全リン 

大腸菌郡数 

フェノール 

クロム 

六価クロム 

ホウ素（淡水系） 

ホウ素（海水系） 

アンモニア、 
アンモニウム、亜硝酸、 
硝酸化合物 
 

－ 

－ 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

個/cm3 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

      

     

5.8～8.6 

5.5～9.0 

120 

15 

150 

5 

3 

8 

15 

5 

10 

10 

60 

8 

3000 

5 

2 

0.5 

10 

230 

100 

     

    

7.5 

7.4 

8.1 

10.8 

14 

1.9 

0.02 

0.4 

3.4 

2 

0.3 

0.9 

11 

4.3 

536 

1.9 

0.09 

0.04 

0.45 

0.9 

3.7 

     

    

6.7 

6.4 

0.8 

1.8 

0.7 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

0.2 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

4 

ＮＤ 

0 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

0.01 

0.21 

0.4 

     

    

7.3 

7 

2.1 

4.7 

3.5 

＜0.6 

＜0.01 

＜0.2 

1.6 

＜0.46 

＜0.1 

＜0.21 

0.3 

＜0.66 

71 

＜0.1 

＜0.03 

＜0.02 

0.23 

0.56 

2 

    

 

サイトレポート：広島地区 
［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 　14,629名（2005年3月末） 

■IＳＯ14001取得年月　2000年6月　　　 

■敷地面積（建物延面積）　2,247千m2（1,796千m2） 

［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 　152名（2005年3月末） 

■IＳＯ14001取得年月　2000年6月　　　 

■敷地面積（建物延面積）　1,667千m2（64千m2） 

本社工場 三次事業所 
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■ 2004年度環境データ 
 三次事業所 

大気汚染物質 

NOx

ばいじん 

SOx

単位 規制値 

250      

950      

0.30      

0.10      

17.5     

ボイラー 

ディーゼルエンジン 

ボイラー 

ディーゼルエンジン 

K値規制 

ppm 

ppm 

g/m3N 

g/m3N 

ー 

170      

620      

0.087     

0.059     

6.7    

実績値 
（最大） 

水質汚濁物質 単位 規制値 
最大 最小 平均 

7.2     

0.6     

1.3     

ＮＤ     

0.2     

0.07     

0.1     

ＮＤ     

1.4     

0.06     

0     

0.04     

0.9     

     

    

7.5     

1.8     

2.9     

＜0.5     

0.2     

0.07     

0.1     

＜0.2     

1.4     

0.06     

43     

0.04     

0.9     

     

    

5.8～8.6     

70     

70     

5     

8     

5     

10     

10     

60     

8     

3000     

10     

100     

     

    

7.7     

3.4     

4.4     

0.7     

0.2     

0.07     

0.1     

0.2     

1.4     

0.06     

152     

0.04     

0.9     

     

        

ｐＨ 

ＢＯＤ 

ＳＳ 

油 

フッ素 

亜鉛 

溶解性鉄 

溶解性マンガン 

全窒素 

全リン 

大腸菌郡数 

ホウ素 
アンモニア、 
アンモニウム、亜硝酸、 
硝酸化合物 
 

ー 

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

個/cm3

mg/R

mg/R

実績値 

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、クロムは全てＮＤであった。 

排水の放流先：馬洗川 

■ 2004年度　PRTR環境汚染物質排出・移動量 
 本社工場 
物質番号 対象物質群 取扱量 

大気 水質 土壌 排出量 消費量 除去量 リサイクル量 廃棄物量 
移動量 

亜鉛の水溶性化合物 

４，４’－イソプロピリデンジフェニル 

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 

エチルベンゼン 

エチレングリコール 

キシレン 

クロム及び３価クロム化合物 

６価クロム化合物 

ダイオキシン類 

１，３，５，７－テトラアザトリシクロ[３．３．１．１３．７]デカン 

１，３，５－トリメチルベンゼン 

トルエン 

ニッケル 

ニッケル化合物 

ヒドラジン 

フェノール 

フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） 

ふっ化水素及びその水溶性塩 

ベンゼン 

ホルムアルデヒド 

マンガン及びその化合物 

モリブデン及びその化合物 

　　　　　　　全　体 

1 

29 

30 

40 

43 

63 

68 

69※ 

179※ 

198 

224 

227 

231 

232※ 

253 

266 

272 

283 

299※ 

310 

311 

346

[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 1,000kg／年以上を記載） 

11,597  

4,984  

2,884  

182,926  

865,805  

931,136  

87,919  

9,724  

430.76  

142,045  

36,436  

935,903  

26,379  

2,612  

1,298  

771,223  

4,403  

2,540  

27,924  

290,155  

404,350  

5,321  

4,747,564 

0  

0  

0  

100,236  

5  

412,697  

0  

0  

425.27  

0  

12,769  

220,410  

0  

0  

0  

19  

0  

0  

100  

2,021  

0  

0  

748,256 

124  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0.43  

0  

0  

0  

0  

316  

0  

22  

0  

406  

0  

0  

229  

0  

1,097 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0 

124  

0  

0  

100,236  

5  

412,697  

0  

0  

425.70  

0  

12,769  

220,410  

0  

316  

0  

41  

0  

406  

100  

2,021  

229  

0  

749,354 

8,946  

0  

2,884  

33,107  

865,800  

150,432  

83,920  

5,746  

0  

0  

6,259  

270,780  

26,369  

898  

0  

0  

4,271  

0  

13,607  

0  

402,742  

3,237  

1,878,998 

0  

4,984  

0  

49,583  

0  

242,122  

0  

3,978  

0  

142,045  

17,408  

424,706  

0  

0  

1,298  

771,182  

132  

0  

14,217  

288,134  

0  

0  

1,959,789 

2,527  

0  

0  

0  

0  

0  

3,978  

0  

5.06  

0  

0  

0  

0  

1,398  

0  

0  

0  

2,134  

0  

0  

1,301  

114  

11,452 

0  

0  

0  

0  

0  

125,885  

21  

0  

0  

0  

0  

20,007  

10  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

78  

1,970  

147,971 

■ 2004年度　PRTR環境汚染物質排出・移動量 
 三次事業所 
物質番号 対象物質群 取扱量 

大気 水質 土壌 排出量 消費量 除去量 リサイクル量 廃棄物量 
移動量 

9,154  

43,644  

3,650  

92,066  

3,298  

151,812 

32  

151  

11  

247  

12  

453 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

32  

151  

11  

247  

12  

453 

9,122  

43,493  

3,639  

91,819  

3,286  

151,359 

エチルベンゼン 

キシレン 

１，３，５－トリメチルベンゼン 

トルエン 

ベンゼン 

　　　　　　　　全　体 

40 

63 

224 

227 

 299※ 

 

[単位：kg／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 1,000kg／年以上を記載） 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0

資料編  
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サイトレポート：防府地区 
［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 　3,170名（2005年3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m2（297千m2） 

［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m2（100千m2） 

■ 2004年度環境データ 
 ［西浦地区］ 

大気汚染物質 

NOx

ボイラー 

ボイラー 

乾燥炉 

乾燥炉 

K値規制 

総量規制 

ppm

ppm

g/m3N

ー 

m3N/h

g/m3N

ばいじん 

SOx

単位 規制値 

250      

150      

130      

230      

0.25      

0.20      

0.10      

0.35      

0.30      

0.20      

4.5      

52.66     

23      

140      

62     

80      

0.1     

0.0018     

0.002     

0.033     

0.018     

0.005     

1.31      

5.39     

実績値 
（最大） 

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、溶解性マンガン、溶解性鉄は全てＮＤ
であった。 

水質汚濁物質 規制値 
実績値 

最大 最小 平均 
単位 

5.0～9.0     

40     

30     

2     

3     

5     

60     

8     

3000     

5     

230     

15     

100     

     

    

7.0      

13.9     

6.7     

0.7     

0.02     

0.19     

14.7     

2.3     

160     

0.06     

0.2     

0.84     

2.2     

     

         

    

6     

4.3     

0.6     

ＮＤ     

ＮＤ     

0.14     

0.1     

ＮＤ     

16     

0.04     

0.2     

0.11     

1.1     

     

    

ｐＨ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

油 

銅 

亜鉛 

全窒素 

全リン 

大腸菌郡数 

フェノール 

ホウ素 

フッ素 

アンモニア、アンモニウム、 
亜硝酸、硝酸化合物 
 

ー 

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

個/cm3

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

6.7     

9.3     

2.2     

＜0.5     

＜0.01     

0.16     

3.1     

＜0.7     

88     

0.05     

0.2     

0.48     

1.65     

     

    

排水の放流先：大海湾 

防府西浦工場 防府中関工場 
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ー 

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

mg/R

個/cm3

mg/R

mg/R

mg/R

■ 2004年度環境データ 
 

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、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フェノールは全てＮＤで
あった。 

水質汚濁物質 規制値 
実績値 

最大 最小 平均 
単位 

5.0～9.0     

40     

30     

2     

3     

5     

60     

8     

3000     

230     

15     

100     

     

    

8     

19     

13     

0.9     

0.01     

0.12     

9.4     

0.41     

200     

0.5     

0.74     

6.8     

     

    

7.6     

3.6     

ＮＤ     

ＮＤ     

ＮＤ     

0.09     

2.7     

0.36     

36     

0.3     

0.15     

3.3     

     

        

ｐＨ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

油 

銅 

亜鉛 

全窒素 

全リン 

大腸菌郡数 

ホウ素 

フッ素 

アンモニア、アンモニウム、 
亜硝酸、硝酸化合物 
 

7.8     

7.6     

＜0.5     

＜0.5     

＜0.01     

0.11     

5.8     

0.39     

118     

0.4     

0.45     

5.1     

     

    

■ 2004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 

大気 水質 土壌 排出量 消費量 除去量 リサイクル量 廃棄物量 
移動量 

1 

30 

40 

43 

63 

224 

227 

 232※ 

272 

 

 

299※ 

311

[単位：kg／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 1,000kg／年以上を記載） 

排水の放流先：大海湾 

0  

0  

5,602  

0  

48,341  

18,819  

26,266  

0  

0  

0  

240  

99,268 

1,668  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1,591  

0  

0  

1,560  

4,819 

0  

0  

11,781  

0  

39,749  

3,407  

40,737  

0  

548  

247  

0  

96,469 

13,559  

3,095  

70,047  

1,563,135  

328,810  

23,779  

666,479  

1,024  

17,735  

26,244  

4,201  

2,718,108 

243  

0  

81,926  

9  

269,079  

25,278  

257,442  

360  

0  

95  

274  

634,706 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0 

243   

0  

0  

0  

0  

0  

0  

360  

0  

0  

274  

634 

0  

0  

81,926  

9  

269,079  

25,278  

257,442  

0  

0  

95  

0  

634,072 

15,470  

3,095  

169,356  

1,563,144  

685,979  

71,283  

990,924  

2,975  

18,283  

26,586  

6,275  

3,553,370 

亜鉛の水溶性化合物 

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 

エチルベンゼン 

エチレングリコール 

キシレン 

１，３，５－トリメチルベンゼン 

トルエン 

ニッケル化合物 

フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） 

ベンゼン 

マンガン及びその化合物 

　　　　　　　　全　体 

物質番号 対象物質群 取扱量 
大気 水質 土壌 排出量 消費量 除去量 リサイクル量 廃棄物量 

移動量 

16 

283

0  

1,607  

1,607  

 

0  

0  

0 

1,123  

0  

1,123 

0  

0  

0 

0  

33  

33 

0  

0  

0 

0  

0  

0 

0  

33  

33 

1,123  

1,640  

2,763 

２－アミノエタノール 

ふっ化水素及びその水溶性塩 

　　　　　　　　全　体 

大気汚染物質 

NOx ボイラー 

ボイラー 

溶解炉 

K値規制 

加熱炉 

総量規制 

ppm

m3N/h

g/m3N

g/m3N

g/m3N

ー 

ばいじん 

SOx

単位 規制値 

180      

0.30      

0.25      

0.20      

0.20      

4.5      

27.90     

64      

0.017     

0.005     

0.036     

0.048     

0.50     

1.10    

実績値 
（最大） 

資料編  

［中関地区］ 

［中関地区］ 
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思いをいかにして伝えるかは私たちにとって永遠の課題です

が、往 に々して発信者の意図が空回りし、受け取る相手に伝

わらないことがあります。 

私たち研究者にとっても課題であり、いくらすばらしい研究を

行っても論文や発表がまずければ誰も評価してくれません。

学生には見る立場・聞く立場・読む立場に立って資料は作成

すべきであると常に話しています。 

今回のマツダの社会・環境報告書を拝見し、これまでの、また

これからのマツダの企業ポリシーやものづくり・人づくりに対す

る真摯で明確な考え方があると分かりました。 

また報告書を読んで初めてテレビコマーシャルで流されてい

るZoom-Zoomの意味を知りました。 

今後はこの報告書を読むチャンスのない多数の人にも積極

的にマツダの思いを伝えていくことが重要と思われます。 

さて、私が報告書の中で特に関心を寄せたのはロータリーエ

ンジンに代表されるマツダの優れた技術の領域です。 

今後、マツダの持っている自動車技術をさらに発展させるに

は、生産領域で行われている卓越技能の伝承を続けていくと

共に、設計や生産に代表される技術領域においても、その伝

承が重要になってくると思われます。 

技術の伝承の「マツダモデル」の構築を願っています。 

 

 

第三者所感 

山 根　八洲男 
広島大学大学院　工学研究科長 

安 達　正 高 

独立行政法人　雇用・能力開発機構  
広島センター　統括所長 

まず、報告書の冒頭で、昨年の宇品第１工場火災の経緯や

対応について丁寧に述べられていることを評価したいと思い

ます。マツダが地域社会や地域経済に与える影響を考慮す

ると、被害を最小に留めたこと、復旧が迅速であったことは意

義深いことであると思います。 

これに限らず、本報告書は昨年版からさらに報告の範囲や

内容が広がり、マツダの情報開示の進捗を十分感じさせるも

のになっています。今後もこの姿勢を前進させ、広く一般の

方々へ向けた発信を強化されることを期待します。 

個々の記述の中では、「卓越技能者養成コース」に特に大き

な関心を持ちました。マンツーマンによる優れた技能の継承と

いうだけでなく、団塊の世代が定年を迎え、技能や経験の空

洞化が懸念される「2007年問題」への対応という観点から

も、効果的な活動だと感じています。また、人材育成や人権の

尊重、ワークライフバランスの促進など、人を大事にする姿勢

や取り組みについて詳述されていることも印象に残りました。

ただ、残念なのはフリーターやニートなどの若年層雇用への

協力について、マツダグループのサプライヤー企業で行って

いながら記述のないことです。来年の報告書では、マクロ的

な視点から「雇用」という社会的責任への取り組みも報告し

ていただければと思います。 

クルマには利便性を社会に提供するとともに、安全や環境へ

の配慮が求められます。その意味で、本報告書に記載されて

いる活動のさらなる進化と、これからの課題として挙げられて

いるサプライチェーンの中核としての取り組みの強化を期待

しています。 
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このレポートの作成に際して、GRIガイドライン2002年版を参照しました。 

本表は、GRIガイドライン2002年版で提示されている内容と、このレポートの掲載ページを照合したものです。 

1  ビジョンと戦略　 

指　　　　　標 項　目 本レポートでの掲載該当ページ 

1.1 

1.2

持続可能な発展への寄与に関する組織のビジョンと戦略に関する声明 

報告書の主要要素を表す最高経営責任者（または同等の上級管理職）の声明 

P.7～8 

P.3

2.  報告組織の概要  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9

報告組織の名称 

主な製品やサービス。それが適切な場合には、ブランド名も含む。 

報告組織の事業構造 

主要部門、製造部門子会社、系列企業および合弁企業の記述 

事業所の所在国名 

企業形態（法的形態） 

対象市場の特質 

組織規模 

ステークホルダーのリスト。その特質、および報告組織との関係。 

P.89 

P.14～30 

P.79 

P.79 

P.79 

P.79 

P.79 

P.79 

P.8

組 織 概 要  

3.  統治構造とマネジメントシステム 

3.1 

3.2 

3.4 

3.6 

3.7 

 

 

組織の統治構造。取締役会の下にある、戦略設定と組織の監督に責任を持つ主要委員会を含む。 

取締役会構成員のうち、独立している取締役、執行権を持たない取締役の割合（百分率） 

組織の経済・環境・社会的なリスクや機会を特定し管理するための、取締役会レベルにおける監督プロセス。 

経済・環境・社会と他の関連事項に関する各方針の、監督、実施、監査に責任を持つ組織構造と主務者。 

組織の使命と価値の声明。組織内で開発された行動規範または原則。 
経済・環境・社会各パフォーマンスにかかわる方針とその実行についての方針。 
 

P.72 

P.72 
P.75～76 

P.8、P.35～36、P.72～73

3.8 取締役会への株主による勧告ないし指導のメカニズム。 

構 造 と 統 治  

3.9 

3.10 

3.11 

3.12

主要ステークホルダーの定義および選出の根拠。 

ステークホルダーとの協議の手法。 

ステークホルダーとの協議から生じた情報の種類。 

ステークホルダーの参画からもたらされる情報の活用状況。 
 
 

P.8 

P.28～31、P.78 

P.28～31、P.52～53、P.59、P.62 

P.28～31、P.78

ステークホルダーの参画 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13

報告書に関する問い合わせ先。電子メールやホームページアドレスなど。 

記載情報の報告期間（年度／暦年など） 

前回の報告書の発行日（該当する場合） 

報告組織の範囲と、報告内容の範囲 

P.89 

表紙ウラ 

2004年11月 

表紙ウラ 

レポートの範囲 

2.18 

2.19 

2.20 

2.22

経済・環境・社会的コストと効果の算出に使用された規準／定義。 

主要な経済・環境・社会情報に適用されている測定手法の、前回報告書発行以降の大きな変更。 

持続可能性報告書に必要な、正確性、網羅性、信頼性を増進し保証するための方針と組織の取り組み。 

報告書利用者が、個別施設の情報も含め、組織の活動の経済・環境・社会的側面に関する 
追加情報報告書を入手できる方法（可能な場合には）。 

P.41～42、P77～78 

P.41 

表紙ウラ 

表紙ウラ 

レポートの概要 

3.13 組織が予防的アプローチまたは予防原則を採用しているのか、また、採用している場合はその方法の説明。 

統括的方針およびマネジメントシステム 

［GRIガイドライン対照表］ 

P.5～7、P34、P.54、P.64、P.74、P.76

P.72、P.78

P.73～76

P.22、P.38、P.64、P.68

3.15 

3.16 

3.17 

3.19 

3.20

産業および業界団体、あるいは国内／国際的な提言団体の会員になっているもののうちの主なもの 

上流および下流部門での影響を管理するための方針とシステム。 

自己の活動の結果、間接的に生じる経済・環境・社会的影響を管理するための報告組織としての取り組み。 

経済・環境・社会的パフォーマンスに関わるプログラムと手順。 

経済・環境・社会的マネジメントシステムに関わる認証状況。 

P.70 

P.31、P.35～36、P41、P49～50 

P.35～36、P41 

P.8、P.39、P.72～76 

P.36　 

組織が任意に参加、または支援している、外部で作成された 
経済・環境・社会的憲章、原則類や各種の提唱（イニシアチブ） 

3.14

また、マツダではISO9002(１９９４.１２) 
ISO9001(１９９６.６)を取得しています。 
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表紙ウラ 

P.40

P.45

P.40 

P.48 

P.40

P.43～46、P.50

指　　　　　標 項　目 本レポートでの掲載該当ページ 

4.  GRIガイドライン対照表 

4.1 GRI報告書内容各要素の所在をセクションおよび指標ごとに示した表 P.87～89

5.  パフォーマンス指標 

EC.1 

EC.2

総売上 

市場の地域別内訳 

P.77～78 

P.77～78

顧客 

期末時点での内部留保の増減 EC.7
投資家 

経済的パフォーマンス 

直接的エネルギー使用量。 

再生可能なエネルギー源の使用、およびエネルギー効率の向上に関する取り組み。 

 

 

EN.3 

EN.17 

 

エネルギー 

EN.1 水の使用量を除いた、原材料の種類別総物質使用量。 

原材料 

環境パフォーマンス 

水の総使用量。 

水源からの年間利用可能な水量に占める、地下及び地上からの取水量。 

水のリサイクル量および再利用量の総量。 

EN.5 

EN.21 

EN.22

水 

温室効果ガス排出量（CO2,CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6）。 

種類別と処理方法別の廃棄物総量。 

P.40、P.42、P.45 

P.40、P.42、P.46、P.47

P.45～46

P.32、P.41

P.54 

P.59～60

P.62

P.60～61 

P.60 

P.60

P.55 

P.55～58 

P.55～59

P.52～53

P.23～26 

P.25～26

EN.8 

EN.11

放出物、排出物および廃棄物 

主要製品およびサービスの主な環境影響。 

製品使用後に再生利用可能として販売された製品の重量比、および実際に再生利用された比率。 

EN.14 

EN.15

製品とサービス 

物流を目的とした輸送に関する重要な環境影響。 EN.34

輸送 

種類別の環境に対する総支出。 EN.35

その他全般 

LA.1 

LA.12

労働力の内訳 

従業員に対する法定以上の福利厚生 

労働慣行と公正な労働条件 

社会的パフォーマンス指標 

■雇用  

LA.3-4 労使関係 

■ 労 働 ／ 労 使 関 係  

LA.6 

LA.7 

LA.8

経営陣と労働者代表からなる公式の合同安全衛生委員会。 

一般的な疾病、病欠、欠勤率、および業務上の死亡者数（下請け従業員を含む）。 

HIV/AIDSについての方針およびプログラム。 

■ 安 全 衛 生  

LA.9 

LA.16 

LA.17

従業員当たりの職位・職域別年間平均研修時間。 

雇用適正を持ち続けるための従業員支援および職務終了への対処プログラムの記述。 

技能管理または生涯学習のための特別方針とプログラム。 

■ 教 育 研 修  

LA.10 

 

機会均等に関する方針やプログラム。 

■ 多 様 性と機 会  
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［GRIガイドライン対照表］ 

指　　　　　標 項　目 本レポートでの掲載該当ページ 

HR.1 
　　 

HR.2 
　　 

HR.8

業務上の人権問題の全側面に関する方針、ガイドライン、組織構成、手順に関する記述 
（監視システムとその結果を含む）。 

投資および調達に関する意志決定（供給業者・請負業者の選定を含む）の中に 
人権に与える影響への配慮が含まれているか否かの立証。 

業務上の人権問題の全側面に関する方針と手順についての従業員研修。 

P.54、P.74

P.74

P.54

P.54

P.62

P.73～74　 

P.73～74　 

P.73～74　 

P.54

P.64～65 

 P.70　 

P.73～74　 

P.73～74　 

P.19～20、P21～22、P.27　 

P.23～24、P30、P.39、P.70

P.23～24、P80

P.28

P.74

P.37

人権 

■方針とマネジメント  

PR.1

PR.6

PR.4 
PR.5 
 
 

製品・サービスの使用における顧客の安全衛生の保護に関する方針。 

顧客の安全衛生に関する規制への違反、苦情件数 

製品責任 

■顧客 の 安全衛生  

SO.7 不正競争行為を防ぐための組織の方針、手順。 

■ 競 争と価 格 設 定  

HR.4 業務上のあらゆる差別の撤廃に関するグローバルな方針、手順、プログラム。 

■ 差 別 対 策  

HR.5 組合結成の自由に関する方針。 

■ 組 合 結 成と団 体 交 渉 の 自由  

HR.7 強制・義務労働撤廃に関する方針。 

■ 強 制・義 務 労 働  

HR.9 
HR.10

不服申し立てについての業務慣行と報復防止措置。 

■ 懲 罰 慣 行  

HR.11 保安担当職員への人権研修。 

■ 保 安 慣 行  

PR.2 

PR.8

商品情報と品質表示に関する組織の方針、手順／マネジメントシステム。 

顧客満足度に関する組織の方針、手順／マネジメントシステム。 

■ 製 品とサ ービス  

PR.3 

 

消費者のプライバシー保護に関する、方針、手順／マネジメントシステム、遵守システムの記述。 

■ プライバシー の 尊 重  

SO.1 組織の活動により影響を受ける地域への影響管理方針、またそれらの問題に取り組むための手順と計画。 

 

 

社会 

■地域社会  

SO.2 贈収賄と汚職に関する方針、手順／マネジメントシステムと組織と従業員の遵守システムの記述。 

■ 贈 収 賄と汚 職  

社会的、倫理、環境パフォーマンスに関する表彰。 SO.4

HR.6 児童労働の撤廃に関する方針。 

■ 児 童 労 働  

報告組織が使用することを許されたかもしくは受け入れた、社会的、環境的責任に関する自主規範の遵守、 
製品ラベル、あるいは受賞。 
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