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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） 

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。
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会社概要

マツダ株式会社 （英訳名：Mazda Motor Corporation）

大正9年（1920年）

代表取締役会長兼社長　井巻  久一

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番1号

乗用車・トラックの製造、販売等

四輪自動車、レシプロエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジン、自動車用自動／手動変速機

18,995名（単独） 36,626名（連結）

本社、マツダR&Dセンター横浜、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） 、

中国技術支援センター 

本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、三次事業所

米国、中国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン、インド、イラン、スペイン、ケニア、ジンバブエ、

南アフリカ、エクアドル、コロンビア

国内：304社 海外：132社

（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 

社 名

設 立

代 表 者

本 社 所 在 地

主な事業内容

主 要 製 品

従 業 員 数

研究開発拠点

国内生産拠点

海外生産拠点

販 売 会 社

主な加入団体

主な子会社・関連会社

（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）／（株）サンフレッチェ広島／（株）マツダプロセシング中国

マツダモーターオブアメリカ,Inc.／マツダカナダInc.／マツダ モトール デ メヒコ S. de R.L. de C.V.／

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.／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.／マツダモーターロシアOOO／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.／P.T.マツダモーターインドネシア／

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

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 ／長安フォードマツダ汽車有限公司 ／長安フォードマツダエンジン有限公司

国 内 子 会 社

国内関連会社

海 外 子 会 社

海外関連会社

欧州
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

（1）
28

2,516

中近東
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

（1）
12 
191

アジア
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

4
14
554北米

生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

1
3

878
日本
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

3
304

1,156中南米
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

1
40
329

アフリカ
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

（3）
21 
233

大洋州
ディストリビューター

販売拠点

14
185

（業績データについては、43～44ページをご覧く ださい。）

（　）内は非連結の関連会社

（2）

（4）

（7）

（1）

マツダグループの概要（2006年３ 月末現在）



技術へのこだわりと地域への貢献

　マツダは、1920年に「東洋コルク工業株式会社」として

創立。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。またマツダは、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。 

廃墟からの復興。マツダの果たした役割

　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。

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。

　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。

世界唯一のロータリーエンジンメーカーとして

　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、世界各国から

100件以上もの技術提携の申し込みがあったといいます。

　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。

　 マツダの歴史

1931
3輪トラック生産開始
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。

1960
軽自動車「R360クーペ」発売
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。

1989
「ユーノス・ロードスター」発売
走る楽しさを追求した、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。

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。

2005
新型「ロードスター」を発売
2005-2006　日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞

2006
新型「MPV」を発売

2003
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

「Mazda6（アテンザ）」が中国の
2004年カー・オブ・ザ・イヤーを受賞

1980
5代目「ファミリア」
日本カーオブザイヤー受賞

1978
初代「サバンナRX-7」発売
「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。

1967
初のロータリーエンジン搭載車「コスモスポーツ」発売
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。
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マツダの歴史とそのスピリット



マツダは、2001年から「環境報告書」を発行し、2004年度

からは社会面の情報を加えて「社会・環境報告書」として情報

を開示してきました。

本年度は環境保全の取り組みに加えて、お客さま、取引先、

株主・投資家、社員、地域・社会とステークホルダーごとに章を

分け、マツダの社会的責任に対する取り組みを報告していま

す。また、報告書前半に、特集記事を設けステークホルダーの

皆さまのご意見・ご要望も掲載しました。

マツダは今後も情報開示を強化していくとともに、ステーク

ホルダーの皆さまとのコミュニケーションを強化していきたいと

考えています。添付のアンケートは皆さまとのコミュニケー

ションツールのひとつです。忌憚のないご意見をいただければ

幸いです。

社会・環境報告書とホームページの情報のすみわけと連動

社会・環境報告書に掲載できなかった情報や詳細なデー

タ、また、報告書の内容を補足するデータなどをホームページ

に掲載しています。

ホームページに掲載している情報は、報告書内に    マーク

を明記しています。

http://www.mazda.co.jp/corporate/csr/

［対象範囲］
マツダ株式会社を中心に国内関連会社や一部の海外関連会社について
報告しています。

［対象期間］
2005年4月から2006年3月を中心に報告。一部、2006年4月以降の活
動も報告しています。

［対象分野］
社会、環境、経済の3側面の情報について報告。

［参考にしたガイドライン］
ＧＲＩサステナビリティ・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

［発行日］
2006年8月（前回発行2005年8月、次回発行2007年夏）

［関連するレポート・情報］
決算・財務に関する詳しい情報を報告した「有価証券報告書」「アニュア
ルレポート」や「会社概況」などをホームページでご覧いただけます。

［作成部署／問い合わせ先］
マツダ株式会社 グローバル広報グループ
TEL 082-287-4676　FAX 082-287-5225
お客さま相談室 フリーダイヤル 0120-386-919

免責事項／本報告書には、マツダ株式会社とその関係会社の過去と現在の事実だけでなく、
発行日時点における計画や見通し、経営計画・経営方針に基づいた将来予測が含まれてい
ます。この将来予測は、記述した時点で入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、
諸与件の変化によって、将来の事業活動の結果や事象が予測とは異なったものとなる可能
性があります。読者の皆さまには、以上をご了解いただきますようお願い申しあげます。 
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人権にも環境にも配慮した調達活動、それは
サプライヤーとの「Ｗｉｎ‐Ｗｉｎな関係」の構築が基盤。
先進の安全技術で衝突事故を減らし、
一人でも多くの人の命を救うために。
現地の人々による、現地のためのクルマづくりへ─
急拡大する中国市場で取り組んでいます。
女性にやさしい組立ラインづくりをテーマに
QCサークルで改善活動を推進しています。
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本報告書をご覧いただくにあたって 目　次

23

27

29

31

....................

.............................................

.......................................

......

地球環境とマツダ

水素というクリーンエネルギーを得て、
ロータリーエンジンは、さらに高く飛び立ちます。
「環境」と「感動」の両立。
それがマツダの社会的使命です。
独自の塗装技術で、世界で初めて
VOCとCO2を一挙に削減しました。
産学官の連携で、自動車内装に使える高強度・高耐熱の
バイオプラスチックを自動車業界で初めて開発しました。
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Vision
企業目標

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。 

マツダは1999年、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。

Mission
役割と責任

私たちは情熱と誇りとスピードを持ち、

積極的にお客様の声を聞き、

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。

Value
マツダが生み出す価値

私たちは誠実さ、顧客志向、創造力、効率的で迅速な

行動を大切にし、意欲的な社員とチームワークを尊重します。

環境と安全と社会に対して積極的に取り組みます。

そしてマツダにつながる人々に大きな喜びを提供します。
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企業ビジョン



品質、安全、環境に配慮した、最高のクルマとサービスを提供すること。
そんな事業を通してステークホルダーの皆さまから喜ばれ、
信頼されることをめざしています。

マツダ株式会社
代表取締役会長兼社長

井巻 久一

グローバルに「Zoom-Zoom」なクルマづくりを進め、
ステークホルダーから信頼されること
─それがマツダの基本戦略です 。
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トップコミットメント

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、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になる。マツダ

は2004年11月に、10年先を見据えた長期ビジョンをこのよ

うに描き、企業の社会的責任（CSR）を果たすことを明確に

しました。

同時に、これを実現するための中期計画｢マツダモメンタ

ム」を策定し、2006年度までに「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」を達成するという経営目標を掲げました。

そして2005年度、連結出荷台数115万台、連結営業利

益1,234億円、純有利子負債自己資本比率62％となり、利

益と自己資本比率については1年前倒しで達成しました。

2006年度には、出荷台数については当初目標を変更しま

したが、それぞれ121万台、1,350億円、60％以下となる見

込みです。

マツダは、1996年にフォード社との資本提携を強化して以

降、グローバルな事業展開を加速し、2006年3月末時点で、

海外売上高は総売上高の約69％を占めています。こうした事

業展開のグローバル化が業績伸張の基盤となっています。

また商品面では、マツダの独自性を際だたせる新ブランド

戦略を推進し、2002年に、走る楽しさ、動くことへの感動を

「Zoom-Zoom」というブランドメッセージに集約しました。マ

ツダの技術力とフォードグループのシナジーを生かして

2002年に開発した「アテンザ」以降の新型車を「新世代

商品」と位置づけ、2006年2月に発売した新型「MPV」に

よって、乗用車すべてを新世代商品へと移行しました。この

「新世代商品」は、誰が見ても「MAZDA」だとわかるデザ

イン、他社にはない優れたパフォーマンス、高い品質などを

特長としており、2005年8月に発売した新型「ロードス

ター」は日本、オーストラリア、ニュージーランドでカー・オブ・

ザ・イヤーに選ばれました。



クルマの環境性能向上を重視し、低排出ガス車や
水素ロータリーエンジン車の開発に注力しています。
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中期経営計画「マツダモメンタム」の重点施策は、「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」の4つです。これらを推

進する中で、ステークホルダーからの期待に応えていくこと

をめざします。

「研究開発の強化」については、クルマの安全性能と環境

性能の向上、とりわけ使用時の環境負荷の低減と使用後の

リサイクルを重視しています。気候変動が激しさを増し、地球

環境が危機に瀕しているとされる状況にあって、私ども自動車

メーカーが「良き企業市民」であるためにはクルマの環境性能

を向上させることが何よりも大切であると考えるからです。

使用時の環境負荷を低減するには、CO２や有害物質の

排出を減らしたクリーンなエンジンを開発する必要がありま

す。そしてマツダは現在、この分野で業界トップレベルの技

術を蓄積しています。

それは2006年の第1四半期（4‒6月）に、低排出ガス「４つ

星車」がマツダの乗用車の生産の94％（OEM車を除く）を占

め、業界水準を上回っていることにも表れています。

また、石油資源を使用せず、環境負荷物質も排出しない

次世代の低公害車として、2006年2月、世界で初めてとな

る水素ロータリーエンジン車「RX-8 ハイドロジェン RE」の

リース販売を開始しました。これは、ロータリーエンジンの燃

料として水素を使うもので、CO２や有害物質の排出量がゼ

ロに近く、そのうえ内燃機関ならではのトルクや加速感を持

つ走りを楽しめます。水素と酸素の反応によって発電して

モーターを駆動するタイプの燃料電池自動車とは、走る楽し

さという点で一線を画しています。マツダがつくる次世代の

低公害車─それは環境負荷が低いだけでなく、動くことへ

の感動にあふれた「Zoom-Zoom」なクルマです。

使用済み自動車のリサイクル面では、2003年、塗膜を

除去する独自技術を穀類総合加工機メーカーの株式会社

サタケと共同で開発し、これまで廃棄処分されていた樹脂

製バンパーを特約販売店から回収して再び新車用バン

パーの材料としてリサイクルできるようにしました。

事業活動にともなう環境負荷の低減に関しては、2005年

4月に｢マツダ地球環境憲章｣を改定し、活動範囲をグループ

全体へと拡大しました。その実行のために、それまでの「マツ

ダ地球環境会議」を｢マツダ環境委員会｣として改組し、販売

会社や部品販売会社などへの環境マネジメントシステムの

導入を推進しています。こうした体制のもと、2005年度は、生

産プロセスにおける廃棄物のリサイクル率を99.7%まで進

め、最終処分が必要な埋め立てごみの削減を図りました。

そして今後は、新たに策定した環境中期計画「マツダグ

リーンプラン2010」に沿って取り組みをさらに強化していく

考えです。



マツダ株式会社
代表取締役会長兼社長

“One Mazda”として、グループの全員で
さまざまな社会的責任を果たしていきます。
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トップコミットメント

｢マツダモメンタム｣に掲げた｢主要市場の取り組み強化｣

とは、世界各地の市場ニーズを捉えたクルマをつくり、各地の

お客さまに「Zoom-Zoom」を実感していただくということです。

2005年度は、世界的な成長市場であるミニバンセグメン

トに投入した新型「MPV」を始めとして、3車種の新型車を

発売しました。「アテンザ」「アクセラ」も、国内にとどまらず

欧米やアジアなど各国のお客さまから引き続き好評を博し

ています。タイでは新型ピックアップトラックの「BT-50」を

2006年3月に発売し、米国市場には2006年5月に新型ク

ロスオーバーSUVの「CX-7」を発売しました。今後も、この

ようなクルマづくりを進めながら、海外市場でも専売店の比

率を高め、販売網を強化することによって、各国のお客さま

と対話を深めていきます。

また「グローバル効率性向上とシナジー」の追求によっ

て、研究開発、調達、生産、物流などの合理化が進み、それ

らが業績の伸張に貢献していますが、これからも取引先との

Win-Winな関係づくりに注力しながら、品質とコスト競争力

をいっそう高めていくことをめざします。また、「グリーン調達」

を推進するとともに、法令遵守や人権侵害撤廃などに関す

る取引先への要請を強化し、取引先における取り組みを推

進していくことが大切であると考えています。

さらに「人材育成」についても、大きな成果が出ていま

す。例えば2000年度から実施している全社員参加の教育

プログラム「マツダ・ビジネス・リーダー開発（MBLD）」によっ

て、トップから担当社員までの各層にビジネスリーダーが育っ

てきています。2006年３月現在、マツダは、世界140カ国以

上の国と地域に36,626人の従業員を擁する企業グルー

プを形成していますが、今後も、従業員の多様性を尊重す

るために、引き続き人権の尊重や人材育成、人事制度や職

場環境の改善などに積極的に取り組んでいきます。

私は、国境、会社、部門、担当職務などの垣根を越え、全

員が心をひとつにして目標に向かっていく“One Mazda”の姿

勢を日ごろから重視しています。クルマの環境性能の向上、

事業活動にともなう環境負荷の低減、お客さまへの説明責

任の全う、取引先との協力関係の強化、多様性を尊重した

企業組織づくり─これらの社会的責任を果たしていくにあ

たっても、グループの全員で取り組みたいと考えています。

マツダにとって「企業としての社会的責任」とは、品質、安

全、環境に配慮し、お客さまが満足する最高のクルマとサー

ビスを世界中の市場に提供すること。こうした事業を通して

ステークホルダーの皆さまから喜ばれ、信頼されることです。

このような取り組みの一端をご理解いただくため、本報告

書の14～31ページに「地球社会とマツダ」「地球環境とマ

ツダ」という特集を設け、多様性に配慮した海外拠点運営

やクルマのセーフティ機能の開発、環境負荷の少ない製造

技術などについて紹介しています。

しかしながら、こうした私たちのビジョンは未だ完全には実

現しておらず、これからも引き続き理想とする企業像に近づ

いていきたいと考えています。本報告書を多くの方々にお読

みいただき、忌憚のないご意見をいただけますよう、お願い

申し上げます。



2006年４月には、ＣＳＲ委員会の下部組織として、新たに「ＣＳＲ

推進部会」を設立し、ＣＳＲ活動の網羅性と具体性のさらなる向上に

取り組んでいます。

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。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。

ＣＳＲ委員会とその役割
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CSR委員会
● 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

事務局：総務部

グループ企業

CSR推進部会

社内各部門

■ ＣＳＲ委員会とその役割

■ ステークホルダーとのかかわり

地域社会

お取引先

NGO・NPO
● 環境への配慮
● 社会貢献

● 協働

● 良きパートナーシップ
● 共同での環境配慮

マツダグループ

株主・投資家

行政機関

● 適正な利益還元
● コーポレートガバナンス
● タイムリーな情報開示

● 納税
● 法令遵守
● 政策への協力

お客さま
● お客さま満足
● 安全 
● 安心な商品
● 適切な情報提供

従業員
● 働きがい
● 快適な職場

ＣＳＲへの取り組み
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。



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、執行と経営を分離することによっ

て、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。

2006年3月末現在の体制は、取締役９名と取締役兼務者を含む執

行役員36名です。

透明性が高く、効率的な経営のために

マツダは、社外有識者や当社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・見識を有す

る各委員からグローバルな視点で幅広い意見を得て、それをマツダの

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。なお、マツダと社外監査役の間には取引関

係その他の利害関係はありません。

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。なお、継続関与年数については全員７年

以内です。監査役ないし監査役会、監査本部と監査法人の間では

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
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経営会議その他
社内諮問機関

株主総会

会計監査人

執行役員

本部長他

取締役会
取締役

代表取締役社長

諮問

諮問
監督

監査

会計監査

監査

選任選任選任

経営諮問委員会

監査役会
監査役

5名中3名が
社外監査役

■ 業務執行、監視の仕組み図

コーポレートガバナンス
マツダは、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと考え、さまざまな施策を積極的に実施しています。



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、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。 

コンプライアンスの徹底

■ マツダのコンプライアンス体制 

「マツダ企業倫理行動規範」の概要

代表取締役社長 

連携
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）

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）

関係会社

「誠実」な行動の5原則 行動指針

１．法律や社内規則、国際社会の常識・健全な慣行に従う。

２．公平・公正である。

３．企業の社会的責任を果たす。  

４．自分の職責を忠実に果たす。

５．正直である。

法令違反の申告

● 法令違反の事実を知ったときは、速やかに、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。 
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全従業員にコンプライアンス・カードを配布

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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。 

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。 

公私をわきまえ、会社の資産を着服したり乱用しない。 

機密を守る。当社または他者の知的財産を侵さない。 

人への安全・環境に配慮した商品作りを追求する。 

常に健全な利益を追及すべく行動する。 

人権と人間の尊厳を尊重する。 

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。 

相談・告発 相談・告発研修・周知徹底
助言勧告

研修・周知徹底
助言勧告

企業倫理とコンプライアンス
法令を遵守し、倫理にかなった事業活動を行うことは、ステークホルダーから信頼を得るための基本です。
マツダはコンプライアンスの重要性を認識し、グループをあげて公正かつ誠実な事業を展開しています。



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、全社員に配布 

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布

●全間接社員を対象に、必修コースのe-ラーニングによる「企業倫
理・コンプライアンス基本コース」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

2006年
●国内・海外の関係会社に対して、コンプライアンス教育を実施
●コンプライアンス意識の浸透と共有化を目的として、間接部門・現業
部門の各職場ごとに、コンプライアンスをテーマとした討議を実施

私は主に新入社員と中途採用者に対す

る企業倫理／コンプライアンス教育の講師

を担当しています。研修では、企業倫理・コン

プライアンスについて初めて聞く方にも大切

なポイントを理解していただけるように、できる

だけ具体的な事例を交えて話をすることを心

掛けています。

これからも、受講者の皆さんからの感想や

ご意見をもとに、企業倫理／コンプライアン

ス教育の内容の充実に努めていきたいと考

えています。

業務管理本部法務部

脇中 賢治

マツダでは、倫理委員会が企業倫理行動規範やガイドラインを制

定するほか、社員への教育研修やさまざまな啓発活動を実施するな

ど、コンプライアンスの確保のためにさまざまな活動を行っています。

「倫理委員会」活動の概要

マツダ企業倫理行動規範を基本に

事業を行うにあたり、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、購買取引先へ対して、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、法令遵守を

要請しています。

労働関連法規の遵守を取引先に通達

マツダでは、法令違反は倫理相談室、セクハラ、人権侵害は人権

啓発推進室で社員からの申告、相談に応じています。申告、相談に

あたっては、匿名でも受付・対応するなど、申告者や調査に協力した

人が不利益や報復を受けないようにしています。

法令違反の事実を知ったときの申告制度

「倫理委員会」の活動概要

Social & Environmental Report 2006 10

社員へのコンプライアンス教育・研修＋

クローズアップ

マツダでは、新入社員や中途採用者、新任管理職、新任幹部社

員を対象に、企業倫理／コンプライアンスをテーマとした定例教育を

実施しています。

2005年度は、全社で1,687名が受講しました。

コンプライアンス研修

一言コメント

研修では具体的な事例を交えて説明

ひとことメッセージ



マツダでは、人権委員会の設置に先立って、1999年4月26日に

セクハラ追放ガイドラインを制定しています。2000年以降は、人権

委員会の管轄のもと、さまざまなセクハラ防止のための取り組みを推

進しています。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

の制定や改廃、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｣を設置。あわせて｢人権侵害

撤廃規則｣を制定し、人権尊重の精神の徹底・強化を図っています。

人権擁護活動
セクハラ追放ガイドラインの制定

人権委員会の設置と人権侵害撤廃規則の制定

企業活動において、一人ひとりの尊厳と人格を尊重していくことは

非常に重要であり、マツダは決して人権侵害を容認してはならないと

考えています。

このような考えのもと、2000年11月1日当時の代表取締役社長

マーク・フィールズは、「マツダは人権を尊重し、公正な処遇を行う日

本のリーダーカンパニーを目指す」という人権宣言を社内外に発表し

ました。マツダの人権に対する基本理念は、この人権宣言に集約さ

れています。

また、この基本理念はマツダだけではなく、マツダグループ全体の

基本的考え方でもあります。私たちは、One Mazdaとして国内外マツ

ダグループ全体で、高いレベルの人権擁護活動の実現をめざす、グ

ローバル人権活動を推進しています。

基本理念

●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。

人権侵害撤廃規則の概要

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

オブザーバー
監査役

●セクハラは決して容認しないこと。
●ガイドライン違反に関しては就業規則に基づき懲罰が適用される。

「セクハラ追放ガイドライン」の概要
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さまざまな人権啓発活動

人権擁護活動の社内リーダーとして、人事本部人事部内に人権啓

発推進室を設置。さまざまな啓発・研修活動などを展開しています。

社員の人権意識向上の一環として、人権相談窓口の周知徹底を

図る「人権カード」を全従業員に配布しました。その他にも、人権パネ

ル展の開催、人権標語の募集、人権ポスターの掲示、人権ミーテ

イングの実施などに取り組んでいます。

人権研修

新入社員研修をはじめとして、社員の昇級・昇進時に合わせて、各

種研修を実施しています。

また、イベント研修として人権講演会や人権コンサートなども開催

しています。2005年度の人権コンサートは、渡辺千賀子さんを招い

て開催。約230名の従業員が参加しました。コンサートの最後には参

加者全員で、手話を使いながら「上を向いて歩こう」を歌いました。

■ 人権委員会の組織図

人権委員会 委員長（議長）：代表取締役社長

事務局：人事部 副委員長：人事担当役員

人権侵害の撤廃
すべての企業活動において一人ひとりの尊厳と人権を尊重する日本のリーディングカンパニーをめざして
マツダおよびマツダグループは人権擁護に関するさまざまな規則・制度の整備や啓発・研修活動を推進しています。



140以上の国と地域で事業を展開するマツダグループでは、グ

ローバルな人権活動を重視し、国内外のグループ全体でレベルアッ

プをめざしています。そのため、マツダが中心となって、国内外のグ

ループ会社との情報ネットワークを構築し、その活動状況を的確に把

握し、グループ全体の問題として対応できる体制の確立をめざしてい

ます。

今後も、「人権尊重をリードするグローバルグループの実現」に向

けて、グループ会社への指導、支援を行いながら、グループ全体のボ

トムアップを図っていきます。

人権啓発推進室に、社内外で発生する人権問題の被害者の早

期救済や対応、解決のための｢人権相談デスク｣と｢女性相談デス

ク｣を設置しています。

いずれも、専任相談員を置き、専用電話、eメールにより、従業員か

らの人権に対する相談に迅速、かつ適切に対応できる体制を整えて

います。また、各部門長を人権擁護推進員に任命し、各部門が連携

しながら人権問題の早期解決と相談者の救済に向けた体制整備に

努めています。

各デスクでの対応は人権委員会へ報告され、さらに実効性のある

全社方針の策定や、啓発活動の実施に役立てています。

人権相談デスク／女性相談デスク

グローバルな人権活動

リスクの特定と対策の実施

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。

リスクマネジメント活動
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人権標語ラッピングバス

2005年度から、社員の人権意識の日常化を図る活動の一環とし

て、構内を走る業務バスに人権標語／ポスターをラッピングし、運行

を始めました。

中国人スタッフへの
人権研修

グローバル人権
テレビ会議

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年度からリスクマネジメント

活動の全社展開をスタート。全部門でこの規程に基づいたリスク評

価と対策を実施しました。

2005年度は、全社全部門合計で40件のリスクについて「対策

が必要」と特定し、22件の対策を実施しました。また、残りの18件に

ついては、継続的な対策を行っています。 

人権侵害の撤廃／リスクマネジメント

リスクマネジメント
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。



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。

2005年度は、災害発生時の備え

として広島地区、防府地区に救出用

機材を配備し、非常食の備蓄を行い

ました。

緊急事態への対応

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。

2005年度は、4月に施行された個人情報保護法や情報管理に

関するルールを周知徹底するため、イントラネットにそれぞれ専用サイ

トを設け、継続的な情報発信を開始しました。

ｅリスクへの取り組み

■ 危機管理体制

代表取締役社長 

● 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担当役員 

部門長

部門RM推進担当

全社員

eリスク管理
推進協議会

RM委員会
事務局：リスク管理室  

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。

リスクマネジメントの理念
　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。

リスクマネジメントの目的
　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。 

行動指針
　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。

取組方法
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。

適用範囲
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。 

マツダ  リスクマネジメント基本ポリシー（概要）

緊急時平常時

代表取締役社長 

RM担当役員 

緊急対策本部

各部門
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災害発生時救出用機材

既存委員会 

子会社・関係会社 

リスクマネジメント



地球社会とマツダ

15

17

19

21

人権にも環境にも配慮した調達活動、それは
サプライヤーとの「Ｗｉｎ‐Ｗｉｎな関係」の構築が基盤。

先進の安全技術で衝突事故を減らし、
一人でも多くの人の命を救うために。

現地の人々による、現地のためのクルマづくりへ─
急拡大する中国市場で取り組んでいます。

女性にやさしい組立ラインづくりをテーマに
QCサークルで改善活動を推進しています。
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地球社会とマツダ

人権にも環境にも配慮した調達活動、それは
サプライヤーとの「Ｗｉｎ‐Ｗｉｎな関係」の構築が基盤。

　　　　　　　　　　　　　　

1台のクルマを完成させるには、数千種

類・数万点の部品が必要です。マツダは現

在、16の国と地域でクルマを生産しており、

それに必要なさまざまな部品・部材を世界22

カ国から調達しています。

調達地域は北米や欧州、アジア、アフリ

カ、大洋州など多岐にわたり、サプライヤー

（購買取引先）数は現在約120社。たとえば

米国からはスピーカーやオイルクーラー、韓

国からはベアリング、チェコからはクラッチ・カ

バーを調達しています。

調達先のグローバル化・多様化にともなっ

て、世界中の部品・部材メーカーの製品・

サービスの中から、最適な品質・価格のもの

を選定すること、つまり「世界最適調達」がま

すます重要になってきています。

こうした状況にあってマツダは、世界最適

調達の実現に向け、フォードグループとの共

同プログラム（ジョイントプログラム）では共

同調達を進めています。フォードグループの

次世代Bカークラスに関わる調達プログラム

もその一例です。

調達先の選定に際し、私たち自身がサプ

ライヤーへの責任を果たすために、国や企業

規模にかかわらず「公平・公正」な参入機会

を確保することと、選考過程の透明性を確

保することを重視しています。そこで、各メー

カーの技術力、品質保証能力、コスト競争力

などを、数値データとして定量化し、客観的に

各社を比較検討することでオープンでフェア

な調達を実行しています。

このようにして調達する部品・部材の品質

とコストを最適化することに加え、各メーカー

に「サプライヤーとしての社会的責任を果た

していただくこと」も重視。見積りを依頼する

段階で「ソーシャル・レスポンシビリティ・ガイ

ド」への同意を求めています。

このガイドラインは、特に各メーカーで勤務

している従業員の処遇に焦点をあて、「16

歳未満の就労禁止」を始めとして「適正な

労働環境が確保されているか」「人権などが

尊重されているか」について、すなわち尊厳

をもって社員を処遇することについて、各社

の経営トップに誓約を求めるものです。

同様に、環境保全についても「グリーン調

達ガイドライン」を各メーカーに提示、環境

界最適調達」の実現に向かって。世

プライヤーへの責任を果たすとともに、
サプライヤーにも責任を果たしていただく。サ

「
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海外からの主な調達品

地域と企業の関係を考える上で、
マツダはベンチマーク企業

ニルス ゴールナー

私がヨーロッパフォードから出向してきて、マツダ

本社で仕事をするようになって6年になります。マ

ツダという企業を内部から見る立場になって改め

て感心したのは、創業以来の歴史的背景もあっ

て、地元のサプライヤーと非常に緊密な信頼関係

を維持していることです。しかし今後、マツダがさら

に世界的競争力を強化していくためには、ジョイン

トプログラムで集めたデータを活用し、地元のサプ

ライヤーがさらに競争力を高めるような方向で、調

達活動を展開していくことも必要ではないかと感じ

ています。

地元との結びつきの強さは、社会貢献活動に

ついてもいえることです。フォードもさまざまな社会

貢献活動を実践していますが、「地域に根ざす」と

いう面については、マツダはフォードにとってベンチ

マーク企業と言えるのではないでしょうか。

マネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ

14001」の認証取得、環境関連法の遵守

などを求めています。

こうして選定したサプライヤーとマツダは、

自動車をお客さまに届けるまでのサプライ

チェーン全体で社員の人権を尊重し、環境

保全に努め、社会への責任を果たす大きな

となることをめざします。

また、このジョイントプログラムを推進してい

くにあたって、マツダは自社の調達先拡大とと

もに、従来からのサプライヤーのビジネス・

チャンス拡大をめざしました。そして実際、欧

州や中国の新しいサプライヤーとの取引を

開始し、従来からマツダのサプライヤーで

あった日本の会社にフォードとの新規取引を

開始していただくこともできました。

私たち自身がサプライヤーへの責任を果

たすこと、そしてサプライヤーにも社会的責

任を果たしていただくこと。それは単なる「コ

スト」なのではありません。互いにWin-Winな

関係を構築し、ともに成長していくための「投

資」でもあるのです。

日本、ドイツ、中国など、さまざまな国籍をも

つスタッフが参加するジョイントプログラム。

現在、スタッフ間のコミュニケーションでは、英

語が共通語となり、活発に意見が交わされて

います。しかしプログラム開始当初は、コミュ

ニケーションがスムーズに進まないこともあり

ました。それぞれの母国語が違うだけでなく、

各自が所属するブランドの考え方・戦略も違

えば、それらの背景をなす文化も違う、つまり

「カルチャー・ギャップ」が大きかったからです。

このギャップを埋めていくために、一人ひと

りが互いの背景を知る「チームビルディング」

という研修イベントに合同で参画。また、日常

業務におけるデイリー・ミーティングを徹底的

に実践するなど、意志決定のルールやプロ

セスを明確化していく中で、実りのある議論

を交わし、迅速に意思決定ができるチームに

なっていったのです。

自分とは違う意見、考え方の多様性を尊

重しながら、最適な を求めていく─マツ

ダは世界最適調達を行う中で、世界の企

業、世界の人 と々理解しあい、一緒にサステ

ナブルな社会を創造していきます。

フォード　

購買プログラムマネージャー　

Ｂ２ｅプログラム

公平・公正の確保が、
グローバル･ビジネスの出発点

田中 孝純

ジョイントプログラムを通じて欧州や中国のサプ

ライヤーを増やすことができたことは、　大きな成果

のひとつだと考えています。　また、　日本国内の当社

サプライヤーが、　ジョイン　トプログラムをきっかけ

にフォー　ドとの取引を開始し、　ビジネスを世界に広

げるチャンスを提供できたことも、このプログラムの

もう一つの成果だと言えます。

私がフォードのニルスさんたちと仕事する中で

学んだ一番大きなことは、徹底的に「公平・公正」

を追求する態度。また、誰もが納得できるように説

明するには、客観的な事実やデータが必要だとい

うこと。さらに、多様な国籍のメンバーから構成され

るチームで迅速に意思決定していくには、まずルー

ルやプロセスを確立すべきだということ。

このプログラムで、私はグローバル・ビジネスに

必要な視点を獲得したように思います。

クロスカーライン

戦略グループ　

購買主査

様性を尊重することが
サステナブルな社会の創造につながる。多

韓国
ベアリング 他

中国
スピーカー 他

アメリカ
スピーカー、

オイルクーラー 他

ドイツ
ダンパー 他

フランス
ハイテンションコード 他

オーストラリア
コイルスプリング 他
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台湾
ホイール

タイ
ピストンリング 他

イギリス
オイルフィルター

チェコ
クラッチカバー



地球社会とマツダ

先進の安全技術で衝突事故を減らし、
一人でも多くの人の命を救うために。

故を回避し、事故の際に搭乗者を守る
プリクラッシュ・セーフティ・システム。 

本当に必要な時にだけ、
警告し、作動する。

事

走行車に接近→警告音→警告灯

STEP 1

STEP 2

STEP 3

さらに接近→軽いブレーキ→追突回避が困難
→強いブレーキ

シートベルトの緩みを取る

システムの作動イメージ
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※ データは、平成17年警察庁調べ

ＡＢＳ（アンチロック・ブレーキ・システム）や

エアバッグをはじめとする自動車の安全技術

の向上などによって、ここ数年間、交通事故

による死亡者数は減少傾向にあるものの、

事故発生件数※は依然として90万件を超え

る高い数値で推移しています。そのうちの約

3割を占めるのが追突事故や出会い頭の衝

突事故。なかでも追突事故は、ここ10年間

で約1.5倍に増加しており、これへの対策は

どの自動車メーカーにとっても大きな課題と

なっています。

自動車の安全技術は、事故発生を回避

する「アクティブ・セーフティ技術」と、事故発

生後の被害を軽減する「パッシブ・セーフティ

技術」に大別できます。ブレーキ操作時にタ

イヤがロックされて滑るのを防ぐABSなどが

前者の代表例で、エアバッグやシートベルト、

衝撃吸収構造ボディなどが後者の代表例で

す。そして近年では、アクティブ・セーフティ技

術を進化させつつ、パッシブ・セーフティ技術

も兼ね備えた「プリクラッシュ・セーフティ技

術」が注目されるようになっています。これは、

事故の可能性を事前に判断し、さらに事故

が発生した際に搭乗者の被害を軽減する、

という２つの安全技術を融合させたものです。

マツダは独自の「マツダ・プリクラッシュ・セー

フティ・システム」を開発。2006年2月に発売

した新型ＭＰＶのオプション機能としました。 

「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システ

ム」は、自動車のフロント部分に取り付けた

レーダーセンサーで先行車や対向車、障害

物などを検知し、衝突する危険があると判断

すればブザーやランプなどで警告。それでも

運転者が回避動作をとらない場合には、衝

突の直前にブレーキを自動的に作動させて

速度を落とします。そして、シートベルトを巻き

取り、搭乗者をしっかりと拘束して衝突被害

を軽減します。

このシステムで難しいのは、どのような状

況を「危険」として判断し警告するか、です。

道路事情は実にさまざまであり、また運転操

作そのものにも運転者による癖があります。

広 と々した道路ではなかなかブレーキを踏ま

ず、狭い路地では早め早めに減速します。車

間距離を長めにとる人もいれば、短い人もい

ます。ある道路で安全と思える状況が別の

道路では危険と思え、ある人にとって危険と

思える状況が別の人にとっては危険ではな

いと思えるのです。危険ではない状況である

にもかかわらず「危険」を警告し続けるようで

は、運転者が警告を信じなくなり、本当に危

険な状況への警告も無視するようになってし

まいかねません。

そこでマツダでは、市場の色々なシーンを

想定して、システムを適切に作動させるため

に、200以上の検証項目を設定。市街地や

郊外道路をはじめ、全国の高速道路、山岳

路、北海道の極寒地、北陸の豪雪地帯など、

さまざまな状況下の、それも事故の起きそうな

条件を選んで実地検証を繰り返しました。

また、模擬クラッシュテストも幾度となく実施

し、適切なシステム作動を実現しました。さら

に、警告を発するタイミングを2段階に設定

し、運転者の感覚や道路事情に合わせて、

いずれかを選べるようにしています。こうして、

本当に必要な時に警告を発し、事故の回避

を促して搭乗者の命を守り、衝突が避けられ

ない場合には適切に被害軽減システムを作

動させるという信頼性の高いシステムに仕上

げました。

プリクラッシュシートベルト
制御ユニット

プリクラッシュ&レーダークルーズ
制御ユニット

ブレーキアクチュエーター モータープリテンショナー

システム構成図

ミリ波レーダー



新聞・雑誌などの記者向けに開催した体験走行会

普及に必要な低価格化、
そして広報活動。

実は今回の「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・
システム」は、私と福島さんがシートベルトを巻き上げる
「モータープリテンショナー」という部品の開発を始
めたことに端を発します。こうして2人でまいた種が、
2003年から全社的プロジェクトに育ち、豊かな実を
結んだのです。個人の意欲を大切にし、応援し、組織
として一丸となって数々の「日本初、世界初」の技術
をつくってきたマツダならではの開発案件となりました。
1人でも多くのお客さまが事故に遭われないよう

に、万が一事故に遭われたら、その被害が少しでも
軽くなるように。大勢の技術者がそんな願いを込め
て開発したシステムですから、1台でも多くのクルマ
に搭載してもらいたいと思います。そのためにも、採用
車種の拡大に努力していきます。

車両システム開発部

西鍜治 聡

私が自動車の安全性能に興味を持つように
なったのは、大好きだったＦ１レーサー、ジル・ヴィル
ヌーヴの事故死にショックを受けて。不幸にも事故
が起きてしまった時に搭乗者の命を救えるような自
動車を開発したいと当社に入社し、以来、一貫して
パッシブ・セーフティ技術に携わってきました。
今回の開発では、ブレーキ系の技術者や電気系

の技術者、制御システム系の開発者など、今まで一
緒に仕事をしたことがないような人たちに声をかけ、
みんなを巻き込んでプロジェクトチームをつくりました。
安全装備に誤作動や作動不良があっては意味

がありません。だから、チームの全員が徹底した作
動の信頼性確保にも取り組み、安全性をさらに高
めました。

衝突性能開発部

福島 正信
２人でまいた種が、
多くの技術者の参加を得て大きく育ち、
豊かな実を結びました

徹底した市場適合評価で
熟成したシステム。
チーム全員で取り組みました
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しかし、いかに工夫を凝らした「マツダ・プ

リクラッシュ・セーフティ・システム」でも、お

客さまのクルマに搭載していただけなけれ

ば役に立ちません。そこでマツダは、新聞・

雑誌などの記者の皆さまにお集まりいただ

いて、このシステムを含む先進装備を搭載

したクルマの体験走行会を開催。障害物へ

の接近や模擬クラッシュ体験をしていただ

きました。その結果、「確かにこのタイミング

で警告が発せられれば役に立つ」「警告を

受けてからハンドルを切って衝突をかわせ

た」といった良好な評価をいただきました。 

また、新型ＭＰＶの「マツダ・プリクラッ

シュ・セーフティ・システム」は、レーダーセン

サーをバンパー裏に取り付け、専用部品な

どを排したことで外観デザインを大幅に変

更することなく価格も低減し、普及しやすく

しています。

自動車事故を減らし、１人でも多くの人の

命を救うために―マツダは「マツダ・プリク

ラッシュ・セーフティ・システム」を普及させる

とともに、安全技術をさらに高めていきます。



地球社会とマツダ

格化する中国事業の
統括管理会社を開設。本

現地の人々による、現地のためのクルマづくりへ─
急拡大する中国市場で取り組んでいます。

日本人社員

中国人社員

合計

MCO
全体

うち、中国技術
支援センター

47

53

100

（2006年6月末現在）

27

32

59

現地人従業員の雇用状況

国人社員の育成と
登用に力を入れて。中

2005年の中国国内の自動車販売台数は

前年比13.4％増の592万台となり、日本の

同年販売台数の585万台を超え、米国に次

ぐ世界第2の自動車市場となりました。そのう

ち、自家用車の販売台数は397万台に達し、

普及が急速に進んでいます。

マツダは2001年から中国 での事業展開を

本格化し、生産・販売台数ともに大きく伸長さ

せてきました。2005年1月には長安フォード社

が南京に建設する車両工場への参画を表明

するとともに、同年5月にはフォード社、長安汽

車社と合弁で設立するエンジン製造会社の

政府承認取得を発表。両工場は現在、2007

年の稼動に向けて工場建設が順調に進んで

います。また、同年3月には第一汽車集団との

合弁による販売会社「一汽マツダ汽車販売」

を設立し、販売体制強化に取り組んでいます。

その結果、2005年は激化する市場競争の中

にあって販売台数は、前年比51.2％増の

133,778台を達成。中国ビジネスの中期目

標として掲げる「2010年に30万台の生産・

販売体制の構築」に向けて着実に前進して

います。

これら生産・販売の各領域で進展する中国

ビジネスを統括する役割を担うのが、2005年

6月に開設したマツダ（上海）企業管理諮詢

有限公司（以下、MCO）です。同年8月には

上海市内に中国技術支援センターも開設し、

MCO本社が企画・財務・労務人事・広報・IT・

物流を、中国技術支援センターが研究開発・

購買・品質管理・カスタマーサービスをそれぞ

れ担当。ヘッドクォーターとして中国各地の拠

点をコントロールしています。

中国ビジネスを本格化したマツダが、これか

ら先、中国に根付いて事業を継続していくに
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マツダ（上海）企業管理諮詢有限公司



中国人社員による
マツダブランドの構築を

谷岡 彰

私はMCOの中で中国技術支援センターを担当
しています。ここでの課題は、やはり中国人社員の
育成です。現在、約30名いる中国人社員を組織
力強化のため2007年中に倍増し、教育プログラ
ムをさらに充実させて、中国のニーズを反映させた
商品開発につなげたいと考えています。自動車
メーカー間の競争が激化している今こそ、マツダは
じっくりとブランド構築に注力し、競合他社との差
別化を図っていかなくてはなりません。
中国技術支援センターの中国人社員の大半

は、私の子どもたちと同世代の若者です。本当に
可愛くて仕方ないというのが正直な思いです。
MCOの次代を担う彼らを育成することに、大いに
やりがいを感じています。

マツダ（上海）企業管理
諮詢有限公司 副総経理
中国技術支援センター長

学習機会を増やして、
ナレッジマネジメント促進に期待

張 海光

私はカスタマーサービス部門で販売統括会社
の業務支援やサービストレーニングの支援などに
携わっています。現在の職場はとても働きやすく、
私自身の処遇の面でも満足しています。将来さら
に大きな権限を与えてもらえるように一生懸命努
力しています。
今後、中・日社員の信頼関係をさらに強固にす

れば、業務効率もアップし、中国人社員の貢献度
はどんどん向上すると思います。中国人社員はこ
の国の事情をよく知っているため、協力会社との
協議や交渉も優位に運べるからです。社員の学
習意欲を高揚し、ナレッジマネジメントが促進され
るような職場環境を一緒に作っていければと思っ
ています。

マツダ（上海）企業管理
諮詢有限公司
カスタマーサービス部

※1 MPI活動：Management Process Innovation
※2 EPIプログラム：Engineering Process Innovation
※3 BPIプログラム：Backyard Process Innovation

員の声に応えて
制度や環境を整備。社

は「現地化」が急務です。そのためにも、社員

の能力向上が必須であり、事業者責任のひと

つとしてMCOでは「人材育成」を最重要課題

に位置づけています。例えば、MCOの中国技

術支援センターでは、現地人社員を計画的に

育成するプログラムを導入しており、一人ひと

りの毎年の成長目標を設定し、個人のレベル

に合わせて教育カリキュラムを作成。全部門

で日本人スタッフがマンツーマンで指導する体

制を整えています。

また、選抜した中国人スタッフを日本のマツ

ダ本社へ研修のために派遣する機会も設けて

おり、これまでに購買や広報部門から７名が約

1週間から1ヵ月半にわたって日本を訪れ研修

を受けました。また2006年8月には、自動車の

構成部品やその機能、試験方法などの専門

知識を習得する研修講座も開設しています。

教育し、育成した人材を能力にふさわしい

ポストに登用することもまた、事業者としての

責任です。そこで中国技術支援センターでは、

現在2名いる中国人アシスタントマネージャー

を、2007年中に5名程度にまで増やすなど、

マネジメントを担える意欲ある人材を積極的に

登用していきます。MCOでは、中国ならではの

ニーズを商品開発に生かしたり、協力会社や

サプライヤーを支援したりする活動を通じて、

中国自動車産業の振興に寄与することを

めざしています。

文化や慣習の異なる中国の人々に合わ

せ、企業風土や職場環境をつくりあげていくこ

とは、中国に進出する企業としての責務でも

あります。現在、日本のマツダ本社では、中長

期を睨んで強固な経営基盤を構築する「MPI

活動※1」に取り組んでいますが、MCOもこれ

と軌を一にして、中国で事業を継続していく

基盤づくりとして購買・技術部門で「EPIプロ

グラム※2」を、管理部門で「BPIプログラム※3」を

推進しています。このプログラムのひとつ

に「風土改善」があります。これは日本人、中

国人を問わず、両国の社員が一体となってマツ

ダの中国事業を“ONE MCO”で推し進める

活動です。その一環として、従業員間の一体

感を醸成するため、朝礼やミーティングを通じ

て、日本人幹部が中国人社員の声を聞く機

会を増やしています。

労働の流動性が高い中国では、企業に対

するES（社員満足度）を経営陣が把握してお

くこともきわめて重要です。中国人社員との話

し合いの中から、「社員の悩みを聞いてくれる

窓口があれば…」という要望があがり、人事の

マネージャーが早速これに応えて継続して懇

談できる場を設けることにしました。また、社内

のポストに空きができた場合に社員の希望を

配慮して検討する“ジョブポスティング制度”

や、社内行事など福利厚生に関することを社

員が参加して企画運営する“福利厚生委員

会（仮称）”の設置なども検討しています。マツダ

はこれからも中国人社員の声に応えながら、

現地化を進め、現地での最適なオペレーション

を実践して、中国経済に貢献していきます。
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ブレーキという自動車の安全性を左右する部品
を扱っているので、品質の確保は絶対です。改善
に次ぐ改善で、信頼性の高い製品をつくり込める
ラインにしたいと意欲を燃やしています。
目標は、工場内のどの工程でも女性社員が携

われるように改善すること。体力面の問題を解消
するため、作業負担を軽減する工夫や作業をサ
ポートする治具の開発などに今後も取り組んでい
きたいと考えています。負担の大きい作業を減ら
すために、「ミンミンサークル」の活動をいっそう積
極化していきます。

第1パワートレイン製造部
車軸課

坂下 真由美

さらなる改善に意欲を燃やして
坂下さんと私の名前の共通文字である「美」か

ら命名された「ミンミンサークル」。その改善事例を
発表するために、東京から沖縄まで、全国各地を
飛び回りました。今も質疑応答は苦手でリーダーの
坂下さん任せになっていますが、大舞台に立つこと
にも慣れたような気がします。
品質とは「妥協しないこと」だと私は思います。そ

れは作業者一人ひとりの意志で決まってくるもので
す。集中力にはもちろん限界はありますが、どの1台
も注意を怠らず、大事につくっていくことを心がけて
います。

第1パワートレイン製造部
車軸課

六田 由美子

妥協せずに品質を追求することが大事

地球社会とマツダ

女性にやさしい組立ラインづくりをテーマに
QCサークルで改善活動を推進しています。

レーキホース組み付け作業を簡単に。ブ
2003年秋、マツダの第１パワートレイン車

軸組立工場では「デミオ」のラインで組立途

中の半製品が滞り、搬出に遅れを生じる

ケースがよくありました。そこで工程ごとの所

要時間を調査したところ、「MPV」や「ロード

スター」が平均22～23秒に対し、デミオは

平均31秒もかかっていることが判明。なかで

も、一番時間のかかっているのがブレーキ

ホースの組み付け工程で、これを改善するた

めに、若手女性をリーダーとする「ミンミン

サークル」のQC活動がスタートしました。

問題は、ブレーキホース先端のネジが固定

されていないために、ブレーキ本体にホースを

組み付ける際、ホース側を回転させても、ネジ

側を回転させても、締めにくいことにありまし

た。ホース側を回して締めるには、片手でネジ

側を固定しなければならず、ネジだけを回して

締めるのは指先にかなり負担がかかります。

そこで、ネジを固定するための専用の金属

治具を製作することになりました。ところが、

金属治具では噛み合いに問題があり、使い

にくいことがわかったのです。そこで次に、金

属ではなく、相手側にフィットしやすいゴム製

の治具を製作。ホースとネジを一体化するこ

とに成功しました。これにより、ブレーキ本体

に対して、ホースを両手で回して締め付けら

れるようになりました。

「フィットくん」と名づけられたこのブレーキ

ホース組み付け用治具の効果で、作業が

容易になり、従来に比べて1.9倍の生産性

向上を達成。本社工場だけでなく他の国内

工場や海外へも展開され、作業性の向上に

貢献しています。

この「ミンミンサークル」の改善事例は、

「全国QCサークル大会」で感動賞を受賞。

「QCサークル石川馨賞」も受賞しました。

大会で大勢の参加者を前にして事例発表

を手掛けた若手女性メンバーのもとには、今

も他企業や業界団体など、全国各地から発

表会への招待や講演の依頼が絶えません。

「フィットくん」誕生も、女性メンバーがリー

ダーシップを発揮し、生産技術部門や保全

部門など、他部門を巻き込んでアイデアを凝

らしたからこそ。マツダはこれからも社員の声

を反映させながら、女性にやさしい組立ライン

づくり、誰もが働きやすい職場づくりに取り

組んでいきます。

ゴム製治具の4つの効果図

従来のブレーキホースとネジの関係図

ネジが固定
されていない

ブレーキホース

ネジ 回転してしまう

ホース

断面でみると

ボールプランジャーは不要
ゴムの保持力でセットできる

外す時はゴムを滑らせ
どの向きでも取り外せる

しっかり締付けできて
本締めも1回でOK！

ゴムの弾力で
ラクに入る
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感動賞を受賞。全「



地球環境とマツダ

23

27

29

31

水素というクリーンエネルギーを得て、
ロータリーエンジンは、さらに高く飛び立ちます。

「環境」と「感動」の両立。
それがマツダの社会的使命です。

独自の塗装技術で、世界で初めて
VOCとCO2を一挙に削減しました。

産学官の連携で、自動車内装に使える高強度・高耐熱の
バイオプラスチックを自動車業界で初めて開発しました。  

座談会　水素エネルギー社会の早期到来に向けてロータリーエンジン技術に期待
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水素というクリーンエネルギーを得て、
ロータリーエンジンは、さらに高く飛び立ちます。

界で初めて
水素ロータリーエンジン車を実用化。世

コスモスポーツ

ルーチェ AP

サバンナ AP

水を電気分解して水素と酸素を発生させる

のとは逆に、水素と空気中の酸素を反応させ

て発電し、電気モーターで走る燃料電池自動

車。これは化石燃料を使用せず、排出するの

は水だけで、ＣＯ２などの温暖化ガスや有害物

質を発生させません。そこで現在、世界中の自

動車メーカーが「次世代型低公害車」と見な

して開発競争をくりひろげています。

わが国では2001年に経済産業省、国土

交通省および環境省が「低公害車開発普及

アクションプラン」を策定、この中で燃料電池

自動車の普及目標を2010年までに5万台と

しており、官公庁やエネルギー関連企業など

に導入されています。

こうした状況にあって、マツダは水素ロータ

リーエンジン車を世界で初めて実用化し、

2006年2月に｢ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ｣とし

てリース販売を開始しました。燃料電池自動

車が水素で発電するモーター駆動車である

のに対して、｢ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ｣は水素

を燃料とするロータリーエンジン車。乗って楽

しいZoom-Zoomなクルマづくりを追求する

マツダが開発した「究極のエコカー」です。内

燃機関ならではのトルク感、加速感、エキ

ゾースト音などを損なうことなく、石油資源の

消費を減らし、ＣＯ２排出量はゼロ、NOxもほ

とんど発生しない優れた環境性能を有します。

1967年、マツダは小型、軽量、ハイパワー

でスムーズな回転を特長とする、革新的な

ロータリーエンジンを開発し「コスモスポーツ」

に搭載しました。

1970年代に入り、当時世界一厳しく、そ

の達成は困難とされた米国の排出ガス規

制「マスキー法」が制定され、世界の自動車

メーカーが排出ガスの浄化技術の開発に取

地球環境とマツダ

970 年代、他社に先駆けて排出ガス規制
をクリアしたロータリーエンジン。1

Social & Environmental Report 200623



当社は約50年にわたって水素の製造・供給事
業を手掛け、工業用水素のトップメーカーとして走
り続けてきました。現在は、一日も早く水素エネル
ギー社会が到来することを願って、さまざまなかた
ちで普及・啓発活動を展開しています。その時に、
話をお聞かせするだけでなく実際に体感していた
だいたほうが理解を得やすいと考え、当社では先
に導入した燃料電池車2台に加え、マツダさんの
水素ロータリーエンジン車を導入させていただくこ
とにしました。
スタイリッシュな｢ＲＸ‐８ ハイドロジェンＲＥ｣の人
気は高く、イベントでこれに乗って写真を撮られる
方が大勢訪れるなど、水素エネルギー社会に関す
る啓発活動に大いに役立っています。当社として
も水素ステーションの増設を通して、クリーンエネ
ルギーの普及に尽力していきたいと考えています。

本格的な水素エネルギー社会に向けて
マツダさんの製品を役立てています

建元 章氏

岩谷産業株式会社
水素エネルギー部長

り組みました。その後、法の施行は延期され

ますが、公害対策システムを持つロータリー

エンジンは、規制値をクリアするに十分な性

能を発揮し、マツダは国内では1972年11月

に他社に先駆けて「ルーチェAP」を発売。同

車は、マスキー法の施行よりも早期に、世界

一厳しい排出ガス基準をクリアして、1973

年に日本初の低公害車優遇税制の認定車

となったのです。認定第2号の「サバンナ

AP」とともに、当時排出ガスが世界で最もク

リーンな車でした。

その後マツダの公害対策技術はレシプロ

エンジン車にも生かされ、同年グランドファミ

リア、ルーチェもレシプロ低公害車の認定を

受けました。

1970年代初頭の第一次オイルショック

のおり、他の自動車メーカーは「燃費性能」を

理由にロータリーエンジンの開発・製造を諦

めました。それ以降、マツダだけが、燃費の問

題を克服して、このエンジンが持つ数々の長

所を伸ばしながら量産してきました。そして

ロータリーエンジンは、水素を燃料とするのに

も好都合だったのです。

水素は、ガソリンに比べて着火性が強く、レ

シプロエンジンでは、高温の燃焼室に吸い

込んだ時点で自然着火する、いわゆる異常

燃焼（バックファイア）現象がおこりがちです。

一方、ロータリーエンジンは、吸気室と燃焼室

が分離した構造であるため、こうした現象がお

きにくく、良好な燃焼を実現できるのです。

世界で唯一マツダだけが量産してきた

ロータリーエンジン。この量産型エンジンを

ベースとし、開発･製造コストを抑えたことで

｢ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ｣は価格面でも競争

力があります。標準リース価格は月額約42万

円、燃料電池車より経済的で、お客さまに

とって導入しやすくなっています。

また｢ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ｣は、水素だけ

ュアルフューエルシステムと
コストの強みを生かして。デ

マツダの水素ステーション

ガゾリン
噴射装置

水素噴射装置

EGR水素ロータリーエンジン

水素噴射装置

吸気室
排気
バブル

排気

燃焼室
吸気

吸気

排気

ロータリーエンジン レシプロエンジン

REとレシプロエンジンの構造の違い

混合気の
強い流動性
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今後、石油資源は燃料としてではなく、化学製
品など「石油からしか作れないもの」の原料として
使うべきではないでしょうか。石油以外の燃料で自
動車が走るようになれば、その分の石油を節約で
き、将来の子供たちが使う「貴重な原料資源」とし
て残しておいてあげられます。　
私はこれまで、量産のロータリーエンジン車や、
電気自動車を含む代替燃料車の開発に携わって
きました。そして、今回の｢ＲＸ‐８ ハイドロジェンＲＥ｣
開発を考える時、ロータリーエンジンを粘り強くつく
り続けてきた先達の皆さんへの感謝の気持ちが大
きく膨らんできます。
このマツダならではの技術をさらに進化させてい

くことが私たちの使命であると考えています。貴重
な資源と持続可能な地球環境を次代へ引き継ぐ
ために、これからも努力を続けます。

子供たちに地球の資源と
持続可能な環境を引き継ぐために

柏木 章宏

第4プログラム開発推進室
主査



でなくガソリンでも走れるデュアルフューエル

システムを採用しており、この面でも導入しや

くなっています。水素ステーションは全国にま

だ10数カ所しかないため、ガソリンでも走る

ことができる｢ＲＸ‐８ ハイドロジェンＲＥ｣は、各

地に水素供給体制が整備されるまでの「過

渡期」にあっても安心して遠乗りできます。

現在の地球環境を考えると、今の子供た

ちが大人になる頃までには、石油に頼ること

なく走れるクルマを開発しておく必要があり

ます。しかし、燃料電池自動車を普及させる

には、数億円と言われる製造コストを低減し

なければなりません。水素ロータリーエンジン

車についても、コストダウンが不可欠です。

また、全国各地に水素ステーションが増設

されなければならず、しばらくは普及まで

の「過渡期」が続くことになるでしょう。

マツダは、そんな「過渡期」にも活躍できる

水素ロータリーエンジン車として、デュアル

フューエルシステムの｢ＲＸ‐８ ハイドロジェン

ＲＥ｣のリース販売を開始しました。そして次は、

スポーツカータイプではなく、「プレマシー」のよ

うな、幅広い用途に向くタイプのデュアル

フューエルシステム水素ロータリーエンジン車

を開発する計画です。

とはいえ、水素ロータリーエンジン車は、「過

渡期」だけに対応するものでも、燃料電池車

が普及するまでの「中継ぎ」でもありません。

本格的な水素社会が到来した際にも、燃料

電池車とユーザー層を二分する、実用的か

つZoom-Zoomなエコカーなのです。

マツダがこだわり続けてきたロータリーエン

ジンは、水素という新時代のクリーンエネル

ギーを得て、今後さらなる高みをめざして飛び

立ちます。

格的水素社会の実用的かつ
Zoom-Zoomなエコカーへ。本

2006年1月22日に広島で開催された第11回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会で、伴走車として活躍する「マツダRX-8 ハイドロジェンRE」

クリーンエネルギー車開発の歩み

1991
水素ロータリーエンジン
HR-X

1993
水素ロータリーエンジン
搭載のロードスター

1997
デミオFC-EVを開発

2003
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

1993
水素ロータリーエンジン

HR-X2

1995
水素ロータリーエンジン
搭載のカペラカーゴ

2001
プレマシーFC-EVを開発

大阪府堺市にある、イワタニグループの
株式会社ハイドロエッジ・液化水素プラント
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建元 章氏

岩谷産業株式会社
水素エネルギー部長

小林 裕氏

岩谷産業株式会社
広島支店 産業ガス・機械部

柏木 章宏
第4プログラム開発推進室 主査　

水素エネルギー社会の早期到来に向けて
ロータリーエンジン技術に期待

座談会
岩谷産業株式会社さまにはマツダの水素ロータリーエンジン車｢ＲＸ‐８ ハイドロジェンＲＥ｣を導入していただいています。
工業用水素ガスのトップメーカーである岩谷産業さまは、水素エネルギー社会の実現をめざし、さまざまな情報を発信しておられます。
今回は、そんな岩谷産業さまの水素エネルギー部長と広島支店の当社ご担当者にお越しいただき、
当社の水素ロータリーエンジン車の開発担当主査と対談していただきました。
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柏木　｢ＲＸ‐８ ハイドロジェンＲＥ｣をここ数カ月間

ご使用していただいた感想をお聞かせください。

小林　デザインがとてもスタイリッシュなので、

街中を走行していても注目され、ＰＲ効果は抜

群です。乗り心地も通常のエンジン車と変わり

ませんし、ガソリンから水素への切り替えもス

ムーズで快適に乗らせていただいています。

建元　デュアルフューエルシステムの使い勝

手が非常にいいですね。燃料電池車は水素ス

テーションのある地域でしか使えませんが、マツ

ダさんの水素ロータリーエンジン車はガソリンで

も走れますから、地域を限定せずに利用できま

す。環境関連イベントのために遠方へ出向くと

きも好都合です。

柏木　どのお客さまも、そうおっしゃいます。水
素ステーションがないエリアへも出かけられるよ

うにと採用したシステムですが、日常的に使っ

ていただくという意味での実用性アップにもつ

ながったようです。

建元　当社・岩谷産業は、日本で最初に水素
ステーションをつくったのですが、これからどん

どんステーションを増やしていかなくてはなりま

せん。現状としては、全国に10数カ所ある水素ス

テーションの多くは首都圏に集中していますか

ら。今年4月に大阪・堺市に大規模な液体水素

製造プラントを立ち上げ、また今回、関西国際空

港内に水素ステーションを建設するプロジェクト

に参加しました。今後も、水素のインフラ整備を

いっそう積極化していきたいと考えています。

柏木　岩谷産業さんには、お客さまが将来に
わたって水素エネルギーを有効にお使いいただ

けるよう、使いやすい燃料にしていただきたいと

期待しています。一般のお客さまの中には、水

素に対して「爆発するから怖い」という先入観

のある方も少なくありません。実際のところは、

センサーなどによる漏洩対策も万全で、安全に

貯蔵・利用できることをさまざまな機会を通じて

情報発信していただきたいと思います。

小林　そうですね。水素は自然界には単体で
存在しませんが、鉄鋼や苛性ソーダなど、さまざま

な物質の製造工程で副産物として発生してお

り、この貴重な資源を回収し、有効活用すること

は極めて重要です。また、キチンと安全対策をし

ていれば、怖がる必要はありません。当社はマツ

ダさんが運営する水素ステーションに水素をご

提供しているわけですから、そんな情報を社会に

積極的に発信して、皆さんに水素の大切さと安

全対策を知っていただかなくてはなりませんね。

建元　燃料電池車が普及するにはまだまだ
幾つものハードルがあり、マツダさんの水素ロー

タリーエンジン車にもハードルはあるのでしょう

が、燃料電池車に比べると低いと思います。当

社としてもインフラ整備に全力で取り組んで、

水素ロータリーエンジン車の普及に貢献したい

と考えています。

柏木　これからのロータリーエンジンの活用方
法として「水素」が大きな柱になるでしょう。その

第一弾である｢ＲＸ‐８ ハイドロジェンＲＥ｣を実

際にご利用いただいて、率直なご意見をいただ

くことで、水素ロータリーエンジン車をさらに進

化させていきたいと思います。水素供給と水素

エネルギー車の２つが揃ってこそ未来のエネル

ギー事情を好転させることができるのですから、

これからもお互いに手を携えて取り組んでいき

ましょう。



「環境」と「感動」の両立。
それがマツダの社会的使命です。

費の向上、排ガスのクリーン化、
そして「走る楽しさ」の提供。燃 ※ Super Ultra Low Emission Vehicleの略で、

　 平成１７年基準 排出ガス75％低減レベル

・　・

エンジン

最高出力（ネット）

最大トルク（ネット）

10・15
モード燃費

排出ガス
（エミッション）

地球環境とマツダ

MPVに搭載したMZR 2.3L DISI ターボ
エンジン主要諸元

MZR 2.3L DISI ターボエンジンが
大排気量のＶ６エンジンに匹敵する

高出力と2010年度燃費基準＋5％を達成。

直噴4気筒 2.3L DISI ターボ

180kW（245PS）/5000rpm

350N・m（37.5kg-m）/2500rpm

2WD : 10.2（km/ℓ）
4WD : 9.4（km/ℓ）

SU-LEV （平成17年度基準
排出ガス75％低減レベル）
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石油などの天然資源を消費し、温暖化ガ

スや有害ガスを排出する「自動車」。その製

造・販売に携わっているマツダにとって「地球

環境保全」は極めて重要なテーマです。だか

らこそ私たちは「可能な限り燃費を向上さ

せ、排出ガスを低減する」ことを目標に、レシ

プロ、ディーゼル、ロータリーすべてのタイプ

のエンジンについて、燃焼改善技術、後処

理技術の開発に努めています。たとえば

2005年度にマツダが国内向けに生産した

乗用車のうち、国内で最も厳しい排出ガスレ

ベル「SU-LEV※」に適合した車の比率は

75.1％にのぼります。 

ただしクルマにとって環境性能は、満たす

べき「必要条件」に過ぎません。人 は々、クルマ

を使用して便利で快適に暮らすこと、いや

感動することを求めています。マツダのブラン

ドメッセージ「Zoom-Zoom」は、こうした人々

のニーズに応え、さらに期待を上回るクルマ

をつくろうという姿勢を表現しています。

「マツダらしいクルマ」とは、燃費が良く、

排出ガスがクリーンなだけでなく、乗る人に

「走る楽しさ」を与えられるクルマでなければ

ならない―それがマツダの信念です。

「環境性能」と「走る感動」。この一見矛盾

している2つの条件を、いかに高次元に両立

させるか。この難題に対する解答のひとつ

が、2005年に開発した「DISIターボエンジン」

です。DISIとはDirect Injection Spark 

Ignitionの略。通常は空気と混合してからシ

リンダ内に吸入するガソリンを、直接噴射する

方式です。「DISIターボ」は、この直噴システ

ムに、燃焼室に空気を送り込むターボチャー

ジャー（過給器）を組み合わせることによっ

て、鋭い加速を実現し、さらに低中速域での

太いトルク、優れた応答性、低燃費、クリーン

な排出ガスなど、「人々が求めるクルマ」にし

ていくためのさまざまな必要条件と十分条件

を高いレベルで満たした画期的なレシプロ

エンジンです。

DISIターボの第1弾となる排気量2.3ℓの

直列４気筒エンジン「MZR 2.3L DISIターボ」

は、2005年春発売の「マツダスピードア

テンザ」に搭載。３LクラスのV6エンジンに

匹敵する高出力・高トルク（最高出力

200kW）でありながら、国内のターボエン

ジン車では初めてSU-LEV認定を受け、燃費

についても「2010年度燃費基準＋5％」を

達成。2006年1月には、米国のベスト・エン

ジン・アワードを受賞するなど、国内外の自動

車専門誌や、ユーザーから高い評価と賞賛

を受けています。





独自の塗装技術で、世界で初めて
VOCとCO2を一挙に削減しました。

独 自の「スリー・ウエット・オン」を開発。 装工程が抱える
すべての課題を解決するために。塗
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自動車の製造プロセスのうち、従来から環

境負荷が最も高かったのが塗装工程です。

防錆などを目的とした「電着塗装（下塗

り）」の後に、「中塗り塗装」「上塗り塗装」

でトルエンやキシレンなどの溶剤を含む塗料

を使うため、この工程のVOC（揮発性有機

化合物）排出量は、製造プロセス全体の

95％を占めるほど。また、「下塗り」「中塗

り」「上塗り」のそれぞれを焼付乾燥させる

ために乾燥工程が3回必要となるなど多く

のエネルギーを消費するため、CO2排出量

もプロセス全体の60％を占めるほど多かっ

たのです。

ところが、国内外の多くの自動車メーカー

が近年採用してきた塗装工程での環境負

荷低減策は、VOC排出量の削減だけを目

的としており、CO2排出量はむしろ増加して

しまうというものでした。

欧州と日本のメーカーの多くが採用してい

る水溶性塗料は、VOCの含有量は少ないも

のの、水は揮発しにくいので、専用の空調設

備や、乾燥設備が必要となりエネルギー消

費が多くなり、CO2排出量が従来型工程に

比べて約5%増加します。また、北米メーカー

の多くが採用しているVOC燃焼方式は、従

来の有機溶剤系塗装工程に燃焼装置を追

加するだけでVOC排出を削減することがで

きますが、燃焼することでCO2排出量が20

～60%増加します。これらの方法は、地球温

暖化防止が火急の課題となっている今とい

う時代に相応しくありません。

そこでマツダは、VOCとCO2を同時に削減

する、世界初の技術に挑戦。独自の「スリー・

ウエット・オン塗装技術」を開発しました。

「スリー・ウエット・オン」とは、その名の通

り、「中塗り」「着色ベース」「クリア」の3層を

それぞれ乾燥させないままウエットな状態で

塗り重ね、1回の焼付乾燥で仕上げてしまう

塗装技術。従来「中塗り」の後に必要だった

乾燥工程をなくしたことで、この工程での

CO2排出量を15％削減しました。また、塗料

メーカーと共同開発した新タイプの低有機

溶剤型塗料を使用し、高精度な塗装装置で

塗装効率を高めたことで、VOC排出量を

50％削減しました。さらに、同じブース内で

「中塗り塗装」と「上塗り塗装」をすることで、

ラインもぐんとコンパクトにしました。

これまで、ウエット・オン塗装は、塗り重ねた

塗料が混じり合ってしまうので技術的に困難

だ、と考えられてきました。そのため、従来型の

新開発塗料によるスリー・ウエット・オン塗装

Social & Environmental Report 200629



マツダのスリー・ウエット・オンは
塗装技術の集大成

技術本部車両技術部
塗装技術グループ

神田 輝夫

スリー・ウエット・オン塗装の塗料は、1層目と2層
目を混ざりにくくするよう樹脂を配合したり、塗膜の
物性を向上させる成分を添加したりと、最新の塗
料配合設計により開発しました。困難を乗り越え
るごとに充実感を味わい、特許の共同出願に至る
製品を生み出すことができ、技術者冥利に尽きる
と思います。
今後も自動車用塗料の基本機能の維持・向上

を前提に、地球環境に配慮した製品づくりをめざし
たいと考えています。

最新の塗料配合設計を
工程改善に生かして

渡邉 正一氏

日本ペイント株式会社
自動車塗料事業本部
マネージャー　

スリー・ウエット・オン塗装

グローバルスタンダード

“スリー・ウエット・オン”は、塗料の技術はもちろんの
こと、工程設計や塗膜構成設計、塗装設備設計な
ど、多方面にわたる技術を集大成して開発しました。
社内関係部署や塗料メーカーと目標を同じくし、一
体となって取り組んだからこそ実現できた技術です。
スリー・ウエット・オン塗装技術が普及することは、
地球環境にとって望ましいことです。同じ塗料を導入
すればできるという単純な技術ではないため、技術的
な情報もできるだけオープンにし、業界全体に広めた
いと考えています。

塗装工程では中塗り後に乾燥工程を必要と

していたのです。マツダは、塗料に新しく開発

した界面制御用樹脂などを加えることで、こ

の問題を解決しました。また、スリー・ウエット・

オン塗装にしかできない、魅力ある「深い色合

い」も表現できる可能性も秘めています。

マツダがこの技術開発に着手したのは

1994年。当初の目的はツートーンカラー塗

装のコスト改善にありました。そして1998

年、自動車ボディ全体の塗装にも応用して

いこうというとき、コスト削減だけでなく商品

性・生産性・環境保全のすべてを向上させる

技術、つまり塗装工程のすべての課題を包

括して解決する技術として開発していく、と

いうコンセプトを確立。その後、4年間の実験

検証を経て完成させた「スリー・ウエット・オン

塗装技術」は今、マツダの国内すべての生

産拠点に導入されています。

マツダ独自の「スリー・ウエット・オン塗装技

術」への反響は大きく、国内外の多くの自動

車メーカーの技術陣が、工場見学に訪れて

います。また、資本提携先であるフォード社

も、この技術を世界中の工場に導入すること

を検討しています。環境負荷低減の面でも、

生産性や商品性向上の面でも、今後、マツ

ダの「スリー・ウエット・オン塗装技術」は自動

車業界の国際標準になっていくでしょう。

マツダは、世界初のこの技術を開発したこと

で、環境大臣賞、経済産業大臣賞をはじめ、

数々の賞を受賞しました。そして現在、世界中

で賞賛されているこの技術をいっそう進化させ

るために、新たな研究開発に取り組んでいま

す。そのテーマは大きくふたつあります。

ひとつは、「スリー・ウエット・オン」の前工程

となる、防錆などを目的とする「電着塗装（下

塗り）」の省エネルギー化をも含めた工程の

革新。ふたつめは、自動車塗装工程のさらなる

環境対応として「水溶性塗料」を適用した「省

エネルギー型の水性スリー・ウエット・オン塗装

技術」の開発です。

自動車製造プロセスにおける環境負荷

低減のネックとなっていた塗装工程で、国際

標準にもなりうる革新的技術を開発したマツ

ダ。塗装工程のすべての課題を解決する、と

いう理想を追い求めて、これからも挑戦を続け

ていきます。

塗り工程の革新と水性塗料による
究極の「スリー・ウエット・オン」へ。下
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組成の異なる塗料をウエット・オンし、総合塗膜
として高次元のスペックを実現するという難易度
の高い開発案件でしたが、世界に先駆けるプロ
ジェクトに参画できたことを光栄に思います。当社
のレオロジー（塗膜の流動性）テクノロジーを進化
させ、1層目と2層目の界面を制御できるようにな
り、従来塗装を上回る塗膜機能を引き出せたこと
は嬉しい限りです。
今後もともに環境対応技術を深め、Win-Win

の関係を強固に築いていきたいと思います。

世界に先駆けるプロジェクトに
参画した喜び

吉田 耕氏

関西ペイント株式会社
自動車塗料本部
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産学官の連携で、自動車内装に使える
高強度・高耐熱のバイオプラスチックを
自動車業界で初めて開発しました。

適用可能部品の例

強度、高耐熱性を持つ
バイオプラスチック。高

O2、エネルギー、
原料使用量を全て削減。C

域に根付く技術を融合して。地

※1広島大学、西川ゴム工業株式会社、広島県立西部工業
技術センター、ジー・ピー・ダイキョー株式会社、株式会社
日本製鋼所、近畿大学工学部、西川化成株式会社、独
立行政法人酒類総合研究所、ヤスハラケミカル株式会
社、マナック株式会社、マツダ株式会社（大学数2、企業
数7、試験研究機関数2）

※2バイオプラスチックが分解や燃焼する際に放出されるCO２
は、植物が成長過程で光合成によって吸収したCO２を再
放出しているものです。このように大気中のCO２の増減に
影響を与えない性質のことです。

適用可能部品

ケミカル
リサイクル

光合成

発酵

マテリアル
リサイクル

炭素循環の図

 

植物
トウモロコシ
等

デンプン
糖質

乳酸

ポリ乳酸部品使用済
部品

CO2
水

サーマル
リサイクル
（焼却）

バイオ
リサイクル
（分解）

●  植物資源（→化石資源の節約）
●  カーボンニュートラル
●  再生可能材料

バイオプラスチック
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現在、自動車には石油から造られたプラス

チックが様々な部位に使われています。しか

し、さらなる自動車の車体軽量化による燃費

向上と脱石油資源やCO2の排出削減を両

立できる新しい自動車部品用材料が求めら

れています。現在、家電製品などに植物原料

のプラスチック（バイオプラスチック）が使用さ

れていますが、自動車部品に用いるには強度

（耐衝撃性）と耐熱性が必要という課題があ

りました。

マツダは今回、産学官の共同開発※1を通じ

て、自動車内装部品に使用できる外観品質と

強度・耐熱性を備えたバイオプラスチックの開

発に自動車業界で初めて成功しました。従来

のバイオプラスチックを添加成分の工夫によっ

て改良し、従来品に比べて強度（耐衝撃性）を

約3倍、耐熱性を25％も向上させました。さらに

従来のバイオプラスチックが材料物性の問題

からプレス成形しかできなかったのに対し、今回

開発したバイオプラスチックは自動車部品の

生産に多用されている射出成形機で成形でき

るため、さまざまな部品に使用できます。

バイオプラスチックは、植物を原料とした

カーボンニュートラル※2な材料であり、化石燃

料の使用を減らせるため、CO2の排出を削減

できます。加えて、その製造過程では、植物に

含まれているでんぷんや糖質の発酵を利用

するため、代表的な石油系プラスチックのポ

リプロピレンと比べ製造時に使用するエネル

ギーを30％程度減らせます。さらに、剛性が高

いために部品を薄く成形でき、原料＝バイオ

プラスチックの使用量も節約できます。

この研究は、2004年から経済産業省の「地

域新生コンソーシアム研究開発事業」による

支援を受け、産学官の連携で実現したもの。同

制度は共同研究によって、新産業、新事業を創

出し、地域経済の活性化を目的としています。

広島地域では、マツダ、ジー・ピー・ダイキョー

株式会社などを中心に、自動車用樹脂製モ

ジュール部品の分野で、世界的にも評価され

る技術がありました。それに加えて、酒どころとし

て、昔から発酵技術（バイオ技術）の蓄積があ

り、広島大学、西川ゴム工業株式会社、広島

県立西部工業技術センターを中心として、微

生物で分解する、生分解性樹脂の実用化をめ

ざした研究が進んでいました。このような地域

に根付いた技術を融合することで、高い研究

成果を得られる土壌があったのです。

マツダは、これからも地域とともに、数年後の

商品化を目標に、バイオプラスチックの研究開

発を進めていきます。
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マツダでは、常にお客さま満足の向上を企業活動における最重要

課題と位置付け、次の3つに取り組んでいます。 

個々のお客さまだけでなく、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マツダモーターオブアメリカをはじめ、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。

例えば、2006年夏に発売したマツダCX-7は、北米市場のニーズ

に焦点をあて開発したモデル。力強いスポーツカースタイリングと

SUVの実用性の2つの価値をたくみに融合し、マツダの象徴とも言

える「スポーツカースピリット」を体現しています。

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、開発スタッフなどとのコミュニケーションを深め

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。 

  女性の視点を生かした開発

  福祉車両の開発

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操作性やシート

アレンジの工夫など、「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」を追求してきました。

例えば、2005年度に発売した新型MPVでは、3列目シートへの

イージーアクセスも可能な大開口両側スライドドアや、倒した3列目

シートを元に戻す際に女性やお年寄りも簡単に操作することのでき

る電動復帰シートなどを採用しています。

お客さま満足向上のための３つの取り組み クルマを自由にカスタムできるウェブチューンファクトリー

世界中のお客さまの要望にお応えして

ニーズにきめ細かく応えるカスタム事業

ユニバーサルデザイン～誰もが使いやすいクルマづくり

お客さまの声に真摯に耳をかたむけて　

主なコミュニケーション目的●お客さま満足の向上／お客さまニーズの把握／適切でわかりやすい情報提供／リコール等の対応／便利なアフターサービスの提供など
主なコミュニケーション手段・窓口●マツダコールセンター／インターネットからのお問い合わせ窓口／国内外の販売店など

1.

2.

3.

お客さまの個人情報保護

お客さまとともに
お客さまにいっそう評価される企業となるために、マツダは商品とサービスにお客さまの要望を反映し
確かな品質とより高いレベルの安全性、きめ細かなサポートを世界中で提供するよう取り組んでいます。

2005年度のパフォーマンス報告 

Web

Web

お客さまの多様性にお応えしていくためにお客さま満足（ＣＳ）向上のために

マツダでは、これまでも業務を通じて得たお客さまの個人情報の取

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、ホームページで公表しました。

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などについては、マツダコールセンターが対応す

ることとしています。

  

  個人情報保護方針Web

商品品質の改善
業界トップレベルの車への満足度と商品品質を実現すること。 

営業CSの改善
業界トップレベルのCS獲得をめざし、製造後～納車～買い替え
までのサイクル（において、販売・サービス・部品・物流領域）にわ
たるCS向上活動を推進すること。 

魅力的な商品づくり
Zoom-Zoomで、かつお客さまのライフスタイルを豊かにする商品
づくりをめざすこと。

2005年7月7日、マツダ販売会社グループ新卒採用サイトに登
録されている2006年卒業予定の大学生の方に、就職セミナーの
案内メールを送信する際、86名の学生の方のメールアドレスを誤っ
て送信先欄に記載したまま送信してしまいました。
関係者の皆さまには大変なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上

げるとともに、今後このようなことを繰り返さないよう再発防止を徹底
してまいります。
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■ CS向上とお客さま対応の体制
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技術部門

大開口両側スライドドア

マツダ CX-7

マツダコールセンター

グループ会社の（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」などを総合的に展開

し、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て

います。

タイタン保冷車

MPVセカンドリフトアップシート

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対応しています。 

2005年度にコールセンターにお寄せいただいたお客さまの声は

約76,000件あり、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。 

2001年2月から運営を始めた「ウェブチューンファクトリー」は、業

界初のネット受注生産車を販売するサイトです。

お客さま自身が、いつでも自由にさまざま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。

2005年度は12車種（特別仕様車含む）を追加し、標準装備やグ

レード間の装備比較機能も追加し

ました。既に同サイトに導入している

店頭商談版についても好評で、飛

躍的に利用が増えています。
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ました。既に同サイトに導入している

店頭商談版についても好評で、飛
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マツダは、お客さまが満足される製品を提供するために、1962年

にQCサークル活動を導入しました。1978年には、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。

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。

Mazda Quality活動は、お客さまに対するあらゆる提供物の質を高

めるためには業務のしくみの質だけでなく、マネジメントのやり方の

質、職場の環境の質、一人ひとりの考え方や行動の質を高める必要

がある、という考え方に基づいています。

  ＱＣサークル活動の実績

2002年発売のアテンザ／Mazda6以降の新型車は、全世界にお

いて数多くの賞をいただいています。 これはマツダ車の品質の高さを裏

付けるものですが、マツダは、さらなる品質の向上をめざして、絶え間ない

改善を続けています。

「自分発の変革、そして品質の劇的な向上」を合言葉に、Mazda 

Quality活動の展開や、「開発品質革新」など８つの施策を掲げた品質

革新等に、全社を挙げて取り組んでいます。

  近年のマツダ車の受賞歴

品質の継続的改善
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Ｍａｚｄａ Ｑｕａｌｉｔｙ活動

マツダは1994年11月に設計・開発を除く領域をカバーする

ISO9002の認証を取得し、その後、1996年6月に自動車製造にお

ける設計・開発から購買、製造、販売、アフターサービスまでの最も広

い領域をカバーするISO9001の認証を、マツダ全社を対象として国

内自動車メーカーとして初めて取得しました。 

また、ISO9001に基づいて構築した品質マネジメントシステムの

維持改善のために、全社で年間約170回の内部品質監査を実施し

ています。

品質マネジメントシステムの運用

2006年6月、マツダ技術本部が品質工学会の第１回「田口賞※」

を受賞しました。これは、工場の生産ラインの品質管理に品質工学を

活用した新しい管理手法を導入するなど、生産技術への展開による

業績への寄与と、品質工学の有効性の実証に組織的に取り組んだ

ことが評価されたものです。

※ 品質工学の組織的活用により各企業･組織体における研究･開発･生産の体質強化
や事業成果に着実な実績をあげ、品質工学の価値を明示し、さらにその質を高めた企
業･組織体に授与される賞。

品質工学会田口賞を受賞

品質の劇的な向上をめざして

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。

不具合が発生した場合、不具合に関する品質情報を販売会社経

由で常時入手し、それらの情報を基に品質改善を行っています。その

結果としてリコールが必要な場合は法規に従い適正に運用しており、

お客さま、監督官庁に次のように迅速かつ適切な対応を行っています。

またリコール業務が適正に運用されているかどうかについては、社

内関連部門での確認に加え、各国当局の外部監査を受け確認して

います。

リコールなどへの対応

リコールなどへの対応と体制

Web

Web

2004年度までは国内リコールが14件と増加傾向にありました

が、2005年度は11件へと減少しました。これは品質に関わる全領

域において再発防止活動、未然防止活動に継続的に取り組んだ結

果と考えています。 今後も継続してこの活動を推進していきます。

なお、リコール・改善対策情報の詳細については、ホームページを

ご覧ください。

  リコール・改善対策情報

2005年度のリコールなどの状況

Web

お客さまとともに
2005年度のパフォーマンス報告

動画やＣＧを使った機能説明

お客さまへの適切で、わかりやすい情報提供

＋

クローズアップ

オールマツダQCサークル大会

● 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

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ともに、

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、独自のサービスを提供しています。

2005年度は、ホームページを通じた情報提供を充実させ、「アフ

ターサービス情報サイト」を、より見やすく分かりやすいサイトへとリ

ニューアルしました。

使いやすく便利なサービスを開発

アフターサービスでの取り組み

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 

マツダでは、販売会社にパソコンを活用した「Visual IT Presentation」

（VIP：ビジュアルITプレゼンテーション）の導入を進めています。従来

は店頭での説明が難しかった安全性能などの商品特性について、動

画やCGアニメーション、実際の開発で使用された3次元CADデータ

などを用いて明示することで、お客さまから好評を得ています。

VIPは、2005年7月に試験導入を開始。2005年10月から順次、全

国22の販売会社、465店舗へ導入しています。（2006年3月末現在）

2007年3月末までに、全国42の販売会社、700店舗以上にまで

導入を拡大する方針です。

口頭ではなかなか伝わりにくかった安全性

能などが、VIPでは画像の動きや光でわかり

やすく表現されていて大変助かります。カタ

ログではわからないリアリティを実感していた

だけるため、お客さまにも好評です。

株式会社奈良マツダ

吉村 英人

VIPのリアリティが、好評を得ています

ひとことメッセージ
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マツダでは安全をクルマづくりの基本のひとつとして考え、さまざまな

技術・装備等の開発と進化に取り組んでいます。マツダがめざしている

ものは、より高いレベルの安全性能をお届けすること。世界の安全基準

よりさらに高いレベルの安全性能を追求し研究開発を重ねています。 

安全性能は、クルマづくりの「かなめ」

マツダは独自の「安全ポリシー」を掲げ、安全性に関する研究開発を

強化しています。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」や万一事故が発生した際に人への傷害を低減する「パッシブ

セーフティ」技術はもちろん、現在新型ＭＰＶで実用化されているマツダ・

プリクラッシュ・セーフティや、2005年東京モーターショーに出展した「高

度運転支援技術」など、ＩＴ技術を活用した最先端の研究開発も行い、

より安全なクルマ社会をめざして、あらゆる視点からの安全技術開発を

進めています。また、正しい運転ポジション、後席シートベルトの着用な

ど、安全運転の啓発活動も推進しています。 

安全に対するマツダのポリシー

4W-ABS（4輪アンチロックブレーキシステム）＋EBD（電子制御制

動力配分システム）やブレーキアシストによって制動性能をサポートする

とともに、横滑りを制御するDSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロー

ル・システム）も採用しています。 

横滑りを制御するＤＳＣ（ダイナミック・スタビリティ・コントロール・システム）

マツダの安全ポリシー

「安全は自動車による心豊かな生活を支える基本要件である」との
認識のもとに、
1.お客さまの自動車の使い方と使用される社会の交通環境を研究
2. 安全技術の追求を行い、お客さまにとって最良の技術を適切に
商品に反映する  
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クルマの安全性能を高めるために アクティブセーフティ技術

お客さまとともに
2005年度のパフォーマンス報告

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、共有して

います。

さらに、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。 

世界で技術情報・品質情報を共有して

昨今のマツダ車に幅広く採用されている複雑で高度な電子コント

ロールシステムを、販売会社で適切に整備できるよう、マツダは独自

のサービス診断機を開発し、販売会社に提供しています。

2005年12月、従来の診断機ＷＤＳ（ワールドワイド・ダイアグノス

ティック・システム）に代わる全く新しい診断機、M-MDS（マツダ・モ

ジュラー・ダイアグノスティック・システム）を正式に市場導入しました。

Ｍ‒ＭＤＳの開発にあたっては、国内外の販売会社から意見を分

析し、その中でも要望の高かった、不具合や車両の電子コントロール

システム全体を効率的に診断できる機能を織り込みました。

  点検・整備などに活用する整備解説書の提供

  サービス品質を確保するための専用工具の提供

マツダ車を診断するサービス診断機の開発

販売会社へのサポート

Web

Web

サービススタッフに対する技術研修の実施サービススタッフに対する技術研修の実施サービススタッフに対する技術研修の実施

新型車の発売にあわせ、新しく採用された機能・技術等を販売会

社のサービススタッフに説明する新型車研修を実施しています。この

研修ではその車種に搭載された安全装置の機能や取扱い・整備方

法についても情報提供しています。

また、2005年度から新型車研修とは別に定常的に行う研修とし

て「セーフティ研修」を新設し、安全装置に関してより深く機能や作

動、整備のポイントを理解してもらえるようにしました。

  マツダトレーニングセンター鯛尾Web

サービス技術大会の開催＋

クローズアップ

競技中は頭の中が真っ白になりましたが、自

分にできることは全てやり切りました。今後は、

後進のサービス・アドバイザーの育成に注力し

ながら、CSの向上に取り組みたいと思います。

１人だけのがんばりでは全国大会には出場

できなかったですし、チーム３人だけの力でもあ

りません。店舗のサービススタッフ全員のバック

アップがあってこそ、優勝できたのだと思います。

東海マツダ販売（株）

宮前 徹
（写真前列右から3人目）

東海マツダ販売（株）

若林 克実
（写真前列右から4人目）

■ アンダーステア制御 ■ オーバーステア制御

アンダーステアとは、ハンドルを切って
も意図したように曲がってくれない状
態。DSCにより、エンジントルクを下げ、
内輪にブレーキをかけ、フロントタイヤの
横滑りを抑えます。

オーバーステアとは、ハンドルを切った
方向よりもさらに深く曲がろうとする状
態。外輪にブレーキをかけ、後輪タイヤ
の横滑りを抑えます。

マツダは1963年から、国内の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、2006年8月2日

には、広島で13カ国の代表を集

めて第2回目となる「サービス技

術世界大会」を開催しました。 

車の進行方向 車の進行方向

第42回マツダ全国サービス大会で優勝して

ひとことメッセージ
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新型MPVには、スピードとステアリングの舵角に合わせてドライ

バーが進みたい方向にロービームを左右に動かし、コーナリング時な

どの視認性を向上させるAFS（アダプティブ・フロントライティング・シ

ステム）を採用しています。旋回角度は右ヘッドランプで最大20度、

左ヘッドランプで最大15度と大きく、コーナーでの視認性をより向上

させています。

また、最新の衝突予測技術を駆使して万一の衝突時に乗員の傷

害を軽減するマツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システムを搭載。これ

は、ミリ波レーダーを用い、先行車や対向車、障害物などを認識し、それ

らと衝突する危険があると判断した際にはブザーや警告灯で警告する

システムです。さらにブレーキの操作が行われない場合にはブレーキを

自動作動させ、衝突速度を低減します。またシートベルトの早期巻き

取りも同時に行い、乗員の拘束力を高めて衝突被害の軽減に貢献

します。詳細は「地球社会とマツダ」17～18ページをご覧ください。

平成17年度自動車アセスメント※1において、2005年2月に発売し

たミニバン「マツダ プレマシー」が衝突安全性能総合評価で最高ラン

クとなる6スターを運転席・助手席の両席について獲得しました。

2005年9月に発表された欧州の自動車アセスメント（Euro 

NCAP）※2でも、プレマシー（海外名 Mazda5）は成人乗員保護性能

で最高ランクの5スターを獲得しており、ミニバンとしては初の日本と

欧州での最高ランク獲得となりました。

※１国土交通省と自動車事故対策機構が平成７年度より実施している自動車の安全性
能評価。

※２欧州各国の交通関連当局などで構成された独立機関が1997年より実施している自
動車の安全性能評価。

※1MAGMA：Mazda Geometric Motion Absorptionの略で「マツダの全方向衝撃吸
収構造ボディ」の意味。

※2 JNCAP：独立行政法人・自動車事故対策機構（NASVA）が実施している自動車ア
セスメント（Japan New Car Assessment Program）

※１ 全車にメーカーオプション
※２ Supplemental Restraint System（乗員保護補助装置）

新型ＭＰＶに採用した２つの新技術

衝突時の衝撃エネルギーを車両全体に分散させ吸収しながらキャ

ビンの変形を抑える全方向衝撃吸収構造ボディ、“MAGMA※1”をさ

らに進化させました。新型MPVでは法規で定められている衝突試験

以外にも、さまざまな衝突試験を行い、JNCAP※2トップレベルの衝

突安全性能を目標に掲げました。

そのほかにも「フロントシートベルト プリテンショナー＆ロードリミッ

ター」「頸部衝撃緩和フロントシート」「クラッシャブルブレーキペダル」

「頭部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。

進化したMAGMAボディ構造

｢プレマシー｣が日本と欧州の

衝突安全性能評価で最高ランクを獲得

ロードスターとしては初となるサイドエアバッグを新開発で採用しま

した。従来のサイドエアバッグは胸部を拘束する部分の展開後に頭

部を拘束する部分を展開させていましたが、今回エアバッグの頭部を

拘束する部分と胸部を拘束する部分を別室にして同時に展開させ

る構造とし、展開時間を短縮させました。

さらに、頭部バッグと胸部バッグの間に逆流防止機構を設けること

でそれぞれに最適な内圧分配を実現する機構を世界初で採用しまし

た。これにより、展開スペースの小さいオープンカーにおいて、適切に

乗員の頭部・胸部を同時に保護するための機能を高めました。

新型ロードスターに採用した※1

頭部保護機能付きＳＲＳ※2サイドエアバッグ

■ 新型MPVの全方向衝撃吸収構造ボディ“MAGMA”

■ フロントシートベルト プリテンショナー ＆ ロードリミッター

■ 頭部保護機能付SRSサイドエアバッグ

マツダは、クルマの交通環境、さらに人の行動に着目した総合的

な安全対策や先進安全技術の開発にも取り組んでいます。

国土交通省のASV（先進安全自動車）開発推進プロジェクトにも

当初から参画しています。さらに政府IT新改革戦略がめざす「世界

一安全な道路交通社会」の実現に向け、路車間／車車間通信技

術を活用した安全運転システムの大規模公道試験を2008年度に

行うため、研究開発に着手しました。

今後も国の推進するプロジェクト（ASVに加え、DSSS、AHS、ス

マートウェイ、インターネットITSなど）に積極的に参加し、さらに安全な

自動車の研究開発と早期導入を推進していきます。
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パッシブセーフティ技術

ASV（先進安全自動車）の開発推進

お客さまとともに
2005年度のパフォーマンス報告

ヘッドレストと頭部の位置関係の最適
化により、軽度の追突時に頚部に加わ
る衝撃を和らげます。

衝突初期段階で、
自動的にベルト
を巻き取り乗員
の前方移動を抑
制する。

一旦引っ張られ
たベルトを少し緩
め胸部への圧迫
を軽減する。

衝突時にブレーキペダルのブラケット
がはずれ、車内に押し込まれるのを抑
制することで、足に加わるダメージの軽
減を図ります。

AFS使用
進行方向にヘッドランプが旋回します。

AFS未使用

プリテンショナー ロードリミッター

■ 頸部衝撃緩和フロントシート ■ クラッシャブルブレーキペダル
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毎年１回、各サプライヤーとの取引実態を調査し、取引の継続や

改善指導の必要性について評価し、その結果をサプライヤーに

フィードバックしています。

また毎年、取引内容を評価した結果、総合的に取引成績が優秀

なサプライヤーに対しては、経営者懇談会において表彰しています。

同時に表彰されたサプライヤーの中から、フォード社の取引先表彰

「ワールド・エクセレンス・アウォード」への推薦も行っています。

マツダは2005年4月、環境基本方針を企業の社会的責任の視

点から見直し、「マツダ地球環境憲章」を改定して、販売・サービスに

関する環境方針を明確にしました。そして環境マネジメント体制に｢販

売・サービス環境委員会｣を設け、販売会社・部品販売会社の環境

保全活動の支援･推進に取り組んでいます。

2005年1月に施行された自動車リサイクル法については、販売店

を支援しながら適切に対応しています。

マツダは1994年、「共存・共栄の精神に則り、相互に研究と創造及

び競争力の強化に努め、オープンでフェアな取引関係を構築すること

により長期安定的な成長を図り、もって社会、経済の発展に寄与する

ものとする」という購買基本理念を購買管理規定に明文化しました。 

この基本方針に則り、世界中のサプライヤーに門戸を開き、オー

プンで、公平･公正な参入機会を提供しています。

サプライヤーの選定にあたっては、品質、技術力、価格、納期、経

営内容に加えて、コンプライアンス体制、環境保全への取り組みなど

を総合的に判断しています。

購買の基本方針

マツダは調達の安定性、品質確保などの観点から、サプライ

チェーン全体のコントロールが必要であると認識しています。加えて

昨今では、コンプライアンスや人権尊重等も取引を行う上での重要

な要件であると考えています。そのためマツダが直接取引を行う取引

先だけではなく、その取引先の二次、三次の取引先も含めたサプライ

チェーン全体において、取引に関わる法令違反や強制労働・人権侵

害がないことを保証する確認書を提出いただくなど、徹底した体制づ

くりを積極的に進めています。

サプライヤーに法令遵守や人権尊重を要請

サプライヤーへの評価と表彰

2005年3月末時点で、国内に304社の販売会社があり、計

1,156店舗で販売活動を行っています。このうち20社がマツダの連

結子会社・関連会社です。

海外では世界141の市場に132社のディストリビューターがあり、

約4,900店の販売拠点を展開しています。

マツダはメーカーとして商品を供給する責任を担う立場から、国内

外のディストリビューター（販売代理店）とともに、お客さまの視点に

立った商品とサービスの提供・向上に取り組んでいます。

国内外のディストリビューターとともに

「マツダ地球環境憲章」の共有化

マツダは、欧米だけでなく世界各地のさまざまな地域で、その市場

にあった販売・マーケティングを行うために、ディストリビューターとの

対話の機会を設けています。

現地への出張、販売会社の招聘、日々の電話会議のほか、2005

年には、香港でのジャーナリスト向けMazda8試乗評価会や中近東／

中南米ディストリビューター会議などさまざまな情報交換の機会を通

して、ブランド戦略や新車導入状況、CSRの取り組みなどについて

対話を行いました。

タイで行われたBT-50の導入会議では、ディストリビューターや販

売店の皆さまに、実車に試乗していただき、新車の魅力を十分に理

解して導入にあたっていただきました。

また、主要ディストリビューターに対しては、定期的に満足度調査

を実施し、調査結果をもとに業務・行動の改善に生かしています。

アジア、大洋州、中近東、アフリカ、カリブ、

中南米地域での取り組み

マツダは2005年度、グループ全体として環境保全に取り組む体

制を強化しました。この施策を受け、購買部門においても2005年5

月、「グリーン調達ガイドライン」を発行し、サプライヤーに環境保全活

動に積極的に取り組むよう要請しています。

グリーン調達ガイドラインでは「環境マネジメントシステムの構築」

「環境負荷物質の管理」「環境担当者の届出」をサプライヤーに求

めています。マツダは、サプライヤーと共に環境保全活動を推進し、

環境保全体制を確立しているサプライヤーからの優先的な購入を

図っています。

また2005年度は、CSRの観点から、購買部門が管轄する関連会

社５社に対して、コンプライアンスおよび環境保全の取り組み強化

に伴う支援を実施しました。

グリーン調達の推進

マツダは、サプライヤーとの長期安定的な関係があってこそ、購買

施策に一体となって、取り組むことができ、困難な課題の解決と相互

の成長が果たせると考えています。

そのため中長期的な経営戦略や、販売・生産に関する情報を早

期に提供するよう努めるとともに、情報交換を活発に行っています。

サプライヤー経営層に対しては年1回、購買の取り組み方針を説

明する「経営者懇談会」を、また、実務担当者に対しては、月次で「購

買連絡会」を開催しています。これらの会合ではマツダの重点施策

について説明するとともに、環境保全や法令遵守の取り組みへの要

請も行っています。購買連絡会では、サプライヤーからの質問やコ

メントを書いていただくコミュニケーションシートを配布し、必要な場合

には適切に対応する仕組みを整えています。

サプライヤーとのコミュニケーションの強化

■ 国内主要販売網（2006年3月31日現在）

40

19

245

304

800
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1,156
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会社数（社） 店舗数（店）

主なコミュニケーション目的●品質向上に向けた協働／情報共有など
主なコミュニケーション窓口●取引先向け経営者懇談会／購買連絡会／定期監査など取引先とともに

世界中のサプライヤー（購買取引先）から部品や設備を調達し、国内外のディストリビューター（販売代理店）とともに
販売とサービスを提供するマツダ。公正・公平な取引を基本に、環境保全やコンプライアンスの取り組みも支援しています。

2005年度のパフォーマンス報告 

サプライヤー（購買取引先）とのかかわり

ディストリビューター（販売代理店）とのかかわり

関東洋光会（関東地区周辺）

関西洋光会（関西･東海地区周辺）

西日本洋光会（中国･四国･九州地区）

洋進会
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購買協力会組織（社）

Social & Environmental Report 2006 Social & Environmental Report 200641 42

部品メーカー

資材（原材料･
装置･金型
など）取引先

自動車部品

資材（素材）等

設備・要具　

429

190

408

1,027

購買取引先社数（社）

合計

■ 購買取引先（2006年3月31日現在）

購買連絡会

経営者懇談会での取引成績優秀賞の表彰



毎年１回、各サプライヤーとの取引実態を調査し、取引の継続や

改善指導の必要性について評価し、その結果をサプライヤーに

フィードバックしています。

また毎年、取引内容を評価した結果、総合的に取引成績が優秀

なサプライヤーに対しては、経営者懇談会において表彰しています。

同時に表彰されたサプライヤーの中から、フォード社の取引先表彰

「ワールド・エクセレンス・アウォード」への推薦も行っています。

マツダは2005年4月、環境基本方針を企業の社会的責任の視

点から見直し、「マツダ地球環境憲章」を改定して、販売・サービスに

関する環境方針を明確にしました。そして環境マネジメント体制に｢販

売・サービス環境委員会｣を設け、販売会社・部品販売会社の環境

保全活動の支援･推進に取り組んでいます。

2005年1月に施行された自動車リサイクル法については、販売店

を支援しながら適切に対応しています。

マツダは1994年、「共存・共栄の精神に則り、相互に研究と創造及

び競争力の強化に努め、オープンでフェアな取引関係を構築すること

により長期安定的な成長を図り、もって社会、経済の発展に寄与する

ものとする」という購買基本理念を購買管理規定に明文化しました。 

この基本方針に則り、世界中のサプライヤーに門戸を開き、オー

プンで、公平･公正な参入機会を提供しています。

サプライヤーの選定にあたっては、品質、技術力、価格、納期、経

営内容に加えて、コンプライアンス体制、環境保全への取り組みなど

を総合的に判断しています。

購買の基本方針

マツダは調達の安定性、品質確保などの観点から、サプライ

チェーン全体のコントロールが必要であると認識しています。加えて

昨今では、コンプライアンスや人権尊重等も取引を行う上での重要

な要件であると考えています。そのためマツダが直接取引を行う取引

先だけではなく、その取引先の二次、三次の取引先も含めたサプライ

チェーン全体において、取引に関わる法令違反や強制労働・人権侵

害がないことを保証する確認書を提出いただくなど、徹底した体制づ

くりを積極的に進めています。

サプライヤーに法令遵守や人権尊重を要請

サプライヤーへの評価と表彰

2005年3月末時点で、国内に304社の販売会社があり、計

1,156店舗で販売活動を行っています。このうち20社がマツダの連

結子会社・関連会社です。

海外では世界141の市場に132社のディストリビューターがあり、

約4,900店の販売拠点を展開しています。

マツダはメーカーとして商品を供給する責任を担う立場から、国内

外のディストリビューター（販売代理店）とともに、お客さまの視点に

立った商品とサービスの提供・向上に取り組んでいます。

国内外のディストリビューターとともに

「マツダ地球環境憲章」の共有化

マツダは、欧米だけでなく世界各地のさまざまな地域で、その市場

にあった販売・マーケティングを行うために、ディストリビューターとの

対話の機会を設けています。

現地への出張、販売会社の招聘、日々の電話会議のほか、2005

年には、香港でのジャーナリスト向けMazda8試乗評価会や中近東／

中南米ディストリビューター会議などさまざまな情報交換の機会を通

して、ブランド戦略や新車導入状況、CSRの取り組みなどについて

対話を行いました。

タイで行われたBT-50の導入会議では、ディストリビューターや販

売店の皆さまに、実車に試乗していただき、新車の魅力を十分に理

解して導入にあたっていただきました。

また、主要ディストリビューターに対しては、定期的に満足度調査

を実施し、調査結果をもとに業務・行動の改善に生かしています。

アジア、大洋州、中近東、アフリカ、カリブ、

中南米地域での取り組み

マツダは2005年度、グループ全体として環境保全に取り組む体

制を強化しました。この施策を受け、購買部門においても2005年5

月、「グリーン調達ガイドライン」を発行し、サプライヤーに環境保全活

動に積極的に取り組むよう要請しています。

グリーン調達ガイドラインでは「環境マネジメントシステムの構築」

「環境負荷物質の管理」「環境担当者の届出」をサプライヤーに求

めています。マツダは、サプライヤーと共に環境保全活動を推進し、

環境保全体制を確立しているサプライヤーからの優先的な購入を

図っています。

また2005年度は、CSRの観点から、購買部門が管轄する関連会

社５社に対して、コンプライアンスおよび環境保全の取り組み強化

に伴う支援を実施しました。

グリーン調達の推進

マツダは、サプライヤーとの長期安定的な関係があってこそ、購買

施策に一体となって、取り組むことができ、困難な課題の解決と相互

の成長が果たせると考えています。

そのため中長期的な経営戦略や、販売・生産に関する情報を早

期に提供するよう努めるとともに、情報交換を活発に行っています。

サプライヤー経営層に対しては年1回、購買の取り組み方針を説

明する「経営者懇談会」を、また、実務担当者に対しては、月次で「購

買連絡会」を開催しています。これらの会合ではマツダの重点施策

について説明するとともに、環境保全や法令遵守の取り組みへの要

請も行っています。購買連絡会では、サプライヤーからの質問やコ

メントを書いていただくコミュニケーションシートを配布し、必要な場合

には適切に対応する仕組みを整えています。

サプライヤーとのコミュニケーションの強化

■ 国内主要販売網（2006年3月31日現在）
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販売とサービスを提供するマツダ。公正・公平な取引を基本に、環境保全やコンプライアンスの取り組みも支援しています。
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マツダはステークホルダーに対し、フェアーでタイムリーな情報開

示を実施するという方針のもと、ＩＲ活動を展開しています。

また、配当金については、各期の業績や経営環境などを勘案して決

定することを方針とし、安定的な配当の実現とその維持に努めていま

す。２００５年度は、１株当たりの期末配当金５円とさせていただきました。

内部留保資金については、競争力強化のため設備投資、研究開

発等への投資に充当していきます。 

ディスクロージャーの充実

2005年度は、好調な販売増による出荷台数の増加、商品構成

の強化による改善、円安による為替影響などによって、過去最高の

利益を達成しました。

2005年度は連結売上高2兆9,198億円（前年度比8.3％増）、営

業利益1,234億円（同48.8％増）当期純利益667億円（同45.7％

増）となり、営業利益、当期純利益ともに過去最高を達成しました。 

2005年度の経営概況

過去最高利益を達成

マツダは、株主総会を株主の皆さま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、株主さま

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、年2回の決算説明会など、タイムリーな情報公開を進

めています。 

2004年度からは、個人投資家の方へのIRニュースメールの発

信も開始。2006年には、ホームページのリニューアルを行い「個人

投資家の皆様へ」というサイトで、個人株主の皆さまへの情報提供

の充実も図っています。

  株主・投資家情報

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。

この「マツダモメンタム」において、2006年度末までの目標であっ

た「営業利益1,000億円以上」および「純有利子負債自己資本比

率100％以下」を1年前倒しで達成しました。

  マツダモメンタムについて

中期経営計画「マツダモメンタム」

2005年度のパフォーマンス報告 

株主・投資家とともに
マツダは高い収益を確保し、公正な配分に努めるとともに、フェアーでタイムリーな情報開示を進め
株主・投資家の皆さまにとっての企業価値の最大化をめざしています。

「マツダモメンタム」におけるコミットメント

2006年度

主要施策

● 連結出荷台数125万台→目標達成を延期
● 連結営業利益1,000億円以上→1年前倒しで達成
● 純有利子負債自己資本比率100％以下→1年前倒しで達成

● 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

IR（株主・投資家向け広報活動）の
基本方針と利益配分

株主・投資家とのコミュニケーション

開かれた総会をめざして

マツダのＣＳＲ活動が評価され、FTSE社がSRI（社会的責任投

資）として適正な銘柄を推奨している「FTSE4 Good」に選定されま

した。

ＳＲＩへの組み入れ

Web

Web
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主なコミュニケーション目的●株主への業績説明／タイムリーで公平な情報公開／わかりやすい情報開示／経営の透明性向上
主なコミュニケーション窓口●各種ＩＲツール／決算説明会／株主総会／財務本部ＩＲ室／総務部
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マツダでは、人事制度“とびうお”で掲げる「選択と自己実現」を実

現するために、充実したキャリア開発制度を用意しています。

  全社共通能力開発体系図

2005年度のパフォーマンス報告

社員とともに
社員がイキイキと満足感をもって仕事に取り組める風土をつくりあげるために、
マツダは教育研修や福利厚生制度を整備するのはもちろん、労働安全性にも十分配慮しています。

マツダは、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。

2003年4月から導入している人事制度“とびうお”は、「キャリア開

発支援」を中心に据え、社員が自ら主体的に考え、行動することをサ

ポートしています。

わたしたち一人ひとりが最大限の力を発揮し、「成長」「活躍」するこ

とが、企業ビジョン実現につながっていくと考えています。そのために、

最適な仕事や環境を提供し、さまざまな支援制度を展開していきます。

  人事基本データ

人事制度“とびうお”

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。

マツダ工業技術短期大学校

人事に関する基本コンセプト

Web

Web

マツダの成功

ワークライフバランスの促進

人・仕事・処遇のマッチング

社員の成功

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

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

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

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

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

選択と自己実現

選択と自己実現を支援する教育・研修制度

全社員を対象とした、主にビジネススキル取
得のためのプログラムです。就業時間中に
任意での研修受講が可能です。

幹部社員を対象とした、グローバルな視野
で戦略的な意志決定のできる次世代リー
ダーを育成するための選抜プログラムです。

全社員が受講する、全社的な視点を持ったビ
ジネスリーダー育成のためのプログラムです。

技能五輪の日本一、世界一をめざす若手
技能者を対象とした訓練コースです。

自動車製造のコア技能の伝承を目的とした
コースです。伝承者（１名）が継承者（２名）
に対し、高度な熟練を要する技能に関して、
直接指導します。

アーク溶接技量の日本一をめざす溶接技
能者を対象とした訓練コースです。受講者
の中から、全国大会優勝者7名、入賞者19
名を輩出しています。

選択研修
（集合研修、ｅラーニング）

Leading Mazda 21

マツダ・ビジネスリーダー
開発（MBLD）

技能五輪教育訓練

卓越技能者養成コース

アーク溶接技術教育訓練

プログラム名 プログラムの目的・成果
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■ 代表的な教育・研修制度の概要

MBLD♯6



マツダ・ビジネスリーダー開発 MBLD＋

クローズアップ

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年から全国大会や国際大会に、これまで373名の選手を派

遣し、全国大会では優勝27名（入賞145名）、国際大会では優勝4

名（入賞12名）の成果を修めています。

技能五輪教育研修

主なコミュニケーション目的●公正な処遇と人事評価／キャリア開発・成長支援／多様性の尊重／ワーク　 ライフバランスの促進／働きやすく安全な職場づく り／

　　　　　　　　　　　　健康の維持・増進／良好な労使関係づくり

主なコミュニケーション手段・窓口●キャリアミーティング／とびうお相談窓口／とびうおまねじめんと相談窓口／女性相談デスク／人権相談デスク／健康推進センター／

　　　　　　　　　　　　労使協議会など

※ Mazda Business Leader Development

卓越技能者養成コース

販売会社のスタッフを対象とした研修制度＋

クローズアップ
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MBLD ※は、全社員を対象として、全社的な視点を持ったビジネス

リーダーの育成、ビジネスプラン達成の促進、組織文化の変革を目

的として、2000年7月に開始しま した。

MBLDの参加者は、 講師である上司から得た経営情報を、次の

セッションでは講師となって、自らの言葉で別の参加者に説明しま

す。参加者が各自の業務課題と全社的な課題を結びつけることで、

経営戦略が全社に浸透し、上司は講師の役割を担うことで、リー

ダーとしての自覚を深めます。

2005年度は、「自分発の変革、そして品質の劇的な向上」をテー

マに、MBLD♯6 （6回目）を実施しています。

自動車製造に関するコア技能を伝承し、卓越した技能者を育成

することを目的として、1996年に「卓越技能養成コース」を開講しま

した。1人の伝承者が継承者2人に対して、2年間をかけて、教育訓

練を行います。伝承修了認定者（技能マイスター）には、マイスター

バッジが授与されます。

現在、鋳鉄鋳物、ダイキャスト、鍛造、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

立の13分野に関する「残すべき24の伝承技能」を選定しています。

1996年7月から、2006年3月までに修了者83名、 技能マイス

ター39名、広島県優秀技能者9名、現代の名工10名、黄綬褒章受

賞者6名を輩出しま　 した。

車の約７割を占める購入部品を調達する

購買部門では、自分たちが調達する部品の

品質がマツダの商品品質に直結していると

いう強い意識があります。

MBLD♯6のテーマである 「品質の劇的な

向上」は日常業務とリンクしているので、真剣

に取り組むことができました。当日、会場で宣言

した を実行し、本部員全員の

力を結集して、成果を上げたいと思っています。

営業開発部では、店長・営業スタッフの能力向上を目的とした独自

の研修体系を備えています。

2005年度には、若手社員の人材育成強化、およびそのマネジメン

トの充実に焦点をあてた研修を多数開催しました。2006年度は昨年

の研修体系をベースに店長への研修を細分化していきます。これによ

り店舗全体でのお客さま対応力を高め、結果としてお客さまにさらにご

満足していただける接客を実現できるようサポートしていきます。

  営業開発部研修の詳細

「2年目営業スタッフ研修」では、グループ

に分かれてお客さまの嗜好に合わせたカー

オプション品の提案方法を学びました。ロー

ルプレイング形式の研修なので、すぐにお客

さまへの提案へ生かせそうです。

今後も研修で学んだことを実践しながら、

お客さまとの信頼関係を築いていきたいと

思っています。

ひとことメッセージ

ひとことメッセージ

第1部品購買部

荻野 史子 

MBLDは日常業務に直結

すぐにお客さまへの提案に生かせそうです

大阪マツダ販売（株）

得本 北斗

Web



マツダでは、安定した障害者雇用率の確保に取り組んでいます。

2005年度期末での雇用率は、1.88％であり、法定雇用率1.8％を

超えています。

障害者雇用

社員

上司

人事部門

専門機関

キャリアミーティング
キャリア研修
集合研修／eラーニング

キャリアチャレンジ制度
ジョブポスティング（公募）
フリーエージェント（FA）

とびうおキャリア情報
eメール／ホームページ

「活躍」と「成長」に関する相談
キャリアカウンセラー

「心とからだの健康」に関しての相談
保健師／産業カウンセラー／
産業医

日常的コミュニケーション
会社生活における相談

とびうおコミュニティ活動

人材開発委員会
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キャリアミーティング

2004年1月から、社員のキャリア開発を支援する施策としてキャリ

アチャレンジ（公募・FA）制度を導入しています。

これは、これまで積み重ねたキャリアをもとに、社員自らが、新たな

領域・部門の仕事にチャレンジする制度です。

キャリアチャレンジ（公募・FA）制度

人・仕事・処遇のマッチング

マツダでは、多様性確保を促進するために、2005年4月から、「女

性社員採用数」「女性管理職者数」「身障者の雇用率」等について

具体的な目標を立てて取り組んでいます。

2005年度は、全項目とも目標を達成しました。今後は目標達成の

スピードに応じて目標を上方修正しながら、多様性確保に継続して取

り組んでいきます。

女性雇用の拡大と活躍の場の提供

多様性の確保のために

キャリアミーティングの主なテーマ

● 「成長」のための話し合い
・目指す将来像の確認、仕事を通じて伸ばしたい能力と
  取り組み行動の設定
・能力や取り組み行動の向上度合いの確認

● 「活躍」のための話し合い
・業務目標の設定
・達成度の確認、今後の課題の共有化
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■ 女性管理職者数（係長以上）の推移（単独）

マツダでは、上司と部下の定期的かつ公式な話し合いの場とし

て、「キャリアミーティング」（年4回）を実施しています。

これは、人事制度“とびうお”の「自分の果たすべき役割や責任を

積極的に理解してこそ、人は最大限のチカラが発揮でき、達成に向

けて努力することができる」という考えに基づき、業務目標の設定や

達成度の振り返り・目指す将来像について十分にコミュニケーション

を行い、共有化するものです。

■ キャリア開発をサポートするマツダの諸制度

マツダでは、1998年以降、女性相談デスクの設置、女性社員を

対象とした処遇の見直し、一般職採用の廃止、女性技能職・技術職

の採用、中途採用の積極化等、女性の雇用・活用の促進に対し前

向きに取り組んできました。

2005年度には、経営指標のひとつとして「多様性の促進」を掲げ、

その中で「女性社員採用数」「女性管理職者数」に関する数値目標

を立てました。2005年度はいずれの指標も目標を達成しています。

ワークライフバランス促進の観点からも、男女共に働きやすい就

業環境の実現に向け継続して取り組んでいます。

■ 女性社員採用数（単独）

採用人数（2005年度）

総人数（人）

881

うち女性（人）

111
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マツダでは、定年を60歳と定めています。本年度から、改正高齢者

雇用安定法で義務化された「65歳までの継続雇用制度」への対応

が求められていますが、マツダでは、1991年2月に「シニアファミリー制

度」を導入し、高齢者再雇用を促進してきました。

2006年4月には、「シニアファミリー制度」を見直し、「エキスパート・

ファミリー制度」を導入しました。旧制度では、適用範囲が会社の認め

た生産技能職と一部の技術職に限られていましたが、新制度では「労

使が合意した基本条件に合致する者全員」が対象となります。

高齢者再雇用人数は毎年増加しており、「エキスパート・ファミリー

制度」の下、高齢者再雇用の促進と経験や技術・技能の伝承に努め

ていきます。

マツダでは、安定した障害者雇用率の確保に取り組んでいます。

2005年度期末での雇用率は、1.88％であり、法定雇用率1.8％を

超えています。

高齢者雇用

マツダでは、人事制度“とびうお”で掲げる「ワークライフバランス促

進」を実現するために、さまざまな制度を設けています。　

● スーパーフレックスタイム　2000年導入

社員が自主的、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の職場

に導入しています。

● 看護休暇　2003年導入

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。看護の対象を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。2005年度は、35名が利用しました。

● 半日有給休暇制度　2001年導入

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。

● 育児・介護についての勤務特例　2002年導入

子育てや家族の介護を行う必要のある社員は、短時間勤務、時差

勤務など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

の場合は「末子が小学校２年生になるまで」、介護の場合は「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。2005年度は、73名が利用しました。

● 有給休暇の計画取得の推進

労使で有給休暇の計画的な取得推進を行っています。2005年

度の組合員年平均取得日数は17日であり、取得率は約90％となっ

ています。

  その他のワークライフバランス促進のための制度

  マツダ共済会の活動

ワークライフバランスの促進

障害者雇用

社員

上司

人事部門

専門機関

キャリアミーティング
キャリア研修
集合研修／eラーニング

キャリアチャレンジ制度
ジョブポスティング（公募）
フリーエージェント（FA）

とびうおキャリア情報
eメール／ホームページ

「活躍」と「成長」に関する相談
キャリアカウンセラー

「心とからだの健康」に関しての相談
保健師／産業カウンセラー／
産業医

日常的コミュニケーション
会社生活における相談

とびうおコミュニティ活動

人材開発委員会
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キャリアミーティング

2004年1月から、社員のキャリア開発を支援する施策としてキャリ

アチャレンジ（公募・FA）制度を導入しています。

これは、これまで積み重ねたキャリアをもとに、社員自らが、新たな

領域・部門の仕事にチャレンジする制度です。

キャリアチャレンジ（公募・FA）制度

人・仕事・処遇のマッチング

マツダでは、多様性確保を促進するために、2005年4月から、「女

性社員採用数」「女性管理職者数」「身障者の雇用率」等について

具体的な目標を立てて取り組んでいます。

2005年度は、全項目とも目標を達成しました。今後は目標達成の

スピードに応じて目標を上方修正しながら、多様性確保に継続して取

り組んでいきます。

女性雇用の拡大と活躍の場の提供

多様性の確保のために

キャリアミーティングの主なテーマ

● 「成長」のための話し合い
・目指す将来像の確認、仕事を通じて伸ばしたい能力と
  取り組み行動の設定
・能力や取り組み行動の向上度合いの確認

● 「活躍」のための話し合い
・業務目標の設定
・達成度の確認、今後の課題の共有化

Web
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社内保育施設「わくわくキッズ園」＋

クローズアップ

社員とともに
2005年度のパフォーマンス報告
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■ 女性管理職者数（係長以上）の推移（単独）

マツダでは、上司と部下の定期的かつ公式な話し合いの場とし

て、「キャリアミーティング」（年4回）を実施しています。

これは、人事制度“とびうお”の「自分の果たすべき役割や責任を

積極的に理解してこそ、人は最大限のチカラが発揮でき、達成に向

けて努力することができる」という考えに基づき、業務目標の設定や

達成度の振り返り・目指す将来像について十分にコミュニケーション

を行い、共有化するものです。

■ キャリア開発をサポートするマツダの諸制度
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■ 高齢者雇用の推移（単独）

マツダでは、1998年以降、女性相談デスクの設置、女性社員を

対象とした処遇の見直し、一般職採用の廃止、女性技能職・技術職

の採用、中途採用の積極化等、女性の雇用・活用の促進に対し前

向きに取り組んできました。

2005年度には、経営指標のひとつとして「多様性の促進」を掲げ、

その中で「女性社員採用数」「女性管理職者数」に関する数値目標

を立てました。2005年度はいずれの指標も目標を達成しています。

ワークライフバランス促進の観点からも、男女共に働きやすい就

業環境の実現に向け継続して取り組んでいます。

■ 女性社員採用数（単独）

採用人数（2005年度）

総人数（人）

881

うち女性（人）

111

マツダは、2002年度に、子育て中の社員のために、未就学児童

向けの社内保育施設「わくわくキッズ園」を設置しました。

手作り給食の実施や体調不良児室の設置などによる安心できる

保育環境づくりに取り組んでいます。また長時間保育だけでなく緊急

時の一時保育も可能です。
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わくわくキッズ園は、子どもが1歳になった

去年9月から利用しています。職場に近いの

で何かあってもすぐ駆けつけることができます

し、マツダ病院との連携もしっかりしているの

で安心です。もし2人目が生まれたら、また利

用したいと思っています。

車体技術部

大西 渉

ひとことメッセージ

職場に近く、病院との連携もあって安心



マツダでは、安全健康基本理念に基づき、人づくり、職場づくり、仕

組みづくりの活動を進めています。

2004年に発生した重大災害を受けて、「安全健康基本理念」の

制定や会社員による「安全の誓い」、態度変容教育など啓発活動・

教育・設備の安全化に取り組んだ結果、2005年度は、重大災害は

ゼロで休業災害も減少しました。また、有害環境（粉じん、有機溶剤

など）、騒音環境、温度環境の改善およびマツダとして独自の基準を

持ち作業負荷軽減活動を行っているエルゴノミクス対策にも積極的

かつ計画的に取り組み、人にやさしい職場づくりを推進しています。

今後は、マツダ本社のみならず、グループ各社に対しても、本社と同

レベルの安全衛生管理ができるよう、さらなる支援を行っていきます。

  労働安全衛生に関する教育・研修

2005年度は、「第3次オールマツダゼロ災害運動3カ年計画」の初

年度であり、災害の未然防止をめざして、「マツダ安全衛生マネジメン

トシステム」を導入しました。

具体的には、プロセス指向型への変革の一貫として、年間計画の

PDCAを確実に回すための担当者の養成などに取り組みました。ま

た、文書化の推進に関しては、業務標準・手順書の整備、リスクアセス

メントに関しては、リスクアセスメント者の養成とアセスメントの実施に

取り組みました。

2006年度は、部門間の相互研鑚と部門の自立型活動をめざし、

内部監査者の養成と監査の実施に取り組みます。

  マツダ安全衛生マネジメントシステムがめざすもの

安全な職場環境

マツダでは、経営陣（安全衛生関係役員、各本部長）と労働者代表

（労働組合執行部）からなる合同委員会「総合安全衛生委員会」を設

置し、公式の取り決めに従って、安全衛生に関して次年度の活動方

針・重点施策等を審議、決定しています。

  安全衛生に関する労働組合との公式の取り決め

総合安全衛生委員会

マツダ安全衛生マネジメントシステム

「安全と健康」 これこそ働く私たちの原点です。
　　　　　　これこそ最も価値のあるものです。

「人」こそ宝！ この宝を守るために
　　　　　 私たちは不断の努力を続けます。

安全衛生マネジメントシステムを導入し、災害ゼロから危険ゼロの
職場づくりを進めます。

安全ルールを徹底して守れる職場風土を醸成します。

生活習慣の改善とメンタルヘルス対策を促進します。

作業環境・作業方法の改善を促進し、快適な職場づくりを目指し
ます。

マツダグループ全体の安全衛生管理のレベルアップを目指します。

設備の本質安全化、行動災害の撲滅などにより、労働災害ゼ
ロを目標としています。

作業環境改善、作業改善などにより、快適な職場づくりを目標
としています。

生活習慣改善、メンタルヘルス活動により、疾病休業件数の
低減、健康増進を目標としています。

防火・防災対策を進めリスク管理の徹底を目標としています。

交通安全モラルを高め、すべての人の規範となる安全運転マ
インドの向上を目標としています。

安全：

衛生：

健康：

防火：

交通：
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働く人の安全と健康のために

Web

Web

Web

2006年度活動方針

安全健康基本理念

1.

2.

3.

4.

5.

安全衛生活動の目標

■ 休業度数率※
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※ 休業度数率：100万延べ実労働時間当たりの休業災害発生件数で、
　 災害発生の頻度。
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マツダでは、全社的な健康づくり活動として「生活習慣改善の推

進」と「メンタルヘルス対策の強化」を重点目標に掲げ、喫煙対策、

ウォーキング推進、メンタルヘルス推進などに取り組んでいます。

全社の喫煙率27％を目標に、200４年にはオフィス領域での分煙

化を完了。2005年9月には、構内のタバコ自動販売機を撤去しまし

た。これらの取り組みの結果、喫煙率は2001年には51.4％であった

ものが、2005年には40.1％にまで低下しました。

メンタルヘルス対策については、全社の心の健康づくり指針として

「マツダハートフルプラン」を策定し、ラインケアの促進・セルフケアの

向上・快適職場に向けての環境整備を推進しています。

また、職場内のコミュニケーションの活性化を目的とした「贈ろう！こと

ばの花束運動」は全社活動として取り組んでいます。

上記の重点目標達成のための施策と並んで、定期的な健康診断

と、その診断結果に基づいた個別指導も実施しています。

  喫煙対策、ウォーキング推進の詳細

  2005年度の健康診断とメンタルヘルスケアの実績など

健康の維持・増進

マツダでは、2003年4月から、過重労働による健康障害対策として、

長時間勤務者に対して、産業医面接・保健師指導を実施しています。

　対象者は次の（A）（B）の項目に該当する従業員です。

（Ａ）単月の超過時間が100時間以上、または2～6カ月の平均超

過時間が80時間以上におよぶ場合

（Ｂ）45時間以上で産業医が必要と認めた場合

対象者に対して、2005年度には、377件の保健師指導と133件

の産業医面接を実施しました。

過重労働による健康障害と事故の防止

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」を採択しました。

  マツダ21世紀労使共同宣言の詳細

マツダ21世紀労使共同宣言

組合員の労働条件に影響を与える雇用調整に関しては、労働組

合への事前説明、協議・決定を基本としています。2005年度はこれ

に該当する事案はありません。

雇用調整
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誇り得る労使関係

Web

Web

Web

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。

労使相互コミットメントの概要
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
3. 魅力的かつ先進的な労働条件確立への努力
4. 従業員の成功に向けた最大限の支援
5. 社会とのコミュニケーションの深化発展

マツダ21世紀労使共同宣言

マツダウォーキング＆ハイキング大会

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」などさまざまな協議の場を設け、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。 

労使協議会

社員とともに
2005年度のパフォーマンス報告



■ マツダの社会貢献活動ツリー

マツダでは、下記の基本理念と活動方針のもと、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。

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

マツダグループ

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

学術・教育

● 科学技術振興研究助成（マツダ財団）
● 青少年健全育成研究助成（マツダ財団）
● 大学講議（マツダ財団）
● 中学校・高校への講師派遣

文化・芸術

● 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

国際交流

● マツダ/YFUスカラシッププログラム
● 国際交流団体への出資、人材派遣
● 留学生への奨学金支援
● ボランティアによるホームステイ受け入れ

社会福祉・医療

● 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

スポーツ

● 広島東洋カープ出資
● サンフレッチェ広島出資、人材派遣
● 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

環境保全・防災環境

● 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

地域振興

● 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）

地域交流

● 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

2005年度のパフォーマンス報告

地域・社会とともに
マツダは企業市民として地域貢献活動や地域コミュニケーションに努めるとともに、
学術・教育・文化・自然保護など幅広い方面での社会貢献・国際貢献活動にも継続的に取り組んでいます。

マツダグループの地域貢献活動の考え方
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地域社会

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。



■ マツダ地域貢献委員会組織図

マツダは社会貢献活動のなかでも、特に地域社会のニーズに即し

た活動を積極的かつ永続的に展開することを重視しています。それ

は、「地域社会はグループ企業の存在基盤であり、地域の人々に喜

ばれ、感動を分かち合い、手を携えていくコミュニティ活動こそ、良き

企業市民としての大切な役割である」と考えるからです。

このような方針のもと、1993年に業務管理本部長を委員長とし、

社内関係部門やグループ会社を代表する委員からなる「マツダ地域

貢献委員会」を設立しました。マツダの地域貢献活動は、同委員会

と、運営主体となる推進委員を中心に展開しています。

マツダ地域貢献委員会を中心として

約20年前から毎年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。2005年度は西志和農園

（東広島市）、瀬野川学園（広島市）など6カ所、延べ169人が施設

を訪問しました。

施設訪問ボランティア

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

マツダOB会

主なコミュニケーション目的●学術・教育・文化・芸術の支援／環境保全・地域の防災支援／国際交流の活発化／地域振興と交流の促進／社会福祉、医療の支援／スポーツ支援 
主なコミュニケーション手段・窓口●総務部コミュニティグループ／各事業所総務部／ マツダ財団／マツダミュージアム
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東友会会員各社

各本部
関係会社

マツダ労働組合
人事本部労政部

地域貢献推進委員

業務管理本部総務部

事務局

副委員長
総務部長・

マツダ労働組合副執行委員長

委員長
（業務管理本部長）

委員

人事本部労政部
マツダ労働組合
広島本社工場

R&D業務効率化推進部
関係会社

東友会協同組合

ボランティア活動

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

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

て身近な環境保全に努めています。

2005年度は延べ2,929名の社員が清掃活動に参加しました。

清掃ボランティア

西志和農園でのサツマイモの植付け 太田川クリーンキャンペーン



マツダグループの社員を対象に書き損じなど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、フ

ラワーフェスティバルでのチャリティビンゴ売上金を加え、広島県内と

防府市内の社会福祉協議会に車椅子を寄贈しています。この取り

組みは1996年から継続しており、これまでの累計寄贈台数は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

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会社の社員を登録しておき、

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。

2005年度は、地域清掃などの環境美化、災害活動の支援、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34件の活動に105人

が参加しました。

マツダボランティアセンターの活動

地域社会がイベントなどを実施する際に、人材が必ずしも十分で

ないケースもあります。そのため、地域に対する人的貢献のための組

織として「マツダスペシャリストバンク」を1994年に設立しました。同

バンクは、マツダおよびグループ会社の社員のなかで、専門的な知

識・技術・技能や長年培ってきた特技・趣味などを持つ人材を登録

し、地域からのさまざまな要請に応えていこうとするものです。

2005年度は、講演やスポーツ・レクリエーション指導など多彩な

ジャンルに、103件の活動（派遣）を行いました。

  マツダスペシャリストバンクの活動実績

マツダスペシャリストバンクの活動

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

｢防府市の活性化、街づくりのために企業や商店街などが協力し

よう｣との思いから生まれた「愛情防府運動」。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月から始まったこの運動に参加し、防府工場

総務部内に事務局を置いています。

「愛情防府運動」への参加 

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

からプロ活動までを幅広くサポート。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。

スポーツ・文化活動の支援
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ふれあい活動

地域とのコミュニケーションや社会科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、三次事業所で工場見学を受け

入れています。

2005年は、3事業所合わせて、約79,000人を受け入れました。

工場見学の受け入れ

マツダコミュニティ駅伝

Web



企業活動の一環として、地域経済・産業の活性化のため、学術・

教育、文化・芸術、国際交流、スポーツ振興等さまざまな分野に寄付

活動を行っています。

2005年度は、マツダ財団、地域社会等に約1億5,000万円を寄

付しました。

マツダ自然保護基金では、The Wildlife & Environment Society

（野生生物と環境を保護する団体）、Endangered Wildlife Trust（絶

滅危惧野生動物を保護する団体）と連携して、南アフリカ共和国の

河川や森林、野生動物の保護、環境教育・技術養成、地域開発や

雇用創出に対して年間約1.5百

万ランドの助成を行っています。

このような活動が評価され、

2004年11月に米国商工会議

所のスターズ・オブ・アフリカ賞を

受賞しました。

南アフリカにおける自然保護

イタリアでの社会貢献活動
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1994年5月に設立したマツダミュージアムを2005年2月に全面リ

ニューアルしました。設立以来、2006年3月末で819,324人の方に

ご来館いただいています。

「マツダミュージアム」は、中四国地方で唯一の自動車産業見学

施設であることから、今後も社会学習や地域のコミュニケーション活

動に積極的に活用していきます。

2005年度は、主な活動として、社会科学習支援研修会（小学校

の先生対象）や、からくり工作教室、船積み見学会などを行いました。

  マツダミュージアム

マツダＲ＆Ｄセンター横浜では、交流活動として技術展示イベント

などを通じ見学者の受け入れを行っています。また、マツダ車のオー

ナーズクラブやNPOなどとの協力によるチャリティフリーマーケットの

開催、メイクアウィッシュ（難病の子の夢をかなえる活動団体）への寄

付、サンタクロースになって福祉施設を回る活動など社会奉仕活動

を行っています。

地域交流や社会学習にも活用

マツダミュージアムの活動

横浜地区での活動

マツダセールスタイランド（株）は、チェンマイ市にあるバン・サンタ・クルー

スで活動中の日本人によるHIV患者支援のボランティア団体「チェンマ

イ・ヒロシマ ピアグループ」にMazda3（マツダアクセラ）を寄贈しました。

寄贈したMazda3はボランティアスタッフが施設や病院を訪問す

る際に活用される予定です。

タイのボランティア団体にMazda3を寄贈

海外での社会貢献活動

地域・社会とともに
2005年度のパフォーマンス報告
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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、病で

苦しむ子供たちを支援するNPO団体「ピーターパン」の活動をサポー

トしています。2005年には、7カ所の施設にマツダ車を寄贈しました。

また、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「AISM

（多発性硬化症協会）」のオフィシャルパート

ナーを2002年からつとめています。

Mazda3の贈呈式の後、ボランティア団体のスタッフとともに

多方面への寄付・支援活動



Social & Environmental Report 200655

マツダ財団では、青少年の科学離れへの対応として小中高校生

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”を広島大学と共同で展開して

います。

子供たちに「科学するこころ」と楽しさを＋

クローズアップ

広島大学助教授

山本 公平氏

科学技術の振興と青少年の健全育成のために

マツダ財団USAは、New Detroit Science Center／ニュー・デト

ロイト・サイエンス・センターへの助成を行い、同センターが行う課外授

業に地域の学生や教員を招待しています。

科学技術振興への助成

マツダ財団USA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。

22年間で200人以上の米国人高校生が日本でホームステイを体

験し、異文化交流を行っています。日本滞在中にはマツダ本社を訪

れ、社長との交流や工場見学などによって自動車メーカーについての

理解を深めています。

マツダ／YFUスカラシッププログラム

マツダ財団USAは、マツダの「Save Our American Resource／

セーブ・アワ・アメリカン・リソース」プログラム支援のために、Student 

Conservation Association／学生自然保護協会と提携しており、

寄付金は50州それぞれの州立公園、国立公園に自然保護インターン

を配置するために活用され、米国の自然保護に役立てられています。

アメリカの自然保護の支援

マツダ財団の活動

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

するプログラムを追加しています。

マツダ財団USAの活動

Web

マツダミュージアムを見学する米国の高校生たち

「マツダ財団」は1984年、科学技術の振興と青少年の健全育成

のための助成などを行い、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年度は研究助成、市民活動支援、大学寄付講義、講演

会等の活動を展開しました。

2006年3月31日までの累積

研究助成実績は、合計1,171

件、助成額10億7,131万円と

なっています。

  マツダ財団の事業報告 宮尾登美子氏講演会

2005年度は、中学生を対象とした「ジュニ

ア科学塾～原生動物ミドリゾウリムシの不思

議」や高校生を対象とした「科学塾～高校生

がチャレンジする相対性理論の世界」等を実

施しました。

ひとことメッセージ

中高生向けの科学塾を実施
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地域・社会とともに
2005年度のパフォーマンス報告

マツダ財団ニュージーランドでは、Whangarei Native Bird 

Recovery Centre／ファンガレイ野鳥保護センターに2,500ドルを

寄付しました。

同センターは、毎年1,300羽もの傷ついた野鳥を保護するととも

に、ニュージーランドの国鳥であるキウイの孵化にも取り組んでおり

過去12年間で120羽のキウイが誕生しています。

野鳥保護センターの活動を支援

2005年度、マツダ財団オーストラリアは、クイーンズランド大学健

康科学学部に5万ドルを寄付しました。クイーンズランド農村部で実

施される、コミュニティをベースとした精神衛生サービスに関するパイ

オーストラリア総合メンタルヘルス・イニシアチブ・プロジェクト

マツダ財団ニュージーランドの活動

ニュージーランドでの環境、文化・芸術、教育分野への助成を主た

る目的に2005年11月に設立し、2006年から実質的な活動を開始

しました。

1990年の設立以来、コロンビア国内で教育と文化活動に助成

を行っています。

物理学や数学、古典音楽などの分野で大学院教育に奨学金を

提供するとともに、中世古典の研究プロジェクトや「ヤング・マツダ・

ミュージシャン」コンテストを実施しています。

また、海外から音楽家を招聘するクラシック音楽のコンサートを15

年間で144以上開催し、12万人以上を招待しています。

マツダ財団コロンビアの活動

マツダ財団オーストラリアの活動

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、各地からの寄付によってさまざまなプロジェクトを支

援しています。

野鳥保護活動

メンタルヘルス救急インストラクターコース マツダ奨学生たち

ロットプログラムを経済的に支援することが目的です。

3年間にわたり、助成金とマツダ車を提供し、クイーンズランド大学

が進めるオーストラリア総合メンタルヘルス・イニシアチブ・プロジェク

トをサポートしています。
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マツダ地球環境憲章

環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」

事業活動と環境負荷の全容／ＬＣＡの取り組み

環境会計

製品開発・研究開発
　排出ガスのクリーン化／燃費の向上／車両の軽量化／クリーンエネルギー車の開発
　新車のリサイクル性向上／車両騒音の低減／環境負荷物質使用量の低減

生産における環境負荷低減
　省エネルギー（地球温暖化防止）／廃棄物の削減／化学物質の排出削減
　水の有効利用と排水による汚濁防止／大気汚染の防止／感覚公害の防止
　その他の環境対策／自然環境保全への取り組み／グリーン調達の推進

物流における環境負荷低減
　物流にかかわるCO2削減／梱包・包装資材の削減

使用済み自動車のリサイクル
　自動車リサイクル法に基づくリサイクルの推進
　使用済み自動車のリサイクル技術の調査・研究など

オフィス・販売会社での取り組み

環境コミュニケーション

環境マネジメント
　環境マネジメントシステム／環境監査／環境事故・苦情と環境法令遵守の状況
　環境リスクマネジメント／環境教育

2005年度のパフォーマンス報告

地球環境とともに
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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）の視点から見

直しました。

環境への取り組みは自動車リサイクルなどグループ会社と共同

で進める活動が増えているため、新しいマツダ地球環境憲章では、

その対象をマツダ単体からグループ企業にまで広げ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。

環境理念
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

基本理念
● 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。

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

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

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

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

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

（１９９２年制定、２００５年４月改定）
※ 2005年11月改定
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マツダ地球環境憲章
制定から13年を経たマツダ地球環境憲章。今回、活動実態に見合った表現に改訂しました。
今回の改訂で、グループ企業と一体となって地球環境保護に取り組む姿勢を表明しています。

2005年度のパフォーマンス報告

グループ全体で地球環境保全に取り組む



取り組み項目／方針⑧ 自動車リサイクルの推進（開発段階）

取り組み項目／方針⑥ 環境負荷物質使用量の低減

取り組み項目／方針⑦ 車室内VOC（揮発性有機化合物）の低減

取り組み項目／方針④ 自動車騒音の低減

取り組み項目／方針② 燃費の向上

取り組み項目／方針③ 車両の軽量化

取り組み項目／方針⑤ 代替燃料車の開発

2010年度目標

1. 環境を配慮した技術と商品の創造

取り組み項目／方針① 排出ガスのクリーン化

2005年度目標 標目度年6002績実度年5002

［日本］大部分の乗用車でSU-LEV（★★★★）

を達成する。

2005年末までにSU-LEV／U-LEVを乗用車

の90％で達成する。

・MPV、プレマシー、デミオ、アテンザ、ベリーサ、

アクセラでSU-LEVを取得した。

・乗用車の92.3%（SU-LEV75.1%、

 U-LEV17.2%）で達成した。

［米国］Tier2／LEV2規制に適合した低排出

ガス車の導入を推進する。
Tier2／LEV2規制適合車を拡大する。 大部分の車種でTier2／LEV2規制に適合した。

［日本］SU-LEV（★★★★）の導入を拡大する。

全ての車種で、Tier2／LEV2規制に適合する。

［欧州］次世代クリーンディーゼル車を開発、

導入する。

Euro4規制を上回るDPF装着ク リーンディーゼ

ル乗用車を導入する。

Mazda3（アクセラ）、Mazda5（プレマシー）、

Mazda6（アテンザ）でDPF装着ディーゼル

エンジンを導入した。

クリーン性能をさらに高めたディ－ゼル車の開

発を推進する。

［日本］2010年度燃費基準を乗用車の全重

量ランクで継続的に達成、さらなる燃費向上

を推進する。

2010年度燃費基準を乗用車の全重量ランク

で達成する。

2010年度燃費基準を乗用車の1.5tランクを除

く全重量ランクで達成した。

2010年度燃費基準を乗用車の全重量ランク

で達成する。

[米国]将来、より厳しくなると予想されるCAFE

規制値（企業平均燃費規制値）に適合する。

CAFE規制値 （乗用車：27.5mpg、商用車：

21.0mpg）に適合する。
乗用車、商用車共に適合した。 CAFE規制値適合を継続する。

［欧州］企業平均CO 2発生量の低減を推進する。 企業平均CO 2発生量を2004年度よ り低減する。
企業平均CO 2発生量を2004年度比4.6g／km

（社内算出値）低減した。

企業平均CO 2発生量を2005年度よりさらに

低減する。

車両重量の自主目標を達成する。 軽量化を推進する。
ロードスターにアルミ製ボンネット/トランクリッド

を採用するなど軽量化を推進した。
軽量化を一層の推進を行う。

最新の騒音規制より厳しい自主基準値に

適合する。
全車両で自主基準値に適合した。 全車両で、自主基準値の適合を継続する。

バイオ燃料や合成燃料などの代替燃料対応

技術の開発を推進する。

B5燃料に対応する。（B5はバイオマス燃料5％

を含む燃料を意味する）
B5燃料対応技術を欧州に導入した。 代替燃料対応技術の開発を推進する。

六価クロム：2006年末 全廃する。 使用部品数を低減する。 一部部品で代替技術を開発して使用を廃止した。 2006年末 全廃する。

鉛：全廃する。（免除部品を除く） 。たし止廃き除を品部除免。るす減低を数品部用使

免除部品を除き廃止した。

免除部品を除き廃止した。

全廃する。（はんだ、バッテリー、鉛快削鋼等を

除く）

水銀：全廃する。（免除部品を除く） 使用部品数を低減する。
全廃する。（液晶ディスプレイ、ディスチャージ

ヘッドランプ等を除く）

カドミウム：全廃する。

カーエアコン冷媒の削減：1995年度比HFC

使用量20%以上削減する。

使用部品数を低減する。

1995年度比HFC使用量10%以上削減する。

1995年度比HFC使用量10%以上削減する

開発を推進した。（デミオ、ベリーサ、アクセラ、プ

レマシー、アテンザ、ロードスター、RX-8、MPV）

全廃する。

1995年度比HFC使用量10%以上削減する。

代替フロンHFC134ａ を使わず環境負荷の低

い新冷媒の開発・採用を推進する。

環境負荷の低いエアコン用新冷媒の開発を

推進する。
環境負荷の低いエアコン用新冷媒の開発を

推進した。

RX-8に加え、MPVのバンパーに、バンパーリサ

イクル材を採用した。

バンパーtoバンパーリサイクル技術の開発を推

進する。

独自のバンパーtoバンパーリサイクル技術の適

用を拡大する。

最先端のバンパーリサイクル技術を開発し、リサ

イクル材の新車部品への再利用を推進する。

産学官の共同開発によって高強度、高耐熱性

バイオプラスチックを開発した。
バイオプラスチック部品の開発を推進する。バイオプラスチック材料の基礎技術を開発する。

自動車内装部品に使用できる外観品質、強

度、耐熱性に優れたバイオプラスチックの開

発・実用化を推進する。

環境負荷の低いエアコン用新冷媒のさらなる

開発を推進する。

厚生労働省の定めた室内濃度指針値に全新

型車で適合する。
車室内VOC低減を推進する。

・VOCの排出の少ないボディ シーラーを採用した。

・一部内装部品で低VOC対策を実施した。

・主要車種にアルデヒド除去機能付き脱臭フィル

ターをオプション設定した。

厚生労働省の定めた室内濃度指針値に適合

（自工会自主目標）できるVOC低減技術を確立

する。

解体・リサイクル容易な新車開発推進する。
新型車のリサイクル可能率90%以上を達成

する。

MPV、ロードスターでリサイクル可能率90％以

上を達成した。

プラスチック部品等について、さらなる解体・リ

サイクル容易な開発を推進する。

水素ロータリーエンジン車の開発と導入を推進

する。

ハイブリッド車の開発を推進する。

水素ロータリーエンジン車の市場導入を開始

する。

トリビュートハイブリッドを市場に導入する。
トリビュートハイブリッド10台を米国オレンジカ

ウンティ消防局へ提供した。

・世界で初めて水素ロータリーエンジン車

「RX-8ハイドロジェンRE」 をリース販売し、エネ

ルギー関連企業2社に各1台ずつ納車した。

・プレマシーRE-HEVを東京モーターシ ョーに出展した。

水素ロータリーエンジン車の開発と市場導入

の拡大を推進する。

ハイブリッド車の開発を推進する。

取り組み項目／方針⑫ VOC排出量低減

3. クリーンさを追求する事業活動

塗装面積あたりVOC排出量30g／㎡とする。 塗装面積あたりVOC排出量35g／㎡とする。
塗装面積あたりVOC排出量34.3g／㎡まで削

減した。
塗装面積あたりVOC排出量34.0g／㎡とする。

取り組み項目／方針⑩ 温暖化防止

取り組み項目／方針⑪ 自動車リサイクルの推進

2. 資源・エネルギーを大切にする事業活動

取り組み項目／方針⑨ 廃棄物の低減

国内生産領域で全埋立廃棄物量をゼロレベ

ルにする。

・直接埋立廃棄物を1990年度比１％以下

（680t／年）にする。

・廃棄物の削減やリサイクルの推進により、焼

却炉を停止し焼却灰をゼロ化する。

・直接埋立廃棄物量は1990年度比0.5％を達

成した。（356ｔ／年）

・計画どおりに焼却炉を停止した。

全埋立廃棄物を1990年度比0.4％以下

（300t／年）にする。

梱包・包装領域で1999年度比資材使用量を

30%削減する。

梱包・包装資材使用量を1999年度比19.1%

削減する。

梱包・包装資材使用量を1999年度比20.5%

削減した。

梱包・包装資材使用量を1999年度比23.3%

削減する。

国内生産領域で1990年度比CO 2の排出量

を10％削減する。
1990年度比排出量を5％削減する。 1990年度比排出量を24.2％削減した。 1990年度比排出量を8％削減する。

物流領域でCO 2排出量を1999年度比15%

削減する。

物流領域でCO 2排出量を1999度年比11%

削減する。

物流領域でCO 2排出量を1999年度比12％

削減した。

物流領域でCO 2排出量を1999年度比14%

削減する。

・2015年規制値を早期達成する。

・ASRリサイ クル率：70％、車両全体のリサイク

ル実効率：95%

ASRリサイ クル率（車両全体のリサイクル実効

率）の向上を推進する。

ASRリサイ クル率63％、車両全体のリサイクル

実効率94％を達成した。

ASRリサイ クル率（車両全体のリサイクル実効

率）のさらなる向上を推進する。

マツダ特約販売店からの廃バンパーの回収量

を拡大する。
本674,25 量収回上以本000,25 量収回 回収量 60,000本以上
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環境中期計画「マツダグリーンプラン2010 」
事業活動のあらゆる側面で環境負荷を低減するために、2006年、「環境行動推進計画」を発展させた

環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」を策定。取り組み項目と方針を明確化し、着実な達成に向けて取り組んでいます。

2005年度のパフォーマンス報告

2010年度目標 標目度年6002績実度年5002標目度年5002

取り組み項目／方針⑯ 社会とのコミュニケーション推進

取り組み項目／方針⑰ 社会貢献活動の推進

5. 社会や地域と共に、よりよい環境づくり

環境イベントの開催、積極的参加を行う。

・エコカーワールド、環境月間環境展へ出展する。

・社会・環境報告書2005を発行する。

・チームマイナス6％の活動を推進する。

・エコカーワールド、環境月間環境展へ出展した。

・社会・環境報告書2005を発行した。

・環境イベントの開催、積極的参加を行う。

・チームマイナス6％の活動を推進する。

・地域清掃ボランティアに積極的に参加する。

・環境教育への講師派遣を行う。

・地域清掃ボランティアに参加する。

・環境教育への講師派遣を行う。

・地域清掃ボランティアに参加した。

・環境教育への講師派遣を行った。

・地域清掃ボランティアに積極的に参加する。

・環境教育への講師派遣を行う。

取り組み項目／方針⑮ 部品販売会社の環境保全活動推進

取り組み項目／方針⑭ 販売会社の環境保全活動推進

取り組み項目／方針⑬ 購買取引先との活動充実

4. 事業活動の仲間と共に、よりよい環境づくり

取引先での環境マネジメントシステム（EMS）

構築を促進する。取引先へのEMSの維持と充

実を図る。

主要取引先にISO14001の取得を要求する。

（目標取得率97％）

主要購買取引先の97％がＩＳＯ14001を取得

済み。

・主要取引先に環境マネジメントシステム構築

を要求する。（目標構築率100％）

・地元2次取引先にも取り組みを拡大する。

・連結対象販売会社（19社）にEMSを構築す

る。2006年度より、順次、重点販売会社を設

定して展開する。(2007-2008年度)

・オーナー系販売会社も含めて認定制度を展

開し、取得する。（2008-2009年度)

・MECA21確認書に最新の環境法令の遵守を

反映する。（1.環境法令遵守、2.産業廃棄物

の適正処理）

・2005年度下期に説明会を開催し、試験的に

実施して2006年度に全社展開するように準

備を進める。

MECA21確認書への環境法令の反映が遅

れたが、2006年度に導入するよ うMECA21

確認書等の資料や運営方法の準備を進め

た。2006年度上期よりMECA21の導入教

育、トライアルを開始した。

MECA21を全販売会社に展開する。 EMS構

築に向け、マツダ、マツダアンフィニ系販売会

社でテスト展開をスタートする。

マツダ部品販売会社（13社）でマツダEMSを

導入する。
部品販売会社にEMSを導入、運用する。

部品販売会社のEMS構築活動をスター トした。

（EMS説明会、先行5社構築指導会の実施）

先行5社がEMSマニュアルを策定する。 EMSモ

デル部品販売会社1社の認定取得をめざす。

最新の騒音規制より厳しい自主基準値に

適合する。



出荷台数※5

マツダは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、

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。

低公害車等の出荷台数（国内） 198,229台

自動車リサイクル量※4

 

物 流

● 効率的な物流によるCO2削減
● 梱包・包装材の削減やリサイクル

販売・お客さまの使用

● お客さまへ啓発
● 環境法令遵守と環境美化の推進
● 損傷したバンパーの回収

使用済み自動車

● 適切な回収・再資源化

52,476本

水素自動車
天然ガス自動車
ディーゼル代替LPG自動車
低燃費かつ低排出ガス認定車※6

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50%低減レベル ☆☆
平成12年基準排出ガス25%低減レベル ☆

2台
18台
134台

137,854台
56,239台
3,909台
73台

1,148,653台  

国内　290,012台
海外　858,641台

数値は2005年度（2005年4月～2006年3月）のマツダ株式会社単独の実績です。

購 買

● 取引先のISO14001認証取得の
　 促進
● グリーン調達の推進
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事業活動と環境負荷の全容
マツダは事業活動のすべての領域で環境負荷低減に取り組むために、環境データの把握に努めています。
また、優れた環境技術を取り入れた商品をお客さまに提供することで地球環境保全に貢献したいと考えています。

2005年度のパフォーマンス報告 2005年度のパフォーマンス報告

LCAの取り組み
マツダは自動車を製造する過程でも、お客さまのご利用段階でも、使用後も、
あらゆる側面から環境負荷を検証し、自動車のライフサイクル全体での環境負荷低減をめざします。

損傷バンパー
回収・リサイクル

シュレッダーダスト（ＡＳＲ） エアバッグ類 フロン類
総引取り量

再資源化重量

引取り台数

29,106t

18,373t

167,835台

再資源化重量 

引取り量

引取り台数

5,014.2kg

51,473個

32,404台

総引取り量

引取り量

引取り量

CFC

合計 42,110ｋg

14,938ｋg

27,172ｋg

129,516台

50,289台

79,227台

総引取り台数

引取り台数

引取り台数
HFC

生産領域における成果

※4 自動車リサイクル法に基づく2005年度の実績値。詳細は83ページの「使用済み自動車のリサイクル」をご参照ください。※1 生産工程のみ

※5 車両、海外生産用部品、OEM車などを含む
※6 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。

化学物質
排出・移動量

温室効果ガス※2
排出量

SOX
排出量

NOX
排出量

排水量

直接埋立
廃棄物

排出量

移動量

1,315t

14t

原材料等購入量

原材料（鉄、アルミ等）

紙

26.3万t

297.9t

エネルギー使用量※1

784万m3

356t

化学物質投入量

8,836t

582t

882t

100.1万t-CO2

8,901×103GJ 内雨水使用量 2.7万m3／年

 1,626.3万m3／年

水使用量

NOX

SOXCOX

生 産

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

研究開発

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

エネルギー種別
6,045
    12
1,238

電 力
Ａ重油
Ｃ重油

19
11
10

灯 油
軽 油
ガソリン

    55
1,078
  433

ＬＰＧ
都市ガス
コークス

　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。

● ＣＯ2排出量を1990年  
  度比で24.2％削減※3

● 直接埋立廃棄物量を
　 1990年度比99.5％
　 削減

● 化学物質（PRTR対象
   物質）排出量を1998
　 年度比52％削減

※2 温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１７年度改正）に基づいて算出しています。
※3 生産領域でのマツダ単独の2005年度のCO2排出量



マツダでは、2005年7月、グループ全体の環境取り組みをさらに

加速させるために、環境推進体制を見直しました。

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」を設置するとともに、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、環境担当役員の指導のも

と、グローバルな視点で環境への取り組みを推進しています。

5つの委員会のうち、「販売・サービス環境委員会」「購買環境委

員会」の組織を通じて、販売取引先、購買取引先への支援を強化し

ていきます。販売会社や部品販売会社では、マツダ独自のEMS（環

境マネジメントシステム）の導入に向けた取り組みを開始しました。こ

のシステムでは、環境負荷の軽減と併せて、環境事故等の発生リス

クの軽減にも力を入れています。

このように、マツダグループではサプライチェーン全体での環境負

荷低減に取り組むために、生産の領域だけでなく、販売やサービス

の領域でも環境への取り組みを積極的に展開しています。

マツダでは、環境対応のレベルアップや環境負荷を低減するため

に、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証取得を

積極的に進めています。

2000年度中には、国内および海外の主要6生産拠点すべてが

ISO14001の認証を取得。2001年度には販売系を除く国内連結

子会社6社が認証を取得しました。さらに2003年度には、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。

今後、マツダは未取得の小規模な事業所やグループ会社に対し

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きます。

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、2005年度末では主な購

買取引先の97％が取得済みです。マツダは関連の深い地場の小

規模な購買取引先へも環境マネジメントシステムの導入を推進して

いきます。

  マツダグループのISO14001認証取得状況

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最小化し、環

境汚染や事故を未然に防ぐため、環境リスクアセスメントを実施。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、

各工場・事業所で定期的なモニタリングや対策を行っています。

  環境モニタリング項目

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機関に

よる審査をそれぞれ年１回実施しています。

内部監査では、外部審査機関による教育を受け、一定の資格認

定を得た幹部社員が中心となり、内部監査員として、各々の環境関

連項目について全社横断的な監査を行っています。

2005年度の内部監査では重大な指摘1件、軽微な指摘31件、観

察事項80件がありました。また外部のISO14001審査登録機関による

監査では指摘事項はありませんが、8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、迅速に是正措置を行いました。

  内部監査の実施状況

  内部監査員の推移

  内部監査におけるチェック項目の概要

マツダでは、新入社員から、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、各事業部門でも社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お

り、2005年度は、延べ27,741名が環境教育を受講しました。

更に、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も行っています。

  環境教育体制

  環境教育の受講者数の推移

1 CSR体制の確立
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環境マネジメント
グループ会社や取引先も含めたオールマツダにおいて環境マネジメントを適正かつ有効に機能させるために
取り組み体制やシステムを強化し、あらゆるリスクを想定して対応策を講じています。

2005年度のパフォーマンス報告

環境マネジメント体制を強化 環境マネジメントシステム

環境監査

環境事故・苦情と環境法令遵守の状況

環境リスクマネジメント

環境教育

［役割］
● 中長期計画の審議・
　 決定と実績の評価・
　 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

マツダ
環境委員会

統括事務局

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

購買環境委員会

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
● 排出ガス ● 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

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）

生産環境委員会

委員長

社長

環境担当役員

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
● EMSの構築を促進

販売・サービス環境委員会

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

リサイクル推進委員会

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

　前年度に続き2005年度も、環境汚染を引き起こす恐れのある環

境事故、法令違反はありませんでした。

　環境に関する苦情は、臭気8件、騒音2件、粉塵1件の合計11件あり

ました。騒音および粉塵については直ちに適切な対策を実施し、また臭

気についても対策を実施しています。

クローズアップ

国内の販売会社や部品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・トゥ・フェースのコミュニケーションを

行っています。

2005年度は、CSRと環境に関わる次の4点の取り組みを強化し

ました。

グループ会社とのコミュニケーションを強化＋

クローズアップ

※ Mazda’s Environment Care Approach 21：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

● 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

2 CSRを重視する組織風土
● 継続的な社員への意識付け

3リスク管理の徹底
● 早いマツダへの情報提供
● 迅速で適法な対応アクション

4 環境法令の遵守
● MECA21※の推進強化

　特に環境面では、販売会社における環境法令のコンプライアンスを

強化するため、販売会社では、「MECA21」を改訂しました。また、マツダ

独自のEMSを導入開始しました。マツダEMSとは、販売会社や部品販

売会社向けにマツダが制度化した独自の環境マネジメントシステムです。

　マツダがEMSの構築や運用をサポートし、販売会社、部品販売会社

と共に、環境への取組みを進めていきます。一方で、現場の環境負荷

MECA21研修 部品販売会社向けマツダEMS構築説明会

■ マツダ環境推進体制
　 （2005年7月1日より）

部品販売会社は、製造業のように高い環

境負荷はありませんが、モーターオイルや各

種ケミカル商品を保管・管理しているので、

危険物としての取り扱いやオイル漏れの発

生リスク軽減と環境法令遵守に力を入れて

導入を支援しています。

国内部品販売部

山下 哲生 

データなどの情報は、マツダに定期的に報告され、グループ各社との

環境コミュニケーションを促進する機会としても位置付けられています。

ひとことメッセージ

環境法令遵守に力を入れています



マツダでは、2005年7月、グループ全体の環境取り組みをさらに

加速させるために、環境推進体制を見直しました。

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」を設置するとともに、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、環境担当役員の指導のも

と、グローバルな視点で環境への取り組みを推進しています。

5つの委員会のうち、「販売・サービス環境委員会」「購買環境委

員会」の組織を通じて、販売取引先、購買取引先への支援を強化し

ていきます。販売会社や部品販売会社では、マツダ独自のEMS（環

境マネジメントシステム）の導入に向けた取り組みを開始しました。こ

のシステムでは、環境負荷の軽減と併せて、環境事故等の発生リス

クの軽減にも力を入れています。

このように、マツダグループではサプライチェーン全体での環境負

荷低減に取り組むために、生産の領域だけでなく、販売やサービス

の領域でも環境への取り組みを積極的に展開しています。

マツダでは、環境対応のレベルアップや環境負荷を低減するため

に、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証取得を

積極的に進めています。

2000年度中には、国内および海外の主要6生産拠点すべてが

ISO14001の認証を取得。2001年度には販売系を除く国内連結

子会社6社が認証を取得しました。さらに2003年度には、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。

今後、マツダは未取得の小規模な事業所やグループ会社に対し

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きます。

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、2005年度末では主な購

買取引先の97％が取得済みです。マツダは関連の深い地場の小

規模な購買取引先へも環境マネジメントシステムの導入を推進して

いきます。

  マツダグループのISO14001認証取得状況

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最小化し、環

境汚染や事故を未然に防ぐため、環境リスクアセスメントを実施。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、

各工場・事業所で定期的なモニタリングや対策を行っています。

  環境モニタリング項目

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機関に

よる審査をそれぞれ年１回実施しています。

内部監査では、外部審査機関による教育を受け、一定の資格認

定を得た幹部社員が中心となり、内部監査員として、各々の環境関

連項目について全社横断的な監査を行っています。

2005年度の内部監査では重大な指摘1件、軽微な指摘31件、観

察事項80件がありました。また外部のISO14001審査登録機関による

監査では指摘事項はありませんが、8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、迅速に是正措置を行いました。

  内部監査の実施状況

  内部監査員の推移

  内部監査におけるチェック項目の概要

マツダでは、新入社員から、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、各事業部門でも社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お

り、2005年度は、延べ27,741名が環境教育を受講しました。

更に、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も行っています。

  環境教育体制

  環境教育の受講者数の推移

1 CSR体制の確立
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環境マネジメント
グループ会社や取引先も含めたオールマツダにおいて環境マネジメントを適正かつ有効に機能させるために
取り組み体制やシステムを強化し、あらゆるリスクを想定して対応策を講じています。

2005年度のパフォーマンス報告

環境マネジメント体制を強化 環境マネジメントシステム

環境監査

環境事故・苦情と環境法令遵守の状況

環境リスクマネジメント

環境教育

［役割］
● 中長期計画の審議・
　 決定と実績の評価・
　 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

マツダ
環境委員会

統括事務局

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

購買環境委員会

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
● 排出ガス ● 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

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）

生産環境委員会

委員長

社長

環境担当役員

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
● EMSの構築を促進

販売・サービス環境委員会

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

リサイクル推進委員会

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

　前年度に続き2005年度も、環境汚染を引き起こす恐れのある環

境事故、法令違反はありませんでした。

　環境に関する苦情は、臭気8件、騒音2件、粉塵1件の合計11件あり

ました。騒音および粉塵については直ちに適切な対策を実施し、また臭

気についても対策を実施しています。

クローズアップ

国内の販売会社や部品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・トゥ・フェースのコミュニケーションを

行っています。

2005年度は、CSRと環境に関わる次の4点の取り組みを強化し

ました。

グループ会社とのコミュニケーションを強化＋

クローズアップ

※ Mazda’s Environment Care Approach 21：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

● 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

2 CSRを重視する組織風土
● 継続的な社員への意識付け

3リスク管理の徹底
● 早いマツダへの情報提供
● 迅速で適法な対応アクション

4 環境法令の遵守
● MECA21※の推進強化

　特に環境面では、販売会社における環境法令のコンプライアンスを

強化するため、販売会社では、「MECA21」を改訂しました。また、マツダ

独自のEMSを導入開始しました。マツダEMSとは、販売会社や部品販

売会社向けにマツダが制度化した独自の環境マネジメントシステムです。

　マツダがEMSの構築や運用をサポートし、販売会社、部品販売会社

と共に、環境への取組みを進めていきます。一方で、現場の環境負荷

MECA21研修 部品販売会社向けマツダEMS構築説明会

■ マツダ環境推進体制
　 （2005年7月1日より）

部品販売会社は、製造業のように高い環

境負荷はありませんが、モーターオイルや各

種ケミカル商品を保管・管理しているので、

危険物としての取り扱いやオイル漏れの発

生リスク軽減と環境法令遵守に力を入れて

導入を支援しています。

国内部品販売部

山下 哲生 

データなどの情報は、マツダに定期的に報告され、グループ各社との

環境コミュニケーションを促進する機会としても位置付けられています。

ひとことメッセージ

環境法令遵守に力を入れています



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。

2005年度のマツダ単独の環境保全コストは前年度に比べ約1.5

億円増の478.4億円となりました。大気汚染防止対策工事などで公

害防止コスト（13.2億円）が増加したのをはじめ、燃料転換や環境保

全実績、省エネ対策などの設備投資を進めた結果、地球環境保全コ

スト（3.5億円）、資源循環コスト（5.5億円）が増加しました。一方、試

作車製作などが減ったため、研究開発コスト（13.1億円）等が減少し

ました。

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。

集計範囲

（1）国内連結子会社30社 

　販売会社15社 

　部品販売会社9社 

　物流1社 

　部品等製造会社3社 

　その他2社

（2）国内持分法適用会社7社

　部品販売会社3社 

　物流1社 

　部品等製造会社2社 

　その他1社分類

公害防止コスト

ト
ス
コ
内
ア
リ
エ
業
事

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

合計

主要活動内容

単位：億円

57.5

0

0

6.6

0.1

0

6.6

9.7

34.5

478.7

0

3.6

347.2

9.7

3.7

23.0

33.1

58.4

421.2

0

3.6

340.6

9.6

3.7

16.4

23.4

23.9

投資額 経費額 合計

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染防止等の法規制対策

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、工程改造工事、使用エネルギー変更など

容器包装等の環境負荷低減、容器回収、使用済み自動車のバンパー回収

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

製品、生産、物流領域等の環境負荷抑制のための研究開発

汚染修復費、環境損害補償、保険料等

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

資源有効活用、リサイクル、廃棄物処理・処分、

具体例:チラー回収工程新設、流動焙焼炉付帯設備新設、廃棄物集積場改造など

※ 温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成17年度改正）

に基づいて算出しています｡

※ 温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成17年度改正）

に基づいて算出しています｡

項目 単位 マツダ単独

温室効果ガス排出量（年間）※

減
削
物
棄
廃

直接埋立廃棄物

焼却廃棄物

廃棄物発生量

売上高原単位

52.4

1,001.2

0.3

6.8

20.5

99.7

千本／年

千トン-ＣＯ2

千トン／年

千トン／年

トン／億円

％再資源化

使用済みバンパー回収本数

環境会計
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」として把握し、活動の効率化を図っています。

2005年度は、海外の生産子会社にまで集計範囲を拡大し、より詳細な情報を収集しました。

2005年度のパフォーマンス報告
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環境保全コスト

環境保全実績

■ 環境保全コスト（マツダ単独）

集計範囲

（1）海外連結子会社

① 生産1社

コンパニア　コロンビアナ 

アウトモトリスS.A.

（2）海外持分法適用会社

① 生産2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.

分類

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

合計

投資額 経費額 合計

0

0

0.1

26.2

0.1

0

0

0

26.4

0

0

0.7

0.1

0.6

0

0.4

0

2.0

0

0

0.9

26.2

0.7

0

0.4

0

28.4

ト
ス
コ
内
ア
リ
エ
業
事

単位：億円■ 参考：海外連結対象会社

■ 参考：マツダ単独

項目 単位 海外連結対象会社

温室効果ガス排出量（年間）※ 千トン-ＣＯ2

■ 参考：海外連結対象会社

分類

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

合計

投資額 経費額 合計

0

0

1.2

0

0.3

0

0

0.2

1.7

0

0

2.9

1.8

5.3

0.1

2.6

3.8

16.5

0

0

4.1

1.8

5.6

0.1

2.6

4.1

18.2

ト
ス
コ
内
ア
リ
エ
業
事

単位：億円■ 参考：国内連結対象会社

244.9



※ アクセラ、アテンザ、プレマシーでは、SU-LEVではない機種もあります。

デミオ マツダスピードアテンザ

ベリーサ プレマシー

■ マツダの代表的なSU-LEV認定車

■ 乗用車における重量ランク別平均燃費推移

新型MPV

アクセラ

製品開発・研究開発
排出ガス低減や燃費向上はもちろん、より環境負荷の少ないクルマを開発し、市場に送り出すために
マツダはエネルギー研究や新材料開発、リサイクルへの取り組みなどをいっそう強化しています。

マツダでは、排出ガス低減に向けて、エンジンの燃焼改善技術、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、2006年

2月発売の新型MPVについても全機種で認定を取得しました（27

～28ページ「地球環境とマツダ」をご覧ください）。

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2005年度に75.1％となりました。また、2005年度目標で

ある「2005年末を目標に、SU-LEV、U-LEVを乗用車の90％で達

成する」を達成しました。

さらに、2006年度第1四半期（4‒6月）にはSU-LEV車の比率は

94％（OEM車除く）で業界水準を上回っています。

SU-LEV認定車の普及を促進　94％がSU-LEV

クルマから排出するCO2の低減に向けて、燃費の向上に取り組み、

2005年度は乗用車の1.5tランクを除く全重量ランクでこれを達成

しました。

2010年度燃費基準達成を推進

2005年度のパフォーマンス報告
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燃費の向上（CO2の排出低減）

ディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比べて燃費が良く、高い

出力が得られるうえ、CO２排出量も少ないという特性がある反面、

NOｘ（窒素酸化物）とPM（粒子状物質）の排出が問題となっていま

した。しかし、これらの排出低減技術が開発されてきたことで、とくに欧

州では近年、環境にやさしい自動車として普及が進んでいます。

マツダは燃料を効率よく燃やす「コモンレール式直噴ターボディー

ゼルエンジン」に、PMを捕集するDPF（ディーゼル・パティキュレート・

フィルター）などの後処理技術を加え、欧州のEuro4規制を上回るク

リーンなディーゼルエンジン車を実用化しました。Mazda3、

Mazda5、Mazda6で採用しています。また、国内の商用車（ボンゴ、

タイタンダッシュ）にも同エンジンを展開しています。

クリーンディーゼルの開発

2005年度の達成状況

2010年度燃費基準を乗用車の全重量 
ランクで達成する。

2005年度目標取り組み項目

● 2010年度燃費基準を乗用車の1.5tランクを除く全重量ランクで達成した。燃費の向上（CO2低減）

2005年度の達成状況

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

2005年度目標取り組み項目

● MPV、プレマシー、デミオ、アテンザ、ベリーサ、アクセラでSU-LEV認定を取得した。
● 乗用車の92.3％（SU-LEV：75.1％、U-LEV：17.2％）で達成した。

排出ガスのクリーン化

18.31

12.61

2,0001,750
1,500

クリーンディーゼル搭載「アテンザ（Mazda6）」
が欧州で好評

＋

クローズアップ

マツダは独自開発のディーゼルエンジン「MZR-CD」を搭載した

「アテンザ（Mazda6）」を2002年

に発売。ディーゼル車の普及が進

む欧州市場で好評を博しています。

マツダ車のインテリアデザインはすばらし

く、特にコックピットは非常にユーザーフレンド

リーで美しいと思います。

燃費や排出ガスについても、常に高いレ

ベルを維持しているし、今後もデザインと安

全性をさらに発展させることを期待します。

ドイツのMazda6ご愛用者

ホルスト 
ミヒュッタ氏

■ 乗用車における低排出ガス認定車（SU-LEV、U-LEV）の導入台数比率
（OEM車を除く）

ひとことメッセージ

燃費、排出ガスの高い技術
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正回転開始

新型デミオのMZR1.3L／1.5Lエンジンでは、機械抵抗の低減を

はじめ、EGRクーラー、エレキスロットル採用によるEGR量の増加や

充放電制御による減速時の部分的なエネルギー回生、アイドル回

転数の低減等の改良を行い、大幅な燃費低減を実現しました。

また、マツダスピードアテンザに搭載した新開発2.3L 直噴ガソリン

ターボエンジン「MZR 2.3L DISI ターボ」では、9.5というターボエン

ジンとしては高い圧縮比と低中速回転域でのノッキング性能を大幅

に改善させることにより、豊かな低中速トルクと良好なエンジンレス

ポンスと低燃費の両立を実現しました。これにより、2010年度燃費

基準+5％を達成しました。

MZRエンジンの進化

新型アテンザでは、従来のスリップ制御や低速ロックアップ制御

に加え、新開発の5速ATの採用により、エンジン回転数の上昇を抑

えることで低燃費を実現しました。また、これらの技術は走行時の静

粛性向上にも貢献しています。

ATミッションの進化
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アイドルストップ機構とは、信号待ちなどで停車した時にエンジンを

自動的に停止させ、発進時にはエンジンを自動的に再始動させる、

燃費向上のためのシステムです。

通常のアイドルストップ機構は、モーターでエンジンを再始動しま

す。これに対してマツダは、直噴システムを基本としたアイドルストップ

機構「スマート アイドリング ストップ システム」を研究中です。このシ

ステムは停止中のエンジンのシリンダー内に直接燃料を噴射して爆

発させ、そのエネルギーでピストンを押し下げて再始動させるのが特

徴です。燃費の向上はもとより、モーターを使わないため、静かで素早

い再始動が可能になります。

スマート アイドリング ストップ システムの開発

アイドルストップ機能のさらなる新提案

● エンジン逆転による再始動

圧縮行程の途中にあるシリンダーに少量の燃料を噴射し、エン

ジンを逆方向にわずかに回転させ、エンジンの逆転によって圧縮を始

めたシリンダーを爆発させ、強い膨張エネルギーを発生させることで

エンジンを正回転で本格始動します。

● エンジン停止時のピストン位置制御

上記の逆転始動を可能にするために、エンジンを極めて精密に制

御し、エンジン停止時のピストン位置を確実にコントロールします。

● スマート アイドリング ストップ システムの効果

モーターを使わないシンプルな構造のため、頻繁な再始動にも高

い信頼性を確保することができます。

特徴技術と効果

デミオの燃費を大幅改善＋

クローズアップ

2005年4月にマイナーチェンジして発売したデミオは、多岐にわた

る改善を行った結果、1.3L 4AT車では10・15モード燃費で約9％の

改善を実現し、1.5L e-4WD※車を含む全モデルにおいて、「2010

年度燃費基準＋5％」を達成。さらに1.3L FF車（5MT、4AT）では

「2010年度燃費基準+20%」を達成しました。

また、排出ガス性能についても、全車が従来通り、最高水準の

SU-LEVを実現しています。

製品開発・研究開発
2005年度のパフォーマンス報告

※ 電動4WDシステム

マツダの中でも最量販車にあたるデミオ

の燃費性能の改善は、地球温暖化防止に

大きく貢献できると考えています。

燃費性能を大幅に改善しつつ、実用性に

配慮した新型デミオは、私たち開発チームの

自信作です。ぜひ、試乗してその走りを体感

してください。

第4プログラム開発推進室
統括主査

湊 則男

車両の軽量化

車両の軽量化を推進
乗員保護性能やクリーン性能の向上、環境負荷の軽減といったさ

まざまなニーズに応えていこうとすると、クルマの重量はおのずと増え

ていく傾向にあります。その一方で車両重量の増加は、「走る」「曲が

る」「止まる」というクルマの基本性能に影響を与え、Zoom-Zoomな

クルマづくりとは相反します。そこでマツダでは、クルマづくりのさまざ

まな領域で軽量化を推進しています。

2005年8月に発売した新型ロードスターでは、開発開始時に車

両重量の目標値を1,128kgに設定し、16領域におよぶ全開発チー

ムが軽量化に取り組みました。例えばホワイトボディ（塗装や装備を

施す前のボディ）総重量においては、先代モデルより1.6kg軽い

247.5kgを実現しながらも、ボディ剛性では超高張力/高張力鋼板

の使用や先進の解析技術などにより、先代モデルに比べて曲げ剛

性で22％、ねじり剛性で47％向上させました。このほかにも、ロードス

ターの隅々にわたってグラム単位で検証する「グラム作戦」を実施

し、1,090kgの車両重量（国内ROADSTER 5MT、VS 6MT車）を

実現しました。

■ エンジンおよびフロントサスペンションにおける軽量化施策

エンジン 変速機駆動方式 2010年度
燃費基準

1.3L

1.5L

■ デミオの燃費性能 アルミ製サスペンション
ロアアーム（‒2.3kg）

アルミ製エンジンブロック
（‒5.4kg）

プラスチック製ヘッドカバー（‒1.3kg）

プラスチック製
インテークマニホールド（‒2.4kg）

中空スタビライザー
（‒2.4kg）

アルミ製サスペンション
アッパーアーム（‒1.3kg）

ブラケットレス直付パワーステアリング
ポンプ&エアコンコンプレッサー（‒3.2kg）

■ スマート アイドリング ストップ システムの作動原理

圧縮行程
シリンダー

圧縮行程シリンダーに
燃料噴射

膨張行程
シリンダー

圧縮行程シリンダーを
爆発させ、逆回転

圧縮行程
シリンダー

膨張行程
シリンダー

逆回転

圧縮した膨張行程
シリンダーを爆発させ、
正回転で本格始動

圧縮行程
シリンダー

膨張行程
シリンダー

正回転逆回転

空気量を
バランスさ
せて停止

再始動開始

最量販車の燃費改善で
温暖化防止に貢献

ひとことメッセージ
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アイドルストップ機構とは、信号待ちなどで停車した時にエンジンを
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アイドルストップ機能のさらなる新提案
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特徴技術と効果

デミオの燃費を大幅改善＋

クローズアップ
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製品開発・研究開発
2005年度のパフォーマンス報告

※ 電動4WDシステム

マツダの中でも最量販車にあたるデミオ
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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の開発を進め

て、2005年10月に開催された第39回東京モーターショーで参考出

品車として紹介しました。

このトリビュートハイブリッド車はベース車と比べて市街地走行燃費

が74％向上しており、MZR2.3Lエンジンとハイブリッドシステムの組み

合わせにより、V6 3.0L並みの力強く滑らかな加速を実現。優れた環

境性能とZoom-Zoomな走りを両立しています。

2006年2月にトリビュートハイブリッド10台を米国カリフォルニア

州オレンジカウンティ消防局へ提供しました。

ベース車両 マツダ プレマシー

全長／全幅／全高

ホイールベース

ベースエンジン

モーター 種類 交流同期電動機 最高出力 30kW（40PS）

バッテリー ニッケル水素電池

使用燃料 水素およびガソリン

乗車定員 5名

4,505mm／1,745mm／1,615mm

2,750mm

RENESIS 水素ロータリーエンジン（デュアルフューエルシステム）
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ハイブリッドカーの開発

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を融合させた水素ロータリー車の開発に取り組んでいます。

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。

2005年度は、エネルギー関連企業2社に「RX-8 HYDROGEN

（ハイドロジェン）RE」をそれぞれ1台リース販売しました。今後は、実

際にお使いになるお客さまのご意見をいただきながら、水素ロータ

リーエンジン車のさらなる性能向上をめざして開発を進め、より環境に

優しい水素エネルギー社会の実現に貢献していきたいと考えていま

す。詳細は「地球環境とマツダ」23～26ページをご覧ください。

マツダ RX-8 ハイドロジェン REのリース販売を開始

2005年10月に開催された第39回東京モーターショーにおいて

「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」を参考出品しました。これ

は、水素とガソリンのどちらの燃料でも走行できるデュアルフューエル

システムを採用した「水素ロータリーエンジン」と「ハイブリッドシステ

ム」を組み合わせたコンセプトカーです。

水素ロータリーエンジンとハイブリッドユニットをフロント横置きとし

たFFレイアウトを採用し、2列目シート下に高電圧バッテリーを、3列目

シートのスペースに大容量の高圧水素タンクを設置。この効率的な

パッケージにより、水素ロータリーエンジン＋ハイブリッドシステムの優

れた環境性能と走りの楽しさ、そして室内空間のゆとりを高次元で両

立しています。

プレマシーハイドロジェンREハイブリッドを参考出品

水素ロータリーエンジン車の開発

製品開発・研究開発
2005年度のパフォーマンス報告

2005年度の達成状況

水素ロータリーエンジン車のリース販売
を開始する。 

2005年度目標取り組み項目

● 2006年2月、世界で初めて水素ロータリーエンジン車「RX-8ハイドロジェンRE」を
　 リース販売し、エネルギー関連企業2社に、各1台ずつ納車。代替燃料車の開発

■ マツダRX-8ハイドロジェンRE主要諸元

出光興産株式会社販売車

岩谷産業株式会社販売車

2列目シート下にある
高電圧バッテリー

Ｍazda3
ディーゼル車

3列目シートのスペースにある
大容量の高圧水素タンク

ベース車両 マツダ RX-8

全長／全幅／全高

ホイールベース

車両重量

ベースエンジン

最高出力（ネット）

4,435mm／1,770mm／1,340mm

2,700mm

1,460kg

RENESIS 水素ロータリーエンジン
（デュアルフューエルシステム）

水素 80kW（109PS）
ガソリン 154kW（210PS）

最大トルク（ネット） 水素 140N・m（14.3kg・m）
ガソリン 222N・m（22.6kg・m）

乗車定員 4名

使用燃料 水素およびガソリン

航続距離
（10.15モード）

標準リース価格※

水素 100km
ガソリン 549km

420,000円／月（消費税込み）

※ リース期間30カ月の月単位のリース価格

※ GTLは、天然ガスから製造される燃料
　 BTLは、バイオマスから発生するガスから製造される燃料

マツダでは、持続的な利用が可能で石油の代替燃料として注目さ

れているバイオ燃料などについても対応を進めています。

すでに欧州では、軽油にバイオマス燃料5％含む「Ｂ5燃料」に対

応した車を販売しています。今後は代替燃料対応技術を進化させな

がら、エタノール混合燃料や、GTL/BTL※などを使用した代替燃料

車の開発を進めていきます。

バイオ燃料車等の開発
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使用済み自動車（ELV）は鉄、アルミなどの金属類を中心に、一般

的には約80％（重量比）がリサイクルされ、残りの約20％を占める樹

脂部品やガラスなどは、シュレッダーダストとして埋め立て処理されて

います。

マツダでは、以下の取り組みを推進することで、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。 

１. 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。

２. 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。

リサイクル可能率90％以上を達成

使用済みの樹脂製バンパーをリサイクル

2006年5月には、広島県の産学官の連携で、自動車内装部品に

使用できる外観品質や強度や耐熱性を持ち、射出成形の可能な植

物原料のプラスチック（バイオプラスチック）の開発に自動車業界で

初めて成功しました。詳細は「地球環境とマツダ」31ページをご覧く

ださい。

バイオプラスチックの開発

■ 新型ＭPＶのリサイクル性向上例

■ バンパー回収本数の推移（国内）

マツダでは、樹脂部品のリサイクルに積極的に取り組み、特に大

型の樹脂部品であるバンパーのリサイクルに関しては、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特約販売会社から回収して樹

脂材料に再生し、アンダーカバーなどの自動車用部品の原料にして

きました。しかし、バンパーに再生するには、塗装膜を除去しなければ

使えないという課題がありました。マツダはバンパーからバンパーへの

リサイクルをめざし、2001年以降に塗膜の99％を除去し、その用途

を、バンパー補強材や、表面にシボのあるバンパーにまで拡げました。

さらに、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を開発し、

塗膜除去率99.9％を達成。これによって、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、高品質な塗装も可能になりました。

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から導入し、2006年2月には新型MPVにも採用を

拡げました。

  バンパーtoバンパーリサイクルの詳細

新車のリサイクル性向上

回収バンパーを新車のバンパーへリサイクル
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2005年度の達成状況

新型車のリサイクル可能率90％以上を
達成する。

バイオプラスチック材料の基礎技術を
開発する。

2005年度目標取り組み項目

● MPV、ロードスターでリサイクル可能率90％以上を達成した。

● 産学官の共同開発によって高強度、高耐熱性バイオプラスチックを開発した。

独自のバンパーtoバンパーリサイクル技
術の適用を拡大する。

● 52,476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。
● RX-8に加え、MPVのバンパーにバンパーリサイクル材を採用した。

自動車リサイクルの推進
（開発段階）

熱可塑性エラストマー（TPO）※をATチェンジノブに採用＋

クローズアップ

マツダでは、自動車内装部品材料として、ポリプロピレン（PP）を主

成分とする材料開発を進めています。現在、自動車内装部品には

PPを使用したものが多く、単一素材化することで将来のマテリアル

リサイクルが容易になります。

その一例として、PPを主成分としたオレフィン系熱可塑性エラスト

マー（TPO）に着目し、自動車内装への適用可能な材料を開発しまし

た。このTPOは、耐摩耗性に優れ、さらっとした触感が特長で、プレマ

シーやロードスターのＡＴチェンジノブに採用しています。

  熱可塑性エラストマー（TPO）の詳細

今後は、開発した材料を他の車のチェンジ

ノブや、パーキングレバーにも広く展開していく

ことで、使用する素材の種類を減らし、マテリ

アルリサイクルが容易なクルマづくりを推進し

たいと考えています。これにより、資源循環型

社会の実現に貢献したいと考えています。

技術研究所

大西 正明
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Bピラートリム、ロアー
接着方法の変更によるPPとフェルトの分離容易化

ドアモジュール
モジュール化によるPPへの単一素材化

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

ＡＴチェンジノブ
熱可塑性エラストマー（TPO）採用

ダッシュインシュレータ
遮音材と吸音材の単一素材化

シートサイドＢox
接着方法の変更によるPPと
フェルトの分離容易化

PP：ポリプロピレン

※ TPO：thermoplastic olefin

リサイクルバンパーを採用した新型MPV

使う素材を減らしリサイクルしやすくします

ひとことメッセージ
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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、カドミウム、水銀は、代替技術を確立して免除部品を除き使用

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。

鉛、六価クロム、カドミウム、水銀の使用量削減

マツダでは、従来から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年から主要車種で標準もしくはオプ

ション装備として採用してきました。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。

2005年度は、低ＶＯＣのボ

ディシーラーを導入すると共に、

2007年度から開始される日本自

動車工業会の自主取り組み目標

に適合可能なＶＯＣ低減技術の

開発を進めています。

車室内VOCの低減
マツダでは、VOCとCO2を同時に削減できる下塗り塗料（電着塗

料）を、日本ペイント株式会社と共同で新開発しました。

車体を塗料中に沈め、電気を流すことによって鋼板上に塗料を付

着させる電着塗装は、車体の内側にも塗膜を付着させることができ

るため、車体内部からの錆を防ぐ目的で自動車用下塗り塗装に一般

的に使用されています。

今回開発した電着塗料は、塗料中に含まれるVOCを半減しており、

塗料の総使用量低減と合わせて、塗装工程におけるＶOCの排出削

減が可能となりました。加えて、塗料の使用量削減により、塗料の製

造工程におけるCO2の排出量も削減できます。2005年5月に宇品第

2工場に導入し、現在では、国内の全工場に導入しています。

またマツダでは、中塗り・着色ベース・クリアの塗装工程を集約した

「スリー・ウエット・オン塗装技術」を世界に先駆けて開発し、国内の全

工場に展開しており、VOCとCO2の排出低減に大きな効果をあげて

います。これらの技術を組みあわせることで、マツダは塗装工程にお

いて一層高いレベルの環境保全活動に取り組んでいきます。なお、

スリー・ウエット・オン塗装の詳細は「地球環境とマツダ」29～30ペー

ジをご覧ください。

塗装工程におけるVOC削減
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環境負荷物質使用量の低減

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するため、これらの騒音低減に取り組んでいます。

最新の騒音規制よりも厳しい自主基準値を定めて、乗用車、商用車

の全車種で、適合を完了しています。

2005年度の新型車である、ロードスターやMPVについても、この

自主基準値に適合させました。

車両騒音の低減

2005年度の達成状況

最新の騒音規制より厳しい自主基準値
に適合する。

2005年度目標取り組み項目

● 全車両で自主基準値に適合した。自動車騒音の低減

製品開発・研究開発
2005年度のパフォーマンス報告

吸気騒音低減
・エアクリーナーの容量増加
・吸気レゾネータの追加／容量増加

エンジン上近接遮音カバー

吸音材付エンジンアンダーカバー

低騒音タイヤ

アルデヒド除去機能付脱臭フィルター

VOCを削減する電着塗装工程

技術研究所の清水多恵子シニア・テクニカル・スペシャリストは、入

社以来、自動車の排出ガスや、室内臭気、有害物質に関する研究に

取り組んできました。1999年から

主要車種に搭載されている、アル

デヒド除去機能付フィルターに

は、開発したアルデヒド除去剤「ラ

イブ・ブレス」が採用されています。

2006年5月に30年以上続け

てきた取り組みが評価されて、第

56回自動車技術会賞の浅原賞

技術功労賞※を受賞しました。

※ 永年自動車技術の進歩向上に努力し
た功績が大きく、かつ、その業績が世に
あまり知られていない個人会員に贈ら
れる賞。

自動車技術会賞の浅原賞技術功労賞

排気系騒音低減
・大型デュアルサイレンサーの採用 
・排気管遮音カバーの設置 

2005年度の達成状況

鉛、水銀、六価クロム、カドミウムの使用
部品数を低減する。

2005年度目標取り組み項目

● 鉛：免除部品を除き廃止した。
● 水銀：免除部品を除き廃止した。
● 六価クロム：一部部品で代替技術を開発して使用廃止した。
● カドミウム：免除部品を除き廃止した。

車室内VOC低減を推進する。
● ＶＯＣの排出の少ないボディシーラーを採用した。
● 一部内装部品で低VOC対策を実施した。
● 主要車種にアルデヒド除去機能付き脱臭フィルターをオプション設定した。

環境負荷物質使用量の低減

車室内VOC
（揮発性有機化合物）の低減

マツダでは、温室効果ガスである「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

新下塗り塗料導入による成果

● 下塗り塗装工程におけるVOC排出量　年間32トン削減
● 塗料製造工程における二酸化炭素排出量　年間8.8トン削減
● 下塗り用塗料使用量の従来比10％以上削減
● 車体内側の塗装膜厚均一化による防錆性能の向上

技術研究所シニア・テクニカル・スペシャリスト

清水 多恵子

エンジン騒音低減
・高剛性シリンダーブロックの採用
・カムプロフィールの適正化
・フロントカバーの剛性向上
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環境負荷物質使用量の低減

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するため、これらの騒音低減に取り組んでいます。

最新の騒音規制よりも厳しい自主基準値を定めて、乗用車、商用車

の全車種で、適合を完了しています。

2005年度の新型車である、ロードスターやMPVについても、この

自主基準値に適合させました。

車両騒音の低減

2005年度の達成状況

最新の騒音規制より厳しい自主基準値
に適合する。

2005年度目標取り組み項目

● 全車両で自主基準値に適合した。自動車騒音の低減

製品開発・研究開発
2005年度のパフォーマンス報告

吸気騒音低減
・エアクリーナーの容量増加
・吸気レゾネータの追加／容量増加

エンジン上近接遮音カバー

吸音材付エンジンアンダーカバー

低騒音タイヤ

アルデヒド除去機能付脱臭フィルター

VOCを削減する電着塗装工程

技術研究所の清水多恵子シニア・テクニカル・スペシャリストは、入

社以来、自動車の排出ガスや、室内臭気、有害物質に関する研究に

取り組んできました。1999年から

主要車種に搭載されている、アル

デヒド除去機能付フィルターに

は、開発したアルデヒド除去剤「ラ

イブ・ブレス」が採用されています。

2006年5月に30年以上続け

てきた取り組みが評価されて、第

56回自動車技術会賞の浅原賞

技術功労賞※を受賞しました。

※ 永年自動車技術の進歩向上に努力し
た功績が大きく、かつ、その業績が世に
あまり知られていない個人会員に贈ら
れる賞。

自動車技術会賞の浅原賞技術功労賞

排気系騒音低減
・大型デュアルサイレンサーの採用 
・排気管遮音カバーの設置 

2005年度の達成状況

鉛、水銀、六価クロム、カドミウムの使用
部品数を低減する。

2005年度目標取り組み項目

● 鉛：免除部品を除き廃止した。
● 水銀：免除部品を除き廃止した。
● 六価クロム：一部部品で代替技術を開発して使用廃止した。
● カドミウム：免除部品を除き廃止した。

車室内VOC低減を推進する。
● ＶＯＣの排出の少ないボディシーラーを採用した。
● 一部内装部品で低VOC対策を実施した。
● 主要車種にアルデヒド除去機能付き脱臭フィルターをオプション設定した。

環境負荷物質使用量の低減

車室内VOC
（揮発性有機化合物）の低減

マツダでは、温室効果ガスである「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

新下塗り塗料導入による成果

● 下塗り塗装工程におけるVOC排出量　年間32トン削減
● 塗料製造工程における二酸化炭素排出量　年間8.8トン削減
● 下塗り用塗料使用量の従来比10％以上削減
● 車体内側の塗装膜厚均一化による防錆性能の向上

技術研究所シニア・テクニカル・スペシャリスト

清水 多恵子

エンジン騒音低減
・高剛性シリンダーブロックの採用
・カムプロフィールの適正化
・フロントカバーの剛性向上



　マツダは単独の生産領域でのCO2排出量を、1990年度比で

2005年度末までに5%削減、2010年度末までに10%削減するこ

とを目標に省エネルギーに取り組んでいます。

　2005年度は、燃料のLNG転換を拡大すると共に、国内のすべて

の工場にスリー・ウエット・オン塗装を導入しました。さらに、「高効率

省エネ型誘導炉」の開発などマツダ独自の省エネルギー技術の開

発、積極的導入に取り組んでいます。その結果、2005年度の生産

領域（単独）でのCO2排出量は、1990年度比24.2%減となる425

千トンとなりました。

  　環境負荷低減のための生産技術
  　摩擦熱を利用したアルミ接合技術／セミドライ加工技術

CO2排出量を1990年度比24.2%削減

省エネルギーの取り組み：高効率省エネ型誘導炉の開発

生産における環境負荷低減
メーカーの事業活動において環境負荷が最も高いのは生産活動にほかなりません。マツダは省エネルギーはもちろんのこと
廃棄物削減や化学物質の排出削減、大気汚染防止など、さまざまな方面に配慮した環境対策を講じています。

2005年度のパフォーマンス報告

省エネルギー（地球温暖化防止）

1990年度比でCO2排出量を5%削減
する。

2005年度目標 2005年度の達成状況取り組み項目

● 1990年度比で24.2%削減した。
省エネルギー

（地球温暖化防止）

Web
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　平成17年度省エネルギー優秀事例全国大会（主催：（財）省エネ

ルギーセンター、後援：経済産業省）において、マツダの第3パワート

レイン製造部第2素材課の「高効率省エネ型誘導炉の開発」が、中

国経済産業局長賞を受賞しました。

　これは溶解工程における既存操業方法、炉や取鍋の熱損失を改

善したことで、従来型のラインに比べ消費原単位を68%まで削減した

ことが評価されたものです。

　今後は、この考え方を溶

解工程省エネルギー活動

の基盤と位置づけ、他の溶

解ラインなどに展開していく

考えです。

■ マツダ単独の生産領域における
　CO2排出量／売上高当たりのCO2排出量の推移
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※ マツダ単独の生産領域におけるCO2排出量算出係数には、下記の係数を使用していま
す。主な係数は、電力：0.3813kg-CO2／kWh、C重油：2.9393kg-CO2／L、LNG（都
市ガス13A）：1.9914kg-CO2／Nm3であり、その他は「地球温暖化対策の推進に関す
る法律‐第8条第1項にかかわる『実行計画』策定マニュアル」（平成11年版）や「自主行
動計画のフォローアップの進め方について」（平成11年度版）などに準拠しています。



マツダは、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｡

まず直接埋立廃棄物（中間処理せず埋立処分場に直接廃棄す

る物）を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、1990年度比5%未満にする」ことを目標に掲げ､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月に目標を達成しました。

さらに今までの活動を拡大発展させ､全埋立廃棄物を2010年度

にはゼロレベルにする活動を展開しています。

全埋立廃棄物ゼロに向けて

埋立廃棄物削減のため、発生量の削減と再利用およびリサイク

ルを推進しています｡

2005年度は､鋳物砂や廃プラスチックのリサイクルをさらに進め

るため、廃棄物の排出ルールを大幅に見直し、分別を強化しました｡

この結果、マツダ単独の生産領域では直接埋立廃棄物は前年比

784トン減の356トンとなりました。

また、社内の焼却炉で焼却していた廃棄物をリサイクルすることにより、

2006年1月に社内焼却炉を停止し、焼却灰の埋立ゼロ化も達成しました。

副生物・廃棄物の削減とリサイクル

一般廃棄物の削減
産業廃棄物の削減だけでなく、紙ゴミや空き缶、プラスチック容器

類などの事務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。

2006年度は全埋立廃棄物量で300トン以下を目標とします。

マツダでは､今後もゼロエミッション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。

廃棄物の削減

● 直接埋立廃棄物量を1990年度比
1%以下（680t／年）にする。

● 廃棄物の削減やリサイクルの推進によ
り、焼却炉を停止し焼却灰をゼロ化する。

2005年度目標 2005年度の達成状況取り組み項目

● 直接埋立廃棄物量を1990年度比0.5%を達成した。（356t／年）
● 計画どおりに焼却炉を停止した。

直接埋立廃棄物の削減
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原材料・エネルギー 

総合リサイクル率： 99.7% 

副生物・廃棄物 

製品 

工場内リサイクル   工場外リサイクル 

0.3%

50.4%・金属くず
・鋳物砂  ・石灰炭

・集じん砂  

・埋立処分
 廃棄物  

■ 2005年度の生産領域における副生物や廃棄物のリサイクル 

工 場 

■ 全埋立廃棄物量の推移
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生産工程で使用される油脂、薬品、塗料等の原材料や副資材の新

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事前審査を行っています。

この審査の結果、不適であると判明した場合、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法※への取り組み

マツダが2005年度に使用し、報告を必要とする対象物質群は23で

した。スリー・ウエット・オン塗装の導入やシンナー回収率向上の取り組み

を実施した結果、PRTR法対象物質の大気､および水域への排出量は、

1998年度比52%減、2004年度比5%減となる1，315tとなりました。

今後もPRTR法対象物質排出量の低減に向けた取り組みを推進します。

なお、詳細実績は87～90ページのサイトレポートをご覧ください。

化学物質の事前審査システム

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。

公共用水域への排出については、法規制よりも厳しい自主基準

を定めて日常的に管理を行い、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。

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、日常管理によって規制値を適切にクリアしています。 

なお、詳細実績は87～90ページのサイトレポートをご覧ください。

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、発生源の

改善や防音・脱臭などの対策の強化を計画的に進めています。

騒音や振動、臭気などに関する苦情については、64ページ（環境

事故・苦情と環境法令遵守の状況）をご覧ください。

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、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守して、コンデン

サーなどの絶縁油として封入されているPCB（ポリ塩化ビフェニール）を

保管しており、2005年度末の保管台数は457台となっています。

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、2005年

度末には、16.8ヘクタールを終えました。

また、寒冷地での安全走行

実験・研究や技術開発を行う

「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、自然環境に配慮しています。 三次自動車試験場

化学物質の排出削減

水の有効利用と排水による汚濁防止

大気汚染の防止

感覚公害の防止

その他の環境対策

自然環境保全への取り組み
■ 廃水処理システムの概要（本社工場の処理フロー）

バキューム車

［生活系］
トイレ
手洗い

［工程系］
冷却水
洗浄廃水

［雨水系］

［廃液系］
クーラント
洗浄廃液

サブ廃水貯槽

廃水のポンプ移送 廃水のポンプ移送

初期降雨
雨水貯水

初期降雨のポンプ

メイン廃水貯槽

メイン廃水貯槽

廃水処理場

油分離

高次処理

生物処理

凝集処理

放流

放流

社外処理

し尿浄化槽 し尿の浄化・

殺菌

※ PRTR法：化学物質排出把握管理促進法
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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。2005年5月には「グリーン調達ガイドライン」を定め、

さらに積極的なグリーン調達を推進していきます。

このガイドラインでは以下の3つの項目を購買取引先に求めており、

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。

グリーン調達ガイドラインに基づく調達

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います。

2005年度末で主要購買取引先の97%が認証取得を完了してい

ます。今後も、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。地

元の自動車関連企業協同組合に加盟している小規模な購買取引先

に対しても、環境マネジメントシステム（ISO14001またはエコアク

ション21）の構築を要請しました。対象の購買取引先にはエコアク

ション21の説明会を開催するなど、認証取得の促進を行っています。

購買取引先へのISO14001認証取得の要請

マツダでは、購買取引先に向けて、環境に関する講演を開催して

います。

2005年度は「マツダのCSR」と題して講演し、購買取引先400

社が参加しました。

購買取引先向けの環境やCSRについての講演を開催

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

制や国内の自工会自主規制（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）への

適合、および業界国際標準GADSLに沿った環境負荷物質（85物

質群）の適正管理のため、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。2002年11月

よりIMDS入力ガイドラインを毎年発行し調査物質・対象部品・材料

を指定しデータの更新を行っています。

IMDSの活用による環境負荷物質調査

環境講演会

ご提供御願いします

グリーン調達の推進

生産における環境負荷低減
2005年度のパフォーマンス報告

■ 購買取引先のISO14001認証取得状況

0

80

60

40

20

2005

100

2001 2002 2003 2004 （年度）

（%）

データを
インプット

調査依頼

データを
ダウンロード

購買取引先マツダ

ＩＭＤＳサーバー

● 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

■ 環境負荷物質調査の取り組み

54

90 94 95 97

比率の推移 

※ 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



部品調達面でも完成品供給面でも、物流における環境負荷を可能な限り低減するために
マツダは物流会社、販売会社、他の自動車メーカーと協働し、モーダルシフトや梱包・包装材料削減を進めています。
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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。2005年度は

CO2の総削減量2,348トンを目標に取り組んだ結果、3,306トンを削

減しました。

新しく策定した｢マツダグリーンプラン2010｣の中で、2010年までに

1999年比15％削減することを目標に掲げています。また、海外におい

ては、2007年度までに実態を把握し目標管理へ移行する計画です。

現在は前年度の総排出量に対する削減数値を目標としています

が、生産量や出荷量の増減により総排出量が変動するため、今後は

各物流領域でのエネルギー原単位を把握した上で削減計画や目標

設定に生かしていきます。

2003年度から九州方面のＭＲＳ（ミルクランシステム※）の本格導

入を開始し、2005年度は広島近郊や山口県への拡大を図り、前年

度比2,411トンのCO2を削減しました。

※ 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、牧場を巡回して、牛乳を集荷するのになぞらえたもの。

ミルクランなどによるトラック便の削減

輸出入品の陸揚げ、船積み港を防府、広島の2港に増やし、防府

－広島間のトラック便数を減らして、CO2を363トン削減しました。

輸出入品の輸送経路の改善

マツダは古くから仙台･札幌方面の部品販売会社に鉄道コンテナを

利用してCS（カスタマーサービス）部品※を出荷しており、2002年には、

千葉方面への出荷もトラックから鉄道コンテナに切り替えました。その結

果、現在ではCS部品の国内出荷量の15.5％を鉄道輸送が占めています。

さらに2007年3月からは東海方面への輸送にも鉄道コンテナを

活用し、鉄道の輸送比率を26％に高めていく計画です。

また、生産工場への部品供給においては、2006年3月から東海

地区の4県を対象にした輸送のうち10％を鉄道輸送へ切り替えまし

た。2007年3月にはこれを35％にまで拡大する計画です。

※ お客さまが車両購入後、定期点検や車検または補修により交換する部品など。

鉄道輸送の活用

■ マツダの物流システム
取引先メーカーなど

完成車プール場
流通センター 販売会社 国内お客さま

海外お客さま

国内お客さま

海外お客さま

ディーラー

海外工場

販売会社

販売会社

海外ポート

海外ポート

部品販売会社

ディストリビューター

完成車

KDプール場
KD物流

パーツセンター
サービスパーツ物流

国内向け完成車輸送の海上輸送活用

取引先メーカー

取引先メーカー

取引先メーカー 拠点

船舶

専用船

船舶鉄道

マツダ

工場間輸送の
効率化

船舶

船舶

JRコンテナ

物流における環境負荷低減
2005年度のパフォーマンス報告

2005年度の達成状況

物流領域でCO2排出量を1999年度比
11%削減する。

2005年度目標取り組み項目

● 物流領域でCO2排出量を1999年度比12%削減した。温暖化防止
（CO2排出削減）

物流にかかわるＣＯ２削減

■ CO2排出量削減実績累計

総排出量削減率（％）CO2削減累計
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Web

工場工場

  物流関連会社との環境保全活動の協働



Social & Environmental Report 2006 82

マツダはCS部品などの物流倉庫を管理する領域で利用する

フォークリフトについて、ガソリンに比べてCO2排出量が少ない電動

式に切り替えています。また、フォークリフトから電動小型スクーター

牽引車への転換も進めています

2005年度末における電動車の台数は111台で、全体の61％と

なっています。

構内作業用運搬機器の電動化

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。また他の自動車メーカー

との海上輸送の共同化も推進しています。

2005年度は、従来陸上

輸送していたOEM※車両の

衣浦（名古屋）－千葉間を一

部海上輸送に変更しCO2を

51トン削減しました。

※ Original Equipment Manufacturing：
　  相手先ブランド生産

海上輸送の活用

マツダの物流領域におけるふたつの施策を「グリーン物流パート

ナーシップ会議」（荷主企業と物流事業者の連携・協働による物流

分野のCO2排出削減の取り組みを支援・促進）に提案し、平成18

年度の普及事業として推進決定され経済産業省および国土交通

省の認定を受けました。

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。

2005年度は1,202トンの削

減を目標に取り組んだ結果、

1,954トンを削減しました。

リサイクルプラスチック搬送パレット

2005年度は、中国向け出荷部品の荷姿を統合することで積載効

率が約1％向上し、コンテナ数88本、資材使用量85トンを削減しまし

た。また、欧州向けCS部品の梱包に個包装を簡素化して部品の重

なりをつめ、容積を小さくし外装容器への収納効率を上げる「バルキー

仕様※」を採用しました。その結

果、コンテナ数130本、資材使

用量122トンを削減しました。

このような取り組みの結果、充

填率が向上し輸送量を削減できま

した。これによるCO2排出削減効

果は481トンです。

部品の荷姿変更で、資材使用量を削減

バルキー仕様：バンパーの段ボール
箱包装をクラフト紙に変更

※ 個包装を簡素化して部品の重なりを詰め容積を小さくし外装容器への収納効率を上げる方法

2005年度の達成状況

梱包・包装資材使用量を
1999年度比19.1%
（1,202トン）削減する。

2005年度目標取り組み項目

● 梱包・包装資材使用量を
1999年度比20.5%
（1,954トン）削減した。

廃棄物の
低減

梱包・包装資材の削減

マツダミルクランシステムの導入によって少荷

量取引先さまからの量的ネックが解消され一層

の輸送効率化がはかれるようになりました。この

物量集約メリットを生かして、今回、東海地区から

の幹線輸送をモーダルシフト化し、CO2排出量を

削減することを、普及事業として提案しました。

今後ともパートーナー物流事業者さまとともに

地球に優しい部品輸送システムづくりに努力し

ていきます。

グリーン物流パートナーシップ
普及事業として推進決定・認定を受けました。

調達・物流計画部

富田 耕二

＋

クローズアップ

■ 梱包・包装資材削減量
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地球に優しい部品輸送システムをめざします
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マツダは、2005年1月1日から施行された自動車リサイクル法にもとづ

き、再資源化などが義務付けられている指定3品目「フロン類」「エアバッ

グ類」「シュレッダーダスト（ASR※）」を適正処理・リサイクルしています。

更に、販売会社での新車販売や車検時などのリサイクル料金の受取

り、使用済み自動車引取りと引渡しは自動車リサイクルシステムで適切に

処理しています。

2005年度の実績は以下の通りですがASR、エアバッグ類ともに

再資源化の法定基準を上回りました。マツダは今後もさらなる再資

源化を推進していきます。

なお、リサイクル料金、2005年度の再資源化実績に関する詳細

は、マツダホームページをご覧ください。

  　自動車リサイクル法
      リサイクル料金／2005年度再資源化実績

※ Automobile Shredder Residue：使用済み自動車のボディ殻をシュレッダーで破砕し
金属類を分別回収した後の残留物のこと

マツダは、グループ企業のフォードジャパンとPAGI、日産自動車、三菱

自動車など12社でART※を設立しています。ARTでは法令遵守を基に、

リサイクル率の向上と処理費用の低減を推進しています。また、優良な

再資源化施設と認定解体業者を合わせて203社（2006年5月時点）と

連携し、使用済み自動車のリサイクルネットワークを構築しています。

2005年度は、ASR引取り量が約2万9千トン（引取り台数16万8

千台）であり、うち約1万8千トンを再資源化しました。ASR再資源化率

は63%となり、2005年度の法定基準30%を大きく上回りました。今

後も、2015年基準70%の早期達成をめざして取り組みます。

ASRのリサイクル

※ Automobile Recycling promotion Team：自動車破砕残さ再資源化促進チーム

マツダは、全自動車メーカー等と共同で自動車再資源化協力機構を

設立し、フロン類・エアバッグ類の適正処理・リサイクルを推進しています。

2005年度のフロン類の引取りは、約12万9千台（約4万2千kg）、

またエアバッグ類の引取りは、約3万2千台（約5万1千個）で、再資

源化率は93%と法定基準85%を上回りました。さらにエアバッグ類

は、使用済み自動車に装着したまま展開・処理できる一括作動処理

コネクタを1999年からの新型車に採用し、現在発売中の全てのモ

デルに搭載しています。

フロンの回収・破壊、エアバッグのリサイクル
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2005年度のパフォーマンス報告

使用済み自動車のリサイクル
新しく施行された法規制に適正に準拠するために、マツダはリサイクルのシステムとルートを確立し
さらなる調査・研究を進めて、再資源化率の向上に努めています。

自動車リサイクル法に基づくリサイクルの推進
2005年度の再資源化実績

Web

※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＝再資源化エアバッグ類総重量／
　　回収エアバッグ類総重量

シュレッダーダスト
（ASR）再資源化率※2

63%

93%エアバッグ類
再資源化率※3 85％以上

30％以上
（2005年度～2009年度）

項目 実績値 法定基準値

項目 実績値

総引取り量

回収個数

作動個数

引取りASR総重量

委託全部利用引取
ASR相当総重量

フロン類

エアバッグ類

シュレッダーダスト
（ASR）

1,272,994,825円

1,344,833,403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

40,962個

再資源化重量

引取り量

26,176t

総引取り量 29,106t

2,930t

10,511個

42,110kg

■ 2005年度基準の遵守状況※1

■ 2005年度再資源化等の概要

129,516台

32,404台

16,796台

167,835台

151,039台

5,014.2kg

51,473個

■ 使用済み自動車（ELV※）リサイクルプロセス

最終所有者
ELV

引取り業者
（販売会社等）

フロン類
回収業者ELV

ASR

フロン回収

解体業者

エアバッグ類
適正処理

破砕業者
マテリアルリサイクル施設
サーマルリサイクル施設
焼却／埋立施設

再資源化施設

全部利用施設（電気炉等）
エコプレス

引取りASR再資源化

委託全部利用引取り再資源化

認定解体業者
精緻な解体

※ ELV：End of Life Vehicles
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※ マツダ、いすゞ 自動車、スズキ、日産自動車、日産ディーゼル工業、富士重工業、
三菱自動車工業、三菱ふそうトラック・バス

マツダでは、将来の循環型社会に向けて、さまざまな分野でリサイ

クルしやすいクルマづくりの研究を進めています。

リサイクル事業者と協力した自動車の解体リサーチもそのひとつ

であり、得られた実際の解体作業の状況や自社製品の解体性を製

品開発へフィードバックして、解体しやすい構造、リサイクルしやすい

材料の研究開発を推進し、リサイクル設計につなげています。

マツダでは、2005年度に自動車メーカー8社※と旭硝子（株）と協

同で、廃ガラスの自動車用ガラス原料等へのリサイクル技術の開

発、物流体制の整備について実証研究に取り組みました。今後もこ

の取り組みを継続していきます。

使用済み自動車のガラスリサイクルへの取り組み

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・再生し、リビルト（再生）部品として販売しています。

また、リユース（中古）部品については、2006年からリサイクル部品

供給業者と提携し、部品販売会社がインターネットを活用したリサイク

ル部品販売を開始しています。

リサイクル部品の活用

解体リサーチ風景

使用済み自動車のリサイクル技術の調査・研究など

解体リサーチ活動

ロータリーエンジン レシプロエンジン

■ ART運営組織図

ART加盟会社

マツダ PAGI
日産

ディーゼル
三菱日産スズキいすゞ

富士
重工業

フォード
ジャパン

三菱ふそう
トラック・バス

指定再資源
化機関

ART運営委員会（共同企画）

ASR再資源化推進の企画・立案
● 指定引取り場所の設定
● 再資源化施設の設定
● 全部利用コンソーシアムの設定

各社の活動

再資源化施設
● マテリアルリサイクル施設
● サーマルリサイクル施設
● 焼却・埋立施設

全部利用施設

● 再資源化委託契約　● 再資源化費用の支払い　● 監査・指導

ダイムラー
クライスラー
ジャパン

■ 主なリビルト部品

ロータリーエンジン／レシプロエンジン／ATミッション／MTミッション／
パワーステアリング

■ 主なリユース部品

外装部品全般／電装部品全般



リニューアルしたアイドリング
ストップ運動のステッカー

生産拠点に比べて環境負荷の比較的少ないオフィスや販売会社においても、積極的に環境保全に取り組む風土をつくりあげるために
マツダでは意識啓発や情報開示、さらには独自の仕組みや指標の作成に工夫を凝らしています。

2005年度のパフォーマンス報告 

オフィス・販売会社での取り組み
2005年度のパフォーマンス報告 

マツダでは、「チーム・マイナス6％」に参加し、クールビズのお知ら

せ看板をチーム・マイナス６％のロゴマーク入りで作成し、各事業所

の受付に掲示することで、お客さまにクールビズのご理解と浸透を

図っています。

「チーム・マイナス6％」の6つのアクションプランにしたがって、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）をまとめました。全社員に

パンフレットを配布して具体的な行動例を示

し、職場だけでなく家庭でも温暖化防止の

意識向上を図り、日々の省エネの実践につ

なげていきます。

また、「チーム・マイナス6％」の活動は、マツダ

構内にあるグループ企業でも展開しています。

「チーム・マイナス6％」への参加

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。

2005年度は、アイドリングストップ運動を再認識してもらうために、

全社員を対象にステッカーのデザインを公

募し、そのデザインをもとにステッカーをリ

ニューアルしました。

これを2006年度に全社員、OBおよび

構内グループ企業の社員、合わせて4万5

千名に配布し、全社一丸となって活動を

推進しています。

全員参加型のオフィスでの省エネ活動

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・保存を電子化することなどにより、紙の

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、廃紙の分別を徹底し、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。

加えて、各職場やゴミ収集場でのゴミの分別を徹底し、ゴミの発生

を抑制しています。

オフィスでの廃棄物削減

オフィスでの取り組み

販売会社での取り組み

マツダでは、全国マツダ販売店協会とともに、販売会社における自

主的な環境への取り組み指針として2000年から「MECA21※」を策

定し、さらに環境への取り組みを販売会社表彰の資格要件とすること

で、推進体制を強化してきました。

2005年度は、環境法令改訂

への対応やＰＤＣＡサイクルの定

着を狙って「MECA21」を改訂し

ました。

販売会社の環境取り組みを支援するツール

「MECA21」への取り組みを積極的に支援するために、マツダは

販売店の営業スタッフや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

進めるための事例集を

配布しています。

販売会社での取り組み

Social & Environmental Report 200685

※ Mazda’s Environment Care Approach 21：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

マツダでは、環境保護と健康増進のため２ｋｍ以上の徒歩通勤者

に通勤手当（月給1,500円）を支払う制度を設けています。

エコ･ウォーク通勤制度

キャリア開発部　
マツダ工業技術短期大学校

小林 友之

＋

クローズアップ

ひとことメッセージ

2006年1月末から、エコ・ウォークに参加

し、毎朝、家から最寄駅までと向洋駅から職場

まで、計1時間かけて歩いています。景色を眺

めながら歩くのは気持ちいいですし、健康に

なった気もします。

健康的なエコ・ウォーク通勤



環境活動の年次報告書として2001年から環境報告書を毎年発

行しています。2003年版からは環境面の記載に加えて、「社会」的

側面、「経済」的側面などの記載を加え、2004年版からは「社会・環

境報告書」と名称を変え、社会面の充実を図っています。

また、ホームページでは社会・環境報告書の内容を紹介するととも

に、使用済み自動車に関する情報なども掲載しています。

社会・環境報告書とホームページでの情報開示

マツダミュージアムで「環境展」を開催

2005年6月1日～30日の間、マツダミュージアムにおいて、2回目

となる環境展を開催しました。自動車のリサイクルの流れや環境負荷

の低いスリー・ウエット・オン塗装、マツダ独自のバンパーリサイクル、

バイオプラスチックなどの環境技術について、実際の部品や説明パ

ネル、ビデオなどを使って紹介しました。  

来場者の皆さまの声に応えて、今後も内容を充実させていきます。

環境コミュニケーション
マツダの環境に対する取り組みとその成果をより多くの方々にご理解いただくために
社会・環境報告書やホームページ、イベントなど、さまざまな媒体と機会を通じて情報開示に努めています。

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

の情報提供などを行い、関係会社を含む全社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、地

域美化活動などを通じて、社員へ向けた啓発を行っています。

社員の環境意識啓発

エコカーワールド2005

みんなが主役の環境教育シンポジウム
（NPO法人 ちゅうごく環境ネットを通じて協力）

マツダミュージアムでの「環境展」

Web

2005年度のパフォーマンス報告 2005年度のパフォーマンス報告 

さまざまなコミュニケーション

2005年度は、「エコカーワールド2005」や「人とくるまのテクノロ

ジー展」などの各種イベントへ参加・協力し、マツダの環境への取り

組みや水素ロータリーエンジン車「RX-8ハイドロジェンRE」を紹介

するなど、皆さまとのコミュニケーションに努めました。

また、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。

  2005年度の主な環境関連イベントへの参加

環境関連イベント

さまざまなイベントへの参加・協力

マツダミュージアムでの環境イベント
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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 

焼却炉 

ボイラー 

ppm

ppm

g／m 3N

ppm

g／m 3N

ppm

g／m 3N

ppm

g／m 3N

ppm

ばい焼炉 ppm

g／m 3N

ばい焼炉 g／m 3N

ー 

mg／m 3N

g／m 3N

ばいじん 

SOx

塩化水素 

焼却炉  ng-TEQ／m 3Nダイオキシン 

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 

大腸菌群数 

フェノール 

クロム 

鉛 

ホウ素（淡水系） 

ホウ素（海水系） 

 4.6 0.9 2 

300 

230 

180 

150 

250 

180 

950 

200 

180 

150 

220 

450 

0.30 

0.25 

0.20 

0.10 

0.35

0.15

0.20 

0.10 

0.10 

0.25 

0.20 

0.10 

0.25 

7 

700 

10 

190 

200 

75 

56 

110 

100 

550 

46 

100 

44 

31 

180 

0.014

0.05

0.02 

<0.002

0.003

0.0027

0.12

0.005

0.027

0.013

0.029

0.001

0.14

2 

20

0.6

7.6

7.3

25

11

9

0.9

0.02

0.2

4.6

1.9

0.1

0.7

17

5.3

623

0.06

0.09

0.01

0.36

1.5

6.8

6.5

0.6

0.8

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

0.01

ＮＤ

ＮＤ

0.6

ＮＤ

0

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

0.14

0.07

7.2

6.9

6

3.6

＜2.9

＜0.5

＜0.01

＜0.1

＜2

0.42

＜0.1

＜0.2

6.4

＜0.66

52

＜0.02

＜0.02

＜0.01

0.25

0.79
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所 在 地

操 業 年 月 日

主 要 生 産 品 目

従 業 員 数

IＳＯ14001取得年月

敷地面積（建物延面積）

広島県安芸郡府中町3-1

1931年3月

乗用車、トラック、エンジン、自動車用手動変速機

15,118名（2006年3月末）

2000年6月　　　

2,247千m 2 （1,796千m 2）

所 在 地

操 業 年 月 日

主 要 生 産 品 目

従 業 員 数

IＳＯ14001取得年月

敷地面積（建物延面積）

広島県三次市東酒屋町551-1

1974年5月

エンジン

158名（2006年3月末）

2000年6月　　　

1,667千m 2 （64千m 2）

本社工場 三次事業所

 所業事次三 場工社本

アンモニア、アンモニウム、

亜硝酸、硝酸化合物 

■ 本社工場

大気汚染物質 単位 規制値 
実績値

（最大） 

実績値 
水質汚濁物質 規制値 単位 

最大 最小 平均 

mg／ℓ

－ 

－ 

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／cm 3

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

100

5.8～8.6

5.5～9.0

120

15

150

5

3

8

15

5

10

10

60

8

3000

5

2

0.1

10

230

上記以外のカドミウム、シアン、有機燐、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロロエチ
レン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエタン、1．3-ジクロロプロ
ペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンの実績値は全てＮＤであった。

サイトレポート：広島地区

環境データ



亜鉛の水溶性化合物 

４，－イソプロピリデンジフェニル 

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（液状のものに限る） 

エチルベンゼン 

エチレングリコール 

キシレン 

クロム及び三価クロム化合物 

六価クロム化合物 

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） 

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 

18,627 

3,900

 
4,901 

180,923 

1,183,710 

883,959 

96,841 

8,521 

66.23 

149,836 

58,142 

1,016,552 

25,950 

2,823 

1,105 

828,728 

5,094 

29,332 

306,230 

403,528 

5,774 

5,214,476

229 

0

 
0
 

0 

0 

0 

0 

0 

0.83 

0 

0 

0 

0 

342 

0 

24 

0 

0 

0 

253 

0 

848

0 

0

 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

0 

0

 
0 

92,904 

7 

344,473 

0 

0 

54.7 

0 

20,465 

256,397 

0 

0 

0 

20 

0 

105 

2,461 

0 

0 

716,832

229 

0

 
0 

92,904 

7 

344,473 

0 

0 

55.53 

0 

20,465 

256,397 

0 

342 

0 

44 

0 

105 

2,461 

253 

0 

717,680

15,034 

0

 
4,901 

46,025 

1,183,703 

215,635 

93,346 

5,035 

0 

0 

10,183 

389,422 

25,945 

970 

0 

0 

4,941 

18,567 

0 

401,837 

3,261 

2,418,805

0 

3,900

 
0 

39,427 

0 

187,391 

0 

3,486 

0 

149,836 

15,662 

352,628 

0 

0 

1,105 

828,684 

153 

10,660 

303,769 

0 

0 

1,896,701

3,364 

0

 
0 

0 

0 

0 

3,486 

0 

10.7 

0 

0 

0 

0 

1,511 

0 

0 

0 

0 

0 

1,399 

124 

9,884

0 

0

 
0 

2,567 

0 

136,460 

9 

0 

0 

0 

11,832 

18,105 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

2,389 

171,406

1 

29 

30 

40 

43 

63 

68 

69 ※

179 ※

198 

224 

227 

231 

232 ※

253 

266 

272 

299 ※

310 

311 

346

全 体 

NOx

ばいじん 

SOx

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／m 3N 

g／m 3N 

－ 

     

     

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 

大腸菌群数 

ホウ素 
 

 

ー 

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

個／cm 3

mg／ℓ

0.02

ＮＤ

0.02

＜0.01

5

0.1

0.02

0.05

フェノール 

鉛 

mg／ℓ

mg／ℓ

排水の放流先：馬洗川

 

9,576

46,029  

4,216

99,813  

3,354  

162,988

34

160  

13 

268 

12  

487

0 

0 

0 

0 

0 

0 

34  

160  

13  

268  

12  

487

9,542  

45,869  

4,203 

99,545  

3,342  

162,501

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 

40 

63 

224 

227 

299 ※ 

単位：kg／年

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

上記以外のカドミウム、シアン、有機燐、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロロエチ
レン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエタン、1．3-ジクロロプロ
ペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、銅、クロム、アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物の実績値は全てＮＤであった。

220 

790 

0.073

0.055

3.4 

7.8

3.8

4

0.7

0.5

0.01

0.1

0.2

0.6

0.02

215

0.06

7.2

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

0.5

0.01

0.1 

ＮＤ

0.6

0.02

0 

0.06 

7.6

＜2

＜1.9

＜0.5

0.5

0.01

0.1 

＜0.1

0.6

0.02

57 

0.06
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■ 三次事業所 

大気汚染物質 単位 規制値 
実績値

（最大） 
実績値 

水質汚濁物質 規制値 単位 
最大 最小 平均 

250

950

0.30

0.10

17.5

5.8～8.6

70

70

5

8

5

10

10

60

8

3000

10

■ 三次事業所 

物質
番号

対象物質群 
大気  水質 土壌  排出量

取扱量 
移動量 

リサイクル量 
廃棄物量 

消費量 除去量 

（※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）

 単位：kg／年、ダイオキシン類のみmg-TEQ／年■ 本社工場

物質
番号

対象物質群 
大気  水質 土壌  排出量

取扱量 
移動量 

リサイクル量 
廃棄物量 

消費量 除去量 

（※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）
２００５年度 ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量

２００５年度 ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量

全 体 
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上記以外のカドミウム、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、油、銅の実績値は全てＮＤであった。

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／m 3N

ー

m 3N／h

g／m 3N

ばいじん 

SOx

単位 規制値 
実績値

（最大）  
実績値 

5.0～9.0     

40     

30  

5     

60     

8     

3000     

5     

230     

15     

100     

ｐＨ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

亜鉛 

全窒素 

全リン 

大腸菌群数 

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／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

個／cm 3

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

排水の放流先：大海湾

7.7 

11

3.2

0.25

2.7

1.5

26

0.06

0.1

0.96

1.9

7.3

7.8

1.3

0.08

2.6

0.83

23

0.02

ＮＤ

0.8

1.6

7.5

9.4

2.3

0.2

2.7

1.2

25

0.04

＜0.1

0.88

1.8

250 

150 

130 

230 

0.20 

0.10 

0.35 

0.30 

0.20 

4.5 

47.78 

30 

51 

70

180 

0.03

0.002

0.025

0.02

0.006

1.20 

10.05
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■ 西浦地区

水質汚濁物質 規制値 単位 
最大 最小 平均 

サイトレポート：防府地区

所 在 地

操 業 年 月 日

主 要 生 産 品 目

従 業 員 数

IＳＯ14001取得年月

敷地面積（建物延面積）

山口県防府市大字西浦888-1

1982年9月

乗用車

3,278名（2006年3月末／中関含む）

1998年9月　　　

792千m 2 （297千m 2）

所 在 地

操 業 年 月 日

主 要 生 産 品 目

IＳＯ14001取得年月

敷地面積（建物延面積）

山口県防府市大字浜方字大浜一の桝415-8

1981年12月

変速機

1999年9月

537千m 2 （100千m 2） 

西浦地区 中関地区

 場工関中府防 場工浦西府防



物質
番号

大気汚染物質 単位 規制値 
実績値

（最大） 

排水の放流先：大海湾

上記以外のカドミウム、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、フェノールの
実績値は全てＮＤであった。

  

NOx 溶解炉

溶解炉

K値規制 

総量規制 

加熱炉

ばいじん 

SOx

 

ｐＨ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

油 

銅 

亜鉛 

全窒素 

全リン 

大腸菌群数 

ホウ素 

フッ素 

 

ー 

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

個／cm 3

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

7.8

15

19

0.8

0.01

0.09

20

0.45

130

0.4

0.16

6.3

7.1

4.3

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

0.06

4.9

0.23

100

0.3

ＮＤ

0.65

7.5

8.3

＜0.5

＜0.5

＜0.01

0.08

9.9

0.34

115

0.35

＜0.1

3.5

180 

0.25 

0.20 

0.20 

4.5 

17.54

57 

0.008

0.02

0.034

0.23 

0.05

２００５年度 ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量

 

2005年度 環境データ

移動量 

全 体 

全 体 

（※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） 

13,690 

2,090 

146,110 

1,557,936 

641,716 

64,483 

978,773 

2,655 

17,474 

25,840 

5,157

3,455,924 

亜鉛の水溶性化合物

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

215 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

321 

0 

0 

224

760 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

0

0 

0 

67,638 

9 

265,732 

20,225 

242,652 

0 

0 

92 

0

596,348 

215 

0 

67,638 

9 

265,732 

20,225 

242,652 

321 

0 

92 

224 

597,108

11,999 

2,090 

68,979 

1,557,927 

325,162 

24,411 

664,735 

914 

16,950 

25,512

3,458 

2,702,137

0 

0 

9,493 

0 

37,295 

2,674 

34,656 

0 

524 

236 

0 

84,878

1,476 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,420 

0 

0 

1,274 

4,170

0 

0 

0 

0 

13,527 

17,173 

36,730 

0 

0 

0 

201 

67,631

1

30

40

43

63

224

227

232 ※

272

299 ※

311

 

1,188 

1,186

2,374 

２-アミノエタノール

ふっ化水素及びその水溶性塩

0 

0 

0

0 

0 

0

0 

24

24 

0

24

24

0

0

0

1,188 

0 

1,188

0

0 

0

0 

1,162

1,162

16

283
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■ 西浦地区

■ 中関地区

■ 中関地区

実績値 
水質汚濁物質 規制値 単位 

最大 最小 平均 

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（液状のものに限る）

大気  水質 土壌  排出量
リサイクル量 

廃棄物量 
対象物質群 

物質
番号

対象物質群 

取扱量 

大気  水質 土壌  排出量
取扱量 

消費量 除去量 

移動量 
リサイクル量 

廃棄物量 
消費量 除去量 

ppm

g／m 3N

g／m 3N

K値

m 3N／h

アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 

5.0～9.0     

40     

30     

2     

3     

5     

60     

8     

3000     

230     

15     

100     

単位：kg／年

環境データ
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各モデルの中で、代表的な機種を掲載しました。

仕様

燃費

排出ガス

車外騒音

温室効果ガス

リサイクル

環境負荷物質の使用

バンパー、内装材等にリサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

バンパー、内装材等にリサイクルしやすい
熱可塑性樹脂を使用

型式

種類

排気量（cc）

使用燃料

燃料供給装置

CBA-NCEC

LF

直4 DOHC 16V

1998

無鉛プレミアムガソリン

EGI

FR

5MT

13.4

ー 

平成17年

U-LEV

1.15

0.025

0.025

あり

平成10年規制

76

HFC-134a

450

173.3

DBA-LY3P

L3

直4 DOHC 16V

2260

無鉛レギュラーガソリン

EGI

FF

4AT

12.2

＋10％達成

平成17年

SU-LEV

1.15

0.013

0.013

あり

平成11年規制

76

HFC-134a

725

190.3

あり

1／10以下

あり

1／10以下

リサイクルしやすい材料を使用した部品

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

車両型式

駆動方式

変速機形式・変速段数

10・15モード燃費値（km／ℓ） 

平成22年度燃費基準

適合させている規制名

低排出ガス車認定レベル

CO（g／km）

NMＨＣ（g／km）

NOx（g／km）

低公害車指定（地方自治体）※

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）

車名 MPVロードスター

電気自動車

ハイブリッド自動車

天然ガス自動車

水素RE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 ☆

ディーゼル代替LPG自動車

合計

乗用車
普通・小型車

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 18 0 18

2 0 0 0 2

メタノール自動車 0 0 0 0 0

132,914 4,940 0 0 137,854

20,515 31,570 3,791 363 56,239

0 0 0 0 0

0 0 0 3,909 3,909

0 73 0 0 73

ー ー 134 ー 134
153,431 36,583 3,943 4,272 198,229

軽自動車 普通・小型車 軽自動車
乗用車

合計

低公害車

低燃費かつ
低排出ガス
認定車※

※ 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。

2005年度新型車・モデルチェンジ車（乗用車）の環境データ

環境データ環境データ

2005年度の低公害車等の出荷台数

※ 八都県市および京阪神六府県市 マツダのホームページには上記以外の車種も掲載されています。　http://www.mazda.co.jp

アンダーカバーなど フロントバンパー、リアバンパー、
スプラッシュシールドなど

バンパーリサイクル材使用部品



Social & Environmental Report 2006 92

1. ビジョンと戦略

2. 報告組織の概要
   組織概要

   報告書の範囲

 
   報告書の概要

3. 統治構造とマネジメントシステム
   構造と統治

   ステークホルダーの参画

 
   統括的方針およびマネジメントシステム

4. GRIガイドライン対照表

5. パフォーマンス指標
   経済的パフォーマンス指標
   顧客

   投資家

   環境パフォーマンス指標
   原材料

　エネルギー

　水

　放出物、排出物および廃棄物

　製品とサービス

　法の遵守

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13

2.17
2.18
2.19

3.16

3.17

3.19

3.20

4.1

EC1
EC2

EC7

EN1

EN3
EN17

EN5
EN21
EN22

EN8
EN10
EN11
EN13

EN14
EN15

EN16

2.20
2.22

3.1
3.2
3.4
3.6

3.7

3.8

3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.15

3、7
4～6

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2
2
2
2

2
43、44、65、66
65～66
2
2

8
8
12、13
7、8、13、63、64
1、3、9、11、13、
38、49、50、51、
58、59～60
8、43

7
33～56
33～56
33～56

12、13
1、86
41、42、63、64、
65、66、85
63～64
7～13、59～60、
61～64
64

92～93

44
44

43

61

61～62、77
77、85

61
79
61

61、77
61、87～90
78
64

67～74、91
73～74

64、87～90

項目 指標 ホーム
ページ

本レポートでの
掲載該当ページ

GRIガイドライン対照表

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  

報告組織の名称  
主な製品やサービス 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  

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のアドレスなど  
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」（国／地域、製品／サービス、部門／施設／合弁事業／子会社）  

報告書作成に際しGRIの原則または規定を適用しない旨の決定の記述  
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
  

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  
取締役会への株主による勧告ないし指導のメカニズム  

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  

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
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、具体的項目  

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  

GRI報告書内容の各要素の所在をセクションおよび指標ごとに示した表

総売上げ  
市場の地域別内訳

水の使用量を除いた、原材料の種類別総物質使用量

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

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

温室効果ガス排出量（CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6）  
NOx、SOx、その他の重要な放出物（タイプ別）  
種類別と処理方法別の廃棄物総量
化学物質、石油および燃料の重大な漏出について、全件数と漏出量

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  

環境に関する国際的な宣言／協定／条約、全国レベルの規制、地方レベルの規制、地域の規制の違反に対する付帯義務と罰金

期末時点での内部留保の増減 ●
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　社会的パフォーマンス指標
   【労働慣行と公正な労働条件】
　雇用

　安全衛生

　教育研修

　人種多様性と機会均等

　【人権】
　方針とマネジメント

　差別対策

　組合結成と団体交渉の自由

　児童労働

　強制・義務労働

　懲罰慣行

　保安慣行

　【社会】
　地域社会

　贈収賄と汚職

　【製品責任】
　顧客の安全衛生

　製品とサービス

　
　プライバシーの尊重

LA1
LA2
LA4
LA12

LA15

LA5

LA6
LA7
LA8

LA16
LA17

LA10

HR1

HR2

HR3

HR8

HR4

HR5

HR6

HR7

HR9
HR10

HR11

SO2
SO7

SO1
SO4

PR1

PR4
PR5
PR6

PR2

PR8

PR3

̶
̶

21、29～30、77

9～10
9～10

17～18、35～40
75～76
36、67～68
33、36
67～70、91

35～36、59、60、
67～70
33～34

34

●
●

●

●

●

項目 指標 ホーム
ページ

本レポートでの
掲載該当ページ

労働力の内訳  
雇用創出総計と平均離職率を地域・国別に区分  
報告組織の運営に関する変更（例：リストラクチャリング）の際の従業員への情報提供、協議、交渉に関する方針と手順  
従業員に対する法定以上の福利厚生  
職場の安全衛生に関する労働組合または真に従業員を代表する者・団体従業員代表との公式な取り決めの記述と、これらの取り決
めの対象となる従業員の割合  

労働災害および職業性疾病に関する記録・通知の慣行、ならびに「労働災害と職業病の記録と通知に関するILO行動規範」への
適合性  
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の記述と、この様な委員会が対象としている従業員の割合
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（職域についてだけでなく全般的なもの） 

雇用適性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  

機会均等に関する方針やプログラムと、その施行状況を保証する監視システムおよびその結果の記述。  

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思決定（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  
サプライ・チェーンや請負業者における人権パフォーマンスの評価と取り組みに関する方針と手順（監視システムとその結果を含む）の
記述  
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
  
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、プログラムの記述（監視システムとその結果も含む）

組合結成の自由に関する方針と、この方針が地域法から独立して国際的に適用される範囲の記述。またこれらの問題に取り組むため
の手順・プログラムの記述

ILO条約第138号で規定されている児童労働の撤廃に関する方針と、この方針が明白に述べられ適用されている範囲の記述
またこの問題に取り組むための手順・プログラム（監視システムとその結果を含む）の記述

強制・義務労働撤廃に関する方針と、この方針が明白に述べられ適用されている範囲の記述。またこの問題に取り組むための手順・
プログラム（監視システムとその結果を含む）の記述：ILO条約第29条第2項

不服申し立てについての業務慣行  
報復防止措置と、実効的な秘密保持・苦情処理システムの記述

保安担当職員への人権研修。研修の種類、研修受講者数、平均研修期間も含むこと

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（監視システムとその結果を含む）の記述
社会的、倫理、環境パフォーマンスに関する表彰

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
不正競争行為を防ぐための組織の方針、手順／マネジメントシステム、遵守システムの記述  　 

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、この方針が明白に述べられ適用されている範囲、またこの問題
を扱うための手順／プログラム（監視システムとその結果を含む）の記述  
顧客の安全衛生に関する規制への不適合、およびこれらの違反に課された処罰・罰金の件数と類型  
製品とサービスの安全衛生を監督、規制する所轄機関、および同種の公的機関に報告されている苦情件数  
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 
 

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、遵守システムの記述  

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、遵守システム（顧客満足度調査の結果を含む）の記述  

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

GRIガイドライン対照表
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第三者意見

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、

本書におけるマツダの社会・環境側面の情報開示のあり方に関し、第三者意見を

以下に提出します。

今日、企業の環境問題への対応や社会的側面への配慮のいかんが、人々の生

活を左右するとともに、その企業の価値をも規定すると認識されています。結果、例

えば先に国連が公表した「責任投資原則」には「私たちは、投資対象の主体に対

してESG（環境・社会・ガバナンス）の課題について適切な開示を求めます」の一文

が盛り込まれました。

「ESGの課題」というとき、私はまずリスクの所在に注目します。ESGの観点か

ら、当該企業がどのようなリスク（経営成績にネガティブな影響を与える可能性）を

想定し、それに手を打っているかということです。この点で、本書の内容は網羅的で

あるものの、想定されるリスクの開示に課題が残ります。有価証券報告書には、各

国における環境問題、車両の安全性、燃費及び排ガスに関する規制などが「事業

等のリスク」として記載されています。本書においても、「どんなリスクが想定されるが

ゆえに、各々の取り組みが演繹されるのか」、「取り組みのリスク回避効果がどの程

度あると判断しているか」を是非伝えていただきたいと思います。政府規制だけでな

くサプライヤーとの関係も重要でしょう。さらに、海外売上高比率の高さを勘案すれ

ば、開示のグローバルな統合を進めることは急務です。

「ESGの課題」の第二には、私は社会・環境側面からの当該企業の事業機会に

注目します。本書では、マツダ独自の水素ロータリーエンジン車実用化の進捗が、強

い印象として残りました。今後は、代替燃料車の開発やバイオプラスチックの開発

などの芽を大きく育て、積極的に情報開示していただくことを期待します。

「環境」と「感動」の両立は決して容易ではありません。しかし、そのジレンマへの

挑戦を宣言されたことに敬意を表します。「自動車メーカーは、社会・環境側面のリ

スクをこう克服し、事業機会をこうして創出できる」という成功事例をトップランナーと

して切り開いていただきたいと思います。

なお、このコメントは、本報告書が、一般に公正妥当と認められる環境報告書等の作成基準に準拠して

正確に測定、算出され、かつ重要な事項が漏れなく表示されているかどうかについて判断した結論を表明す

るものではありません。

株式会社日本総合研究所
上席主任研究員

足達 英一郎
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