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企業ビジョン

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。

マツダの由来と意味 マツダコーポレートマーク（1975年制定） マツダブランドシンボル（1997年6月制定）
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。 

「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。 

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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マツダは、2001年度に「環境報告書」の発行を開始しまし
た。2004年度からは「社会・環境報告書」と名称を変更し、以
来、徐々に社会的側面の報告を拡充してきました。
本年度の「社会・環境報告書」も、昨年度に引き続いて「地
球社会とマツダ」と題した、社会的側面を報告するパート
に、「お客さま」「取引先」「株主・投資家」「社員」「地域・社
会」というステークホルダー別の章を設けて、それぞれに対する
責任について報告しています。また、本年度からは新たに「安
全なクルマ社会をめざして」と題したパートも設けて、自動車の
安全面に関する責任についての報告を充実させました。
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推進していきたいと考
えています。添付のアンケートなどを通して、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WEBサイトの情報のすみわけと連動
本「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WEBサイ
トに掲載しています。
WEBサイト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］
2006年4月から2007年3月を中心に報告。一部、2007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2002/2006
環境省 環境報告書ガイドライン（2003年度版）

環境報告ガイドライン（2007年版）
環境会計ガイドライン（2005年版）

［発行時期］
2007年8月（前回発行2006年8月、次回発行2008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は、「有価証券報告書」「アニュアルレ
ポート」「会社概況」などに掲載しています。これらは、WEBサイトでご覧い
ただけます。

［作成部署／問い合わせ先］
マツダ株式会社 グローバル広報企画部
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／本報告書の記述には、マツダ株式会社とその関係会社の過去の事実だけでなく、
将来の事業環境に関する予測、事業に関する計画が含まれています。これら予測、計画は、記
述した時点で入手できた情報に基づいたものであり、将来、諸与件の変化によって事業環境、
事業活動の内容と結果が予測、計画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。

企業ビジョン
本報告書をご覧いただくにあたって
マツダグループの概要
マツダグループの事業活動

トップコミットメント
CSRへの取り組み
コーポレートガバナンス・内部統制
リスクマネジメント
コンプライアンス
人権尊重
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会社概要
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

国内子会社

国内関連会社

海外子会社

海外関連会社

マツダグループの概要（2007年３月末現在）

マツダのクルマづくりの歴史
1931年 1958年 1960年 1967年 1978年

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

単独 ： 20,395名（2007年4月1日現在）　連結 ： 38,004名（2007年4月1日現在）

本社、三次事業所、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、タイ、マレーシア、フィリピン、イラン、スペイン、ジンバブエ、南アフリカ、エクアドル、コロンビア

国内 298社　海外 122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

（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.／マツダスイス S.A.／マツダオーストリアG.m.b.H.／
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／マツダセールスタイランド Co., Ltd.／
PT. マツダモーター インドネシア／マツダ（中国）企業管理有限公司／マツダオーストラリアPty Ltd.／
マツダモータースオブニュージーランドLtd.／コンパニア コロンビアナ アウトモトリスS.A. 

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

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。

小型4輪トラック
「ロンパー」発売
新開発1105ｃｃ空冷２気筒
OHVエンジン（32.5馬力）搭載
の3人乗り小型4輪トラック。ロン
パーには「軽快に走る車」の意
がこめられた。

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。

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185km/h、0-400m加速
16.3秒という性能を発揮した。

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。
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マツダの歴史とそのスピリット

その後、マツダは順調に成長を遂げ、1967年には、世界初の

2ローター・ロータリーエンジン車「コスモスポーツ」を発売しました。

1919年にドイツのフェリックス・バンケル氏が発明したロータ

リーエンジンは、滑らかな回転、部品点数の少なさなど優れた特

長がある一方で、ローターとシリンダーの間の「アペックスシー

ル」の耐久性など、実用化するには多くの問題を抱えていまし

た。それをマツダが解決したのです。その後も、多くの自動車メー

カーがロータリーエンジンに挑戦したものの、実用化に至りませ

んでした。マツダは現在、世界で唯一ロータリーエンジンを量産し

ているメーカーです。

「コスモスポーツ」発売後も、12Ａ型2ローター・ロータリーエン

ジンを搭載した初代「サバンナRX-7」や、日本を代表するライト

ウェイトスポーツカー「ユーノス・ロードスター」など、画期的な自動

車を次 と々発売。2002年には、「子供の時に感じた動くことへの

感動」を表す言葉“Zoom-Zoom”を私たちのブランドメッセージと

して世界中に発信しました。ここには、走る喜びにあふれた自動

車を、世界中の人 か々ら信頼を集める高い技術で創造し、提供し

続けるマツダのスピリットが込められています。

1980年 1989年 2004年 2006年 2006年

1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下されました。マツダは

即座に一切の生産活動を停止、医薬品などのストックを全て市

民に放出し、全施設を開放するとともに、市内4カ所に罹災者相

談所を設け、全社をあげて被災者や従業員とその家族の救援･

救済にあたりました。

同年12月には、広島と日本を廃墟から復興させるために三輪

トラックの生産を再開。1949年には、これを輸出するまでに生産

力を回復しました。その後、1958年には小型４輪トラック「ロン

パー」を発売、1960年には360ccの軽自動車「R360クーペ」を

発売して日本のモータリゼーションを加速させました。

廃墟からの復興と戦後のモータリゼーションに
果たした役割

マツダは、1920年に広島県で東洋コルク工業株式会社とし

て誕生。1927年に社名を東洋工業株式会社と改め、1929年

には創業時から育んできた機械技術を土台に工作機械の生産

を開始、1931年から3輪トラックの生産を開始しました。

当時、国産の３輪トラックは、そのエンジンのほとんどを輸入に

頼っていました。しかし、マツダは「純国産車」にこだわって自社製

エンジンの開発に力を注ぎ、その後、総合自動車メーカーへと発

展していく基礎を築いていきました。それを可能にしたのが、広島

という地域社会に蓄積されていた多彩な鉄製品加工技術や造

船技術、これらの技術に習熟した人材の豊富さでした。

技術へのこだわりと地域への愛から生まれた
自動車メーカー

世界で唯一ロータリーエンジンを
量産しているメーカーとして
“Ｚｏｏｍ-Ｚｏｏｍ”なクルマを世界中に発信

5代目「ファミリア」が日本カー
オブザイヤー受賞
海外でも、「ヨーロッパカーオブザイ
ヤー4位」、米国CAR&DRIVER誌
の「もっとも意味深い新車賞」、豪
州ホイールズ誌の「1980カーオブ
ザイヤー」など数々の賞に輝いた。

「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。

「Mazda6（アテンザ）」が
中国の2004年
カー・オブ・ザ・イヤーを受賞
「Mazda6（日本名マツダアテン
ザ）」が中国の自動車専門誌
『汽車族』が主催する「2004年
カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。

「MPV」を
フルモデルチェンジ
「スポーツカーの発想でミニバンを
革新した『次世代ピープルムー
バー』」として3代目となる新型
MPVを発売。

新型クロスオーバーSUV
「CX-7」発売
スポーツカーとSUVの特徴を融
合させた、「スポーツクロスオー
バーSUV」として「CX-7」を発売。
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マツダグループの事業活動

欧州
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点※

1［1］
27

2,369

マツダは、グループの関連会社とともに“Ｏｎｅ Ｍａｚｄａ”として

世界中で、お客さまの声に耳を傾けながら、走る喜びにあふれた

“Ｚｏｏｍ-Ｚｏｏｍ”なクルマを生産し、販売しています。

中近東
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

［1］
12
199

アフリカ
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

［2］
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1［2］
10
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生産拠点
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3
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1,156
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中南米
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1［1］
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2
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中国
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北米
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

1［2］
4
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［　］内は非連結の関連会社
※ 2006年11月現在

2007年3月現在■ 中国
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トップコミットメント

マツダは、2004年11月にスタートした中期計画「マツダモ

メンタム」の最終年度である2006年度、3期連続で過去最高

益を更新しました。現在、マツダの海外売上高は総売上高の約

73％を占め、国内のみならず欧米や需要の旺盛なアジア地域

においても、マツダブランドは広く支持され、販売台数を伸ばして

います。

こうした「マツダ モメンタム」の成長を継承し、さらに前進する

ために、2007年度から2010年度までを対象とする新中期計画

「マツダ アドバンスメント プラン」を2007年3月に策定しました。

マツダはこの4年間に、モノ造り革新を中心とする構造改革を進

め、マツダらしい商品を創造し、ブランド価値向上に努めます。

また、私ども自動車メーカーが今後も成長を続けながら、「良き

企業市民」であるためには、クルマの環境安全性能を向上させ

ることが何よりも大切だと考えます。そこで、マツダは排出ガスや

燃料・燃費、搭乗者の安全確保などの面から、今後のクルマは

どうあるべきかを考え、新中期計画と同時に、技術開発の長期

ビジョンとして「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を策定しま

した（詳細は43～44ページをご覧ください）。

これは、マツダがこれからも「見て乗りたくなる、乗って楽しくな

る、また乗りたくなる」クルマをつくり続け、さらに持続可能な社会

の実現に向けて、環境安全性能の向上に努めることを宣言した

ものです。どれだけ走行性能が良くても、燃費が悪く、有害なガス

を排出するようなクルマでは、心から走る歓びを得ることはできま

せん。また逆に、マツダはどれだけ環境性能が優れていても、

乗って楽しくなければ魅力的なクルマとは言えないと考えます。

走行性能と環境安全性能は決して相反するものではなく、調和

しうるものであり、事実、2007年7月に発表した新型「デミオ」

は、高い走行性能はそのままに、クラストップレベルの燃費性能

を実現しました。

マツダは「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、これ

からの社会の変化に対応しながら、走る歓びと環境安全性能が

調和した、進化する“Zoom‒Zoom”の世界を追求していきます。

“Zoom-Zoom”なクルマづくりを追求し
走行性能と環境性能の調和をめざします。
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マツダは2006年度の社会・環境報告書において公表した

環境中期計画「グリーンプラン2010」に基づき、事業活動の

あらゆる側面において環境負荷低減に取り組んでいます。

2006年度の成果の一例を挙げると、商品開発面では、2.3

ＬのＤＩＳＩターボエンジンを搭載した新型「ＭＰＶ」がクラストップ

レベルの環境性能を評価され、平成18年度（第3回）エコプロ

ダクツ大賞において、「エコプロダクツ大賞推進協議会会長

賞（優秀賞）」を受賞しました。また、使用済み自動車のリサイク

ル面では、シュレッダーダスト（ASR）再資源化率70％と、自動

車リサイクル法が定める2015年基準70％を9年前倒しで達

成しました。

さらにマツダは、自社の事業活動だけでなく、販売会社や取

引先も含めたサプライチェーン全体での環境負荷低減にも注

力しています。例えば、2006年度は部品販売会社2社で環境

マネジメントシステム（ＥＭＳ）の構築を完了するなど、着実に成

果をあげています。

した、マツダならではの商品とサービスを提供し続け、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

とをめざしています。この事業活動の前提にある社会的責任

経営を一層強化するために、マツダは2007年6月、CSR推進

部を新設しました。これはコーポレートガバナンスやコンプライ

アンス、人権啓発、環境保全、社会貢献活動などのCSR関連

活動を一つの組織に集約させ、整合性・統一性を確保するこ

とを目的としています。

2007年3月現在、マツダは世界140カ国以上の国と地域

に約38,000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、多様な個性や価値観を尊重しながら、CSR推

進部が中心となって人権の尊重や誰もが働きやすい職場環

境づくりに努めます。また海外での事業活動においては、各地

の経済や産業に貢献することはもちろん、地域に根ざす企業

として地域の抱えるさまざまな課題に対し、現地の人 と々一緒

になって解決に取り組んでいきたいと考えています。

これからも、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

姿勢で社会的責任を果たしていく決意を新たにしつつ、2006

年度の取り組みの一端をご理解いただくため、本報告書を発

行しました。多くの方にお読みいただき、忌憚のないご意見をお

寄せいただきますよう、お願い申し上げます。

サプライチェーン全体にわたる
環境負荷低減を進め、
着実に成果をあげています。

マツダの目標は、大規模な自動車メーカーになることではあり

ません。私たちは世界中のお客さまに、品質、環境、安全に配慮

グループの全員が心をひとつにして
社会的責任を果たしていきます。

ミレニアムプラン マツダ モメンタム
マツダ
アドバンスメント
プラン

将　来

回復

利
益
率

基盤整備
成長軌道の持続

成長軌道の持続
構造改革の加速

■ 中期計画「マツダ モメンタム」の結果 
　（2004年度～2006年度）

■ 新中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」の概要
　（2007年度～2010年度）

FY2010

FY2006

FY2003

2006年度目標に対する結果

営業利益

純有利子負債自己資本比率

連結出荷台数

目標

1,000億円以上

100％以下

125万台

結果

1,585億円

49％以下

118万台

2010年度目標

グローバル小売台数

連結営業利益

連結営業利益率

配当性向

160万台以上

2,000億円以上

6%

着実な向上

マツダ株式会社
代表取締役会長兼社長
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マツダにとって社会的責任を果たすこととは、社会に有益な企業であり続けることです。
そのために、あらゆるステークホルダーの意見に耳を傾け経営の透明性を保つと共に、コーポレートガバナンス、内部統制、
リスクマネジメント、コンプライアンス、人権尊重等の内面の強化も図っていきます。

ＣＳＲへの取り組み

マツダの企業としての社会的責任（ＣＳＲ）

マツダにとって社会的責任を果たすこととは、品質、環境、安全に配

慮し、お客さまが満足する個性的なクルマとサービスを市場に提供す

る、社会に有益な企業であり続けることです。

このため、マツダは、健全で透明性の高い経営を進め、コーポレート

ガバナンスの充実、リスクマネジメントの推進、企業倫理・コンプライ

アンスへの取り組みを継続するとともに、お客さま、株主・投資家、取

引先、従業員、地域社会、行政機関などあらゆるステークホルダーを意

識した企業活動を行っています。

そして、これらの活動を通じて、マツダの「企業価値」を増大し、社会

とともに持続可能な発展をめざします。

社会に有益な企業であり続けるために

ＣＳＲ活動推進体制

CSR活動を推進するために、2004年12月に、社長を委員長とす

る「ＣＳＲ委員会」を設置し、グループ会社を含めた取り組み方針の決

定やＣＳＲ活動のレビューを実施しています。また、2006年４月には、

ＣＳＲ委員会の下部組織として、社内の主要機能を有する16部門を

代表するメンバーで構成する「ＣＳＲ推進部会」を設置しています。

さらに、2007年６月には、全社ＣＳＲ活動の整合性・統一性を確保す

るために、従来、別々の組織で推進してきたコーポレートガバナンス、内部

統制、リスクマネジメント、環境保全、コンプライアンス、人権尊重、社会

貢献活動などのＣＳＲ関連活動を統括する「CSR推進部」を設置しました。

ＣＳＲ関連活動を統括するCSR推進部を設置

ＣＳＲ活動の6つの領域

マツダでは、ＣＳＲ活動の領域を「コンプライアンス」「人間尊重」「お

客さま満足」「環境保全」「社会貢献」「情報開示」の６つに分類して、

各領域でお客さまを始めとするあらゆるステークホルダーに配慮した活

動を推進しています。

あらゆるステークホルダーに配慮して

　今年６月の定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役から転じ、CSR担当の執行役員に就任いたしました。

　マツダがCSRを果たしていくためには、マツダで働く一人ひとりの認識と「自分発」の実践が欠かせません。

一人ひとりが、「自らの日常の行動が株主やお客さま、取引先、従業員などのステークホルダーの目にどう映っ

ているか」「自らが社会にどのように貢献できるか」を常に自問自答しながら、不断の点検と継続的改善に努

める組織風土を確立し、進化させていくことが肝要だと考えています。

　マツダが社会と共生しつつ、健全に持続的な成長を遂げ、あらゆるステークホルダーから一層信頼してい

ただけるよう、新設したCSR推進部を通じて、CSR活動を充実し、強化するためのさまざまな施策を効果的か

つ効率的に進めていきます。

執行役員
コーポレート業務推進・
リスクマネジメント・ＣＳＲ・病院担当

黒沢  幸治

ＣＳＲ担当役員のメッセージ　

委 員 長：代表取締役社長

グループ会社

CSR推進部会

社内各部門

CSR委員会

■ ＣＳＲ委員会の体制

■ 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

株主・投資家
● 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

行政機関

マツダグループ

従業員
● 働きがい
● 快適な職場
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コーポレートガバナンス体制

マツダは、コーポレートガバナンスと内部統制の充実を経営の最重要課題の一つと認識し、
さまざまな施策を積極的に実施しています。

コーポレートガバナンス・内部統制

マツダは、株主総会、取締役会、監査役会などの法定の機関を設置

しています。また、執行役員制度を導入し、執行と経営を分離していま

す。これによって、監督機関としての取締役会の実効性向上、取締役

会の審議の充実化、執行役員への権限委譲による意思決定の迅速

化を図り、経営効率の一層の向上に努めています。2007年6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34名です。

さらに、これに加えて全社の重要方針や施策を審議して経営管理に

必要な情報を報告する「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。

法定の機関に加えて、各種の諮問機関を設置
マツダは、社外有識者や当社取締役全員から構成する経営諮問

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することで経営の透明

性の向上を図っています。

経営諮問委員会

内部統制

マツダでは、以前からマツダ本体および連結子会社各社にチェック

リストによる自己診断プログラムを導入するなど、内部統制の確立･維

持に努めてきました。

2006年度からは、金融商品取引法に対応するために、財務報告

に係るグローバルベースでの内部統制の構築に注力しており、関連す

る業務プロセスの文書化と自己診断プログラムの強化に取り組んで

います。

また、2007年6月には、「業務の有効性および効率性の向上」「財

務報告の信頼性の確保」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産

の保全」からなる内部統制の目的を達成し、さらなる企業価値の向上

を図るために、CSR推進部の中にグループ全体の内部統制を推進す

るための専任部署を設置しました。

グループ全体の内部統制を強化

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を監

査しています。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グローバル監査部が、経営の健全化と効率

化を目的として経営の目標・方針・計画や、諸法規・諸規程に対する適

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担当しています。なお、監査役ないし監査役

会、グローバル監査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

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

諮問

諮問
監督

監査報告

報告

選任／解任選任／解任選任／解任

経営諮問委員会
監査役会
監査役

（5名中3名が社外役員）

■ コーポレートガバナンス体制図

Social & Environmental Report 2007Social & Environmental Report 2007 10



リスクマネジメント体制

マツダでは、全役員・全社員自らが主体となって、グループを挙げてリスクマネジメントに取り組み、
事業の継続と安定的な発展の確保を図っています。

リスクマネジメント

マツダ  リスクマネジメント基本ポリシー（概要）

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。 

大規模地震対策の推進

2006年度は、2003年度に開始した大規模地震対策の内、工

場、事務所棟、独身寮などの建物

の耐震改修工事に本格的に着手

しました。

この建物耐震改修工事は2009

年度末までに完成する予定です。

耐震改修工事に本格的に着手

耐震改修工事

緊急事態への対応

マツダでは、「防火管理規程」「危機管理規程」などの社内規程に

基づいて、定期的に災害時の初

期対応の確認や避難訓練・消防

訓練などを実施しています。

2006年度は67件、計7,761

人が避難訓練・消防訓練に参加

しました。

緊急事態に備えて規程を制定し、訓練を実施

消防訓練

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・関連会社を含むマツダグループ全体を、適用範囲とします。

■ 平常時のリスクマネジメント（ＲＭ）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
● 全社品質委員会
● マツダ環境委員会  など      

RM担当役員 

部門長

部門RM推進担当

全社員

RM委員会
（事務局：CSR推進部）  

既存委員会 

グループ会社

■ 緊急時の危機管理体制
 

 

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
社長と協議のうえで、緊急対策本部
の設置を決定し、対策本部長を任命
します。

代表取締役社長 

RM担当役員 

緊急対策本部

社内各部門
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コンプライアンスを周知徹底するための
コンプライアンスカード

コンプライアンス体制

マツダでは、コンプライアンスを法令遵守だけでなく、社会通念に適う企業倫理にまで踏み込んだものと定義し、
グループを挙げて公正かつ誠実な事業の展開を徹底しています。

コンプライアンス

マツダでは1997年に設置した「倫理委員会」が中心となって「マツ

ダ企業倫理行動規範」に則り、ガイドラインの制定や社員への教育研

修などを実施し、コンプライアン

スの徹底に取り組んでいます。

2006年度のコンプライアン

ス教育は、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、全社で1,800名

が受講しました。

倫理委員会の活動

サプライチェーンでのコンプライアンス

国内外のサプライヤー（購買取引先）に対しては、2005年以降、

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

どを行わないよう要請する「労働関係法令遵守のお願い」文書を送付

しています。

サプライヤー（購買取引先）への周知徹底

知的財産管理

マツダは、「マツダ企業倫理行動規範」の中で「機密を守る。当社ま

たは他者の知的財産を侵さない。」との指針を定めています。

こうした考えに基づいて、知的財産を担当する役員を委員長とし、

関係本部長から構成する知的財産委員会を設置し、知財に関する重

要事項について審議・決定しています。また、専門部署である知的財

産部では、会社名やロゴマーク、車種名などの商標権を管理するとと

もに、連結会社や子会社、海外事業所に対し、知的財産取り扱いの

基本方針策定を支援しています。

知的財産委員会

法令違反については「倫理相談室」が、人権侵害とセクシャル・ハ

ラスメントについては「人権相談デスク」と「女性相談デスク」がそれぞ

れ、社員からの申告・相談の受付と調査にあたっています（詳細は13

ページをご覧ください）。

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、い

ずれも匿名で申告・相談ができるようにしています。

法令違反の申告・相談窓口

「マツダ企業倫理行動規範」の概要Web

■ マツダのコンプライアンス体制 

代表取締役社長 

倫理委員会
（事務局：CSR推進部）

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）

グループ会社

連携

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

・社長直属の委員会として「倫理委員会」設立 

・「マツダ企業倫理行動規範」「接待・贈答品に関するガ
イドライン」を制定 

・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回開催） 

・コンプライアンスの重要性を周知するために、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

・「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、eラーニング「企業倫理・コンプラ
イアンス基本コース」（必修）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に「倫
理アンケート」を実施 

・コンプライアンス意識の浸透と共有を目的として、間接
部門・現業部門の職場ごとに、コンプライアンスをテー
マとした討議を実施
・「接待・贈答品に関するガイドライン」を全面改訂

「倫理委員会」の活動概要

1997年

1998年

2002年

2004年

2005年

2006年

倫理相談室

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。 

「誠実」な行動の5原則 
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人権についての基本的な考え方

一人ひとりがお互いを認め合い、個々の人権を尊重し合うことは大変重要なことです。
マツダは、あらゆる人権侵害を許さないという強い信念のもと、人権擁護活動に積極的かつ誠実に取り組んでいます。

人権尊重

社員が能力を発揮し、さらにその力を結集して大きな組織力を生み

出すためには、一人ひとりがお互いの人権を認め合い、明るく働きや

すい職場環境を整えることが重要です。つまり人権の尊重は、企業活

動の基本と言えるものなのです。

こうした考え方に基づいて、マツダは、人権宣言や人権に関する規

則やガイドラインを制定し、“One Mazda”として、グループ会社を指

導・支援しながら、グループ全体の人権擁護活動の向上を図っています。

企業活動の基本としての人権尊重

人権尊重推進体制

2000年10月に設置した人権委員会は、人権擁護活動のレビュー

ボードとしてグループ全体の取り組み方針と施策を決定しています。

また、人権啓発活動のリーダーとして人権啓発推進グループを設置し、

その中に、24時間体制の「人権相談デスク」と「女性相談デスク」を設け、

社内外で発生する人権問題の早期救済や対応・解決にあたっています。

人権委員会と人権啓発推進グループを設置

人権擁護活動

新入社員研修/班長研修をはじめとして、社員の昇級、昇進時に合

わせて、定例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、人権コンサート、人権映画会なども開催しています。

2006年度は、人権講演会に落合恵子さんをお招きし、約800名

の幹部社員が聴講しました。人権コンサートでは、野田淳子さんによる

歌とトークを通じて参加者約250名が人権について考える時間を持ち

ました。また、人権映画会も開催、あらゆる機会をとらえて、従業員の

人権意識高揚に努めています。

人権研修

行政や社外の団体との連携

マツダは、企業も社会を構成する一市民であるという自覚を持ち、

行政や社外の団体と連携しての人権擁護活動も実施しています。

人権フェスタの開催やシンポジウムへの参画、講演会や研修への

講師派遣などを通して、地域社会に対して人権尊重のメッセージを発

信しています。

人権啓発活動

社内の人権意識高揚を図るため、人権標語募集／人権ポスター

掲示／人権パネル展開催／人権ミーティング開催／人権カード配布

／社長メッセージ放送／eラーニング受講／人権ラッピングバス導入

など、さまざまな啓発活動を展開しています。

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。

人権宣言（2000年11月）

● 従業員は職場の内外を問わず全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
当な理由による人権侵害の禁止。

● その他、従業員の義務/規則違反の申告/秘密の厳守/報復の
禁止等。

「人権侵害撤廃規則」（2000年10月）

● セクハラは絶対容認しないこと。
● ガイドライン違反に対しては、就業規則に基づき懲罰が適用され
ること/報復の禁止等。

「セクハラ追放ガイドライン」（1999年4月）

■ 人権尊重推進体制

人権委員会

ＣＳＲ推進部人権啓発推進グループ

社内各部門（部長＝人権擁護推進員） グループ会社

人権ラッピングバス

人権コンサート
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タイ

バンコク

ラヨーン

チェンマイチェンマイ

地球社会とマツダ

　ASEANの中でも突出して自動車産業が

発展しているタイ。その生産台数は2005年

に110万台を突破し、世界第14位となりま

した。輸出では世界第7位で、タイの全輸出

品目のうち第2位が自動車（自動車部品を含

む）です。しかも、税制上の優遇措置から、市

場全体の約6割がピックアップ・トラック（小

型1トン積みトラック)という状況にあります。

　タイの自動車市場で圧倒的シェアを占める

のが日系の自動車メーカーです。その中でも

ラヨーン県イースタン・シーボード工業団地は、

タイ国政府が掲げる「東洋のデトロイト構

想」の中核基地となっています。

　そんなタイにおいてマツダは1995年11月、

フォードとの合弁でオートアライアンスタイラン

ド（以下AAT）を設立しました。AATは、マツ

ダが工場建設も含む生産部門を、フォードが

財務、人材採用などの経営部門をそれぞれ

担当するかたちで業務を開始。その後、通貨

「東洋のデトロイト」を標榜する
タイにフォードとの合弁会社設立

 

現地サプライヤーとともに、高品質なモノづくりを実践。
地域に根ざす企業としての責任を果たします。

オートアライアンスタイランド（AAT）の概要
■株式保有
　フォード社50%、マツダ45%、
　マツダセールス(タイランド) 5%

■所在地
　ラヨーン県イースタン・シーボード工業団地

■年間生産能力
　173,000台

■生産機種
　フォードレンジャー、マツダBT-50、
　フォードエヴェレストSUV

■輸出先
　アジア大洋州、欧州、豪州、南アメリカ、アフリカ
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危機に伴う経済不況もありましたが、回復後

は順調に生産と国内販売・輸出を伸ばし、

2006年3月に発売した新型ピックアップ・ト

ラック「マツダBT-50」は、2007年タイランド・

カー・オブ・ザ・イヤーで「2500ｃｃベスト・ハ

イリフト・ピックアップ・トラック賞」を受賞。

2007年7月には、1998年の生産開始から

の生産累計台数100万台を達成しました。

　AATが調達先を選ぶ際の基準にしている

のは、「品質」「コスト」「開発能力」の3点。

この観点から有望なサプライヤー候補を複

数社リストアップし、提案を依頼します。そし

て、全ての提案が出揃った時点で、AATの

購買担当者はサプライヤー候補との交渉に

向けて、コスト分析と品質部門と協働で品

質評価に取り掛かります。

　調達先の選定にあたって、最も難しいのは現

地サプライヤーの技術力をAATの要求レベル

に適合させることです。AATが現在、取引して

いる部品メーカーは約140社。AATで生産する

車両や部品の70%以上は世界の市場へと輸

出されるため、全てのサプライヤーがグローバル

スタンダードに達していなくてはなりません。そこ

でAATはサプライヤーに対し、品質マネジメント

システムであるＩＳＯ9000シリーズ、ＱＳ9000

の取得を奨励し、サプライヤーの評価ツールとし

てはフォードQ1システム※を導入済みです。

　またサプライヤーと一緒になった品質の向上

にも取り組んでいます。技術指導や支援、有

害化学物質排除のためのサプライヤー教育な

どを進めるなかで、当初は10％に満たなかった

現地資本のサプライヤーの比率が今では14％

と、少しずつ上昇してきました。さらにフォード社

の基本労働条件規範をサプライヤーに適用

し、児童就労の禁止、従業員の労働安全性確

保や健康管理などにも配慮しています。

　AATは良きコーポレートシチズンとして、社

会貢献活動にも取り組んでいます。例えば

学費援助制度では、AATが大学の奨学金

スポンサーとなって工学系学生の授業料を

支援し、卒業後の就職先としても受け入れて

います。このほか、VIC（Vehicle Industry 

Certificate）と呼ばれる技能教育プログラ

ムを導入しています。これは、地域の工業学

校の先生や社内の技術者を講師として技

能教育を行うものです。現在はAATの従業

員のみを対象にしていますが、将来的には

地域社会にまで対象を広げ、技術者育成

に貢献したいと考えています。

　さらに、従業員が工業高校や大学、大学院

で勉強するための学費を支給しているほか、

小学校などへの寄付活動も実施しています。

　AATでは地域に密着した事業活動と社会

貢献活動を推進し、現地の人々に喜ばれ、

信頼される企業になりたいと願っています。

公平・公正な調達先選定で
現地サプライヤーの技術力向上を支援　　

良きコーポレートシチズンとして
技術者育成、教育振興に寄与

※フォード社の品質保証認定制度で、サプライヤーに品質、環
境等の規格の取得や品質不具合（リコール、出荷停止）、
納品不良率等において継続的に一定以上のスコアを維持
することなどを要求している。
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地球社会とマツダ

　マツダは2007年3月、長期ビジョンに基

づく新中期計画「マツダ アドバンスメント プ

ラン」（2007年度～2010年度）を策定し、そ

の数値目標の一つに「グローバル小売台数

160万台以上」を掲げました。これを達成す

るには、「見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、

そしてまた乗りたくなる」“Zoom-Zoom”なク

ルマづくりという、マツダのブランドコンセプト

を世界中に浸透させる必要があります。マツ

ダの2006年度の海外売上高比率が約

73％と大きなウエイトを占めるため、海外各

エリア（欧州、米州、中国）の事業統轄会

社との連携はもちろん、各国のディストリ

ビューター・販売会社との対話がきわめて

重要になります。

　例えばMME（Mazda Motor Europe 

G.m.b.H.）が統轄する欧州では、いまや27

カ国が加盟する単一経済市場が形成されて

います。これに隣接するロシア、南東欧、旧

ソビエト各国などの新興市場も含めた一大経

済圏での新車需要は、2007年で1,900万

台と予測され、北米を超えて世界最大規模

の自動車市場となる見込みです。30カ国以

上・20言語以上の多様性と複雑性をもつこ

の市場でお客さま満足を追求するには、

“One Mazda”として各国ディストリビュー

ター・販売会社と一致団結することが欠かせ

ません。そこでマツダはここ数年来、MMEを

中心に各国における販売体制の再整備を進

めてきました。

　主要国の独立系卸売会社を直営化した

のもその一例です。これに加えて、東欧など

新市場へは新たに卸売会社を新設し、計

19カ国にNSC（National Sales Company：

直営卸売会社）を開設。マツダのビジネス方

針に従った施策を各国市場で徹底できる体

制が整いました。こうした改革の成果が徐々

に表れた結果、欧州での販売台数はここ6

年間で約2倍に伸長。ことに2006年（1月

～12月）の販売台数は、15年ぶりに30万

台を突破しました。

　欧州での販売台数が伸長した背景には、

MMEと各国ディストリビューター、そして各地

“One Mazda”としてブランド力を
強化し、欧州市場での販売台数を伸長

ディストリビューターや販売会社との
対話を重ね、お客さまの声を
商品づくりに反映

ディストリビューターや販売会社との対話を深め、
顧客満足の向上と現地社会への貢献をめざします。
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の販売会社が情報共有と意思の一致を図っ

たことがあります。定例会議だけを取りあげて

も、全NSCの社長を招集する「マネージング

ディレクター会議」をはじめ、全ディストリビュー

ター（NSCおよび独立系卸売会社）のマー

ケティング責任者が一堂に会する「ヨーロピ

アンマーケティングフォーラム」、販売規模の

大きい主要8カ国のNSCのマネージングディ

レクターが参加する「プロダクトエグゼクティブ

コミッティ（通称G8）」など各種あり、対話を通

じて方針・戦略の徹底を図っています。

　また、販売会社に対しては、NSCの施策

や対応への満足度調査も実施しており、こ

こにはお客さまからの要望も数多く集まりま

す。そのなかでも、商品に関する要望で、過

去数年のうち最も大きかったのはディーゼル

エンジン車の導入です。これらの声に応え、

「Mazda5」（日本名プレマシー）や「Mazda6」

（日本名アテンザ）にディーゼルエンジン車を

ラインナップしたうえ、「Mazda３」（日本名ア

クセラ）にはクリーンディーゼルハイパワー

エンジンを搭載し、好評を博しました。

　さらに、ディーゼルエンジンの排気ガス中

の粒子状物質を減少させる装置DPF

（Diesel Particulate Filter）に関しては、

お客さまの声を取り入れて、いち早く「Mazda5」

「Mazda6」に標準搭載し、高い評価を獲得

しました。これに加えて、現地での後付け

DPFも商品化するなど、環境意識の高い欧

州のお客さまニーズを反映させた商品展開

が、ブランド価値とお客さま満足度の向上に

つながっています。

　2007年5月14日から25日までの12日

間、MMEはヨーロッパなどの39カ国・約

5,000社の販売会社を招いて、一大イベン

トを開催しました。そのイベントの目的は、対

話を通じて販売会社とマツダとの関係を強

化することにありました。参加者たちは皆一

様に、各国の販売会社を真のパートナーと

して大切にするマツダの姿勢に感銘を受け、

自社とマツダの将来を確信してモチベー

ションを高めました。

　お客さまとの接点となる販売会社を大切に

し、意見を尊重することは、お客さまを大切に

することでもあります。マツダはこれからも世

界の各地で、ディストリビューターや販売会社

と密接に連携しながら、現地に即した販売戦

略を推進していきます。さらに、法令遵守や

地域貢献への取り組みを進め、現地社会か

ら必要とされ、期待される企業グループを形

成していきます。

真のパートナーとして、
目標を共有し成果を分かち合う
Win-Winの関係を構築

欧州での販売経路

お 客 さま

販売会社（ディーラー）

ディストリビューター

直営卸売会社（NSC）

マ ツダ

MME（欧州事業統括）

独立系卸売会社
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マツダは、「お客さま満足（CS）の向上」を企業活動における重要

課題と位置づけ、次の４つに取り組んでいます。

お客さまの声に真摯に耳を傾けて

1.

2.

3.

4.

お客さま満足向上のための４つの取り組み

お客さま満足向上

品質の継続的改善

品質の向上をめざして

一回確実修理の実現
万一不具合が発生した場合は、一回の入庫で確実に修理するこ
とで、お客様の不満解消を図ること。    

商品品質の向上
市場の品質問題をタイムリーに収集・分析・報告する事で、商品
の品質を早急に向上させること。 

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。

マツダは、お客さまの声にしっかりと耳を傾けることが、より良いモノ

づくりの原点であると考えています。そこで、国内からのお問い合わせ

やご相談、ご要望やご不満、ご意見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。マツダコール

センターでは、現在は約50名のスタッフが、フリーダイヤルやウェブサ

イトを通じて寄せられるお客さまの声に対応しています。

2006年度にコールセンターへ寄せられたお客さまの声は、約

70,000件ありました。これらの貴重な声は、商品開発や販売・サー

ビスの各部門に伝え、お客さまの満足をさらに高めるために役立てて

います。

マツダは、1994年に『確かな仕事の積み重ねで、お客さまに喜ば

れる商品・サービスを提供する』という品質方針を掲げました。

2005年からは、「自分発の変革、そして品質の劇的な向上」をスロー

ガンに掲げ、「Mazda Quality活動」や、「開発品質革新」などの８つ

の施策に、全社を挙げて取り組んでいます。

マツダ車は全世界で数多くの賞をいただき、品質の高さを認められ

ていますが、マツダはさらに、「所有期間中にお客さまを不安／不満に

させることなく、その上でマツダの魅力を付加すること」をめざして、絶え

間ない改善を続けていきます。

お客さまとともに
お客さまから一層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多様な要望を反映し、
確かな品質と、きめ細やかなサポートを提供することで、世界中のお客さまの満足を高めることに取り組んでいます。

2006年度のパフォーマンス報告 

■ カスタマーサービス向上とお客さま対応の体制

営業部門 カスタマー
サービス
部門

お客さま
相談部門

マツダ
国内販売店

マツダ

お客さま

マツダ
コールセンター

連携

展開

展開

展開

品質部門

生産部門

技術部門

Mazda Quality（マツダクオリティ）活動

近年のマツダ車の受賞実績Web

QCサークルの活動実績Web

※ プロセスを改善し、品質のバラツキ（統計用語でいう「シグマ」）を抑える手法

第36回 全日本選抜QCサークル大会

マツダは、お客さまに満足していただける製品を提供するために、

1962年にQCサークル活動を開始しました。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）活動と称する全社的な質の向上活動を展開しました。

近年では、このMazda Quality活動を「お客さまに対するあらゆる

提供物の質を高める活動」と再定義し、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て

います。今後は、お客さまに対するあらゆる提供物の質を高めるため

に、業務の質はもちろんのこと、マネジメントの質や、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ことも重要だと考えています。
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品質マネジメントシステム

マツダは1994年11月に設計・開発を除く領域をカバーするISO

9002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、国内自動車メーカーでは初め

て全社を対象として取得しました。

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180回の内部品質監査を実施して

います。

万全の製品をつくることが自動車メーカーとしての責務であり、マツ

ダはそのための最善を尽くすよう努めています。しかし、時として努力が

及ばず、予期せぬ不具合が発生する場合があります。

そこで、事故を未然に防止し、お客さまや同乗者の安全を確保する

ために、不具合に関する品質情報を販売会社などを通して常時入手

し、それらをもとに継続的に品質改善を行っています。また、保安基準

への不適合または不適合の恐れからリコール（製品の回収・無料修

理）が必要な場合は法規に従って、お客さま、監督官庁に次のような

対応を進めることとしています。リコール業務が適正になされているか

どうかについては、社内関連部門での検証に加え、各国当局の外部

監査を受けています。

２００６年度のリコールなどの状況

国内で実施したリコールは、2002年度は７件、2003年度は11件、

2004年度は14件と増加していましたが、2005年度は11件へ、

2006年度には10件へと減少しました。 これは、品質の関わる全領域

で再発防止と未然防止に継続的に取り組んだ結果だと考えています。 

なお、リコール・改善対策情報の詳細については、当社のWEBサ

イトで開示しています。

リコール・改善対策情報Web

ドイツの品質調査で3年連続の1位を獲得＋
クローズ
アップ

マツダは、ドイツの有力自動車雑誌「アウト・ビルト」誌の「2007年

品質調査」で、3年連続で第1位を獲得しました。 

2001年に始まったこの品質調査は、同誌による「耐久性テスト」

と「販売店調査」、購読者2万2,795人を対象とする「ユーザー調

査」、「リコール件数」、「保証内容」、「ドイツ技術検査協会（TUV）報

告書」、「同誌に寄せられた各自動車メーカーへの苦情」の7項目で自

動車ブランドを評価するものです。

2007年の調査では、マツダは特に「TUV報告書」に記載されてい

る長期品質（購入後2年あるいは3年の安全証明検査によって検証

される品質）が優れていることと、同誌の10万キロ耐久テストでよい結

果を獲得したことから、高い評価をいただきました。

リコールなどの実施手順

製品の不具合への対処

● 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

● WEBサイトにおけるリコール情報の開示
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マツダは、購入時から廃車となるまで、燃費や排出ガスなどの環境

性能と安全性能を維持しながら快適に安心してクルマをお使いいただ

くために、お客さまに充実したアフターサービスを提供しています。

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お得なパック料金でご提

供する「パックdeメンテ」をはじめとする独自の魅力的なサービス商品

を提供しています。また、「アフターサービス情報サイト」を開設するなど、

お客さまへのお役立ち情報も提供しています。

また、マツダでは、お客さまへのアフターサービスを一層向上させる

ためのさまざまな取り組みを実施しています。

サービススタッフに対する技術研修の実施

安心してクルマをお使いいただくために

アフターサービスの充実をめざして マツダトレーニングセンター

新型車を発売するたびに、新しく採用された機能・技術などを販売

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。

2005年度からは、これまでの新型車研修における安全装置に関

する情報提供を補強するために、定型研修の一つとして「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。2006年度には、こうした新型

車研修を6回、セーフティ研修を3回開催しました。

また、2006年度には、商品の機能・性能向上にともなって必要性

が高まっている高度な整備技術をサービススタッフに習得してもらうた

めに、従来から実施している定型研修についてもカリキュラムの全面

見直しを行いました。

マツダ車をご購入いただいた一人ひとりのお客さまにすばらしい所

有体験を味わっていただくために、マツダはこれからもアフターサービス

の充実に努めます。

マツダは、サービススタッフを対象とした研修施設「マツダトレーニン

グセンター」を広島県鯛尾と横浜市に設置しています。充実した設備

と技術習熟度に応じた多様なプログラムで、知識の習得、技術の向

上を促しています。

また、マツダトレーニングセンター鯛尾では、自動車整備事業者を会

員とする公益団体に対しても、新技術に関する研修を行っています。

点検・整備などに活用する整備解説書の提供

マツダは、販売会社に対して確実な整備情報を迅速に提供するた

めに、2005年4月から、デジタルデータの整備解説書（ＭＥＳＩ：

Mazda Electronic Service Information）を配信しています。

国内、欧州域の販売会社へはインターネットを通じて、その他の海

外地区にはＣＤで提供しています。

今後も販売会社からの声に耳を傾け、このＭＥＳＩの機能を拡張し、

お客さまにより良いサービスが提供できるようにしていきます。

マツダトレーニングセンター鯛尾

● アフターサービスのしやすさや、メンテナンスや修理にかかる費用
低減を考慮したクルマづくり。

● 確実な整備を行うために、最新鋭の診断機や専用工具、整備解
説書などの各種情報をタイムリーに提供。また、サービススタッフか
らの修理に関する相談窓口を設け、サービス拠点での修理を支援。

● アフターサービスを通じて市場から集まる品質情報を修理技術の
向上やクルマづくりに活かすとともに、その内容を技術情報として
全世界のサービス拠点へ提供。

● サービススタッフのお客さま対応力と整備技術力を向上させるため
に、サービススタッフの修得度に応じた種々の研修を開催。
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マツダ車を診断するサービス診断機の開発

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、販売会社で適切にメンテナンスできるよう、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月には、従来の診断機ＷＤＳ（Worldwide Diagnostic 

System）に代わる全く新しい診断機、Ｍ-ＭＤＳ（Mazda Modular 

Diagnostic System）の提供を開始しました。Ｍ-ＭＤＳの開発にあ

たっては、国内外の販売会社から出された意見を分析し、なかでも要

望の高かった、お客さまの車両に採用されている主要な電子コント

ロールシステム全体を効率的に診断できる機能を追加しています。

2006年度中に、このＭ-ＭＤSを国内では全販売会社に配備し終え、

海外でもほぼ全てのディーラーに配備しました。

今後も販売会社からの声に耳を傾け、お客さまにより良いサービス

を提供できるよう、Ｍ-ＭＤＳの機能拡張に努めます。

サービス技術大会の開催

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へと育成していくた

めに、毎年マツダ全国サービス技術大会を開催しています。また、日

本だけでなく世界各地でこのようなサービス技術を競い合う大会を開

催しています。

2006年8月2日には、広島で13カ国の代表を集め、2回目とな

る「サービス技術世界大会」を開催しました。

マツダでは、販売会社に対して、パソコンを活用した「VIP（Visual IT 

Presentation）」の導入を進めており、お客さまから好評を得ています。

これは、従来、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もので、2005年7月に試験導

入を開始。2005年10月から本格導入を進め、2007年3月末現在

で全国45の販売会社、724店舗への導入を済ませました。また、

2006年度には、それまでの車種に加えて、新たに新車種「CX-7」を、

2007年度にはフルモデルチェンジした新型「デミオ」を追加しました。

2008年3月末までに、このVIPの導入を全国51の販売会社、

760店舗にまで拡大する計画です。

サービス品質を確保するための専用工具の提供Web

個人情報保護方針Web

第43回マツダ全国サービス技術大会

VIP（ビジュアルITプレゼンテーション）画面

動画やＣＧを使って商品の機能を説明するVIP

適切でわかりやすい情報提供

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を慎

重に取り扱ってきましたが、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、

WEBサイトで公表しました。

また、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせや、当社が保有

している個人情報の、ご本人への開示請求などについては、マツダ

コールセンターが対応しています。

個人情報保護方針の制定

お客さまの個人情報保護

お客さまとともに

2006年度のパフォーマンス報告
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国や地域が異なれば、それぞれの文化や生活環境に応じてお客さ

まが求めるクルマも異なります。

マツダは、こうした国や地域の多様性に応えるために、グローバル

マーケティング本部が中心となり、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

販売拠点と日本の開発部門との間の交流を促進しています。「各市

場で、どんなクルマが求められているか」を常に協議することで、世界

各地のお客さま満足の向上をめざしています。

2007年には、北米で、現地市場のニーズに焦点をあててデザイン・

開発した7人乗りSUV「CX-９」を発売しました。「CX-9」は、十分なパ

ワー、存在感あふれるアピアランス、Fun to Driveな走り、しっかりとし

た造りこみ、そして多彩な機能性といった特長を備えています。活発な

アウトドアレジャーや新しい体験、人 と々の触れ合いなどを楽しみたい

という気持ちを持ち続けるヤングファミリーや、子供もすでに育って二

人の生活を楽しむ夫婦にも楽しんでいただけるように、ドライバーと後

席に乗る家族の両方がわくわくできるユニークなクルマをめざしました。

世界中のお客さまの要望を製品に反映

お客さまの多様性にお応えするために ユニバーサルデザイン

マツダは「人に優しいクルマづくり」の一環としてユニバーサルデザ

インを追求しています。

「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

力に関係なく誰にとっても使いやすい操作性などを追求し、これらを実

現するための工夫を施したクルマを開発・販売しています。

またマツダでは、ユニバーサルデザインを実現するための基礎的な

研究にも積極的に取り組んでいます。2006年度には、自動車乗降

時の上半身の負担を、首と腰にかかるトルクを指標として定量的に測

定・評価する手法の妥当性を検証しました。今後は、体格の小さい方

や筋力の弱い方の負担も評価できるように研究を進めていきます。

リヤゲートをワンタッチで自動的に開閉できるシステム

2006年に発売した「MPV」と2007年に北米で発売した「CX-９」

にはオプションとして「パワーリヤゲート」を設定しています。

これはモーターを搭載することで、リヤゲートをワンタッチで自動的に

開閉できるシステム。乳幼児を抱いている時や介護時に便利です。

誤って荷物や腕などを挟み込んだ際には作動スピードの変化を検知し

てゲートを反転作動します。特にユーザーが指などを置きやすいと思わ

れる場所にタッチセンサーを配し、そこに指などが触れた場合には瞬時

にリフトゲートを反転させる「挟み込み防止機能」を持たせています。

MPVのパワーリヤゲート

CX-９
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福祉車両の開発

マツダは、1995年に国内自動車メーカーの先陣を切り、軽乗用車

「キャロル」をベースとした、車いすに乗ったまま乗降できる画期的な福

祉車「スロープ式車いす移動車 キャロルｉ」を開発・販売して以来、

「すべての人にやさしく、安全で乗って楽しい車づくり」をめざし、福祉車

両の開発・普及に取り組んでいます。

現在では、福祉車「 iシリーズ」として、身体の不自由な方でも、簡単

に乗り降りできるよう、シートが自動で回転・昇降する「リフトアップシート

車」や、ゆるやかなスロープを利用して、車いすのまま乗車できる超低

床構造を採用し、介護する方の負担も少ない「スロープ式車いす移動

車」など高齢者や身体が不自由な方のニーズや介護者・運転者の使

いやすさを考慮した商品を揃えています。

2006年2月に発売した「ＭＰＶ」には、「助手席リフトアップシート車」と

２列目左側のシートが自動で回転・昇降する「セカンドリフトアップシート

車」を用意しています。さらに、近年では「介護者の70％以上が50歳以

上の女性である」という厚生労働省のデータを踏まえ、乗降性の省力化、

簡単な操作性、安全性と、快適性など介護する方の使いやすさと、介護

を受ける方の乗り心地を、特に重視したクルマづくりを行っています。

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、ネット

上でさまざまなオプション装備を組み合わせた自分仕様のクルマを購

入することができる業界初のサイトです。自動的に計算された見積書

の検討や、現実の店舗での商談の申し込みなどもできます。

2006年度には画面の仕様をオフィシャルサイトのカーラインナップ

ページと統一し、お客さまの使いやすさを向上しました。また、特別仕

様車、軽自動車を含む18車種を追加し、2007年7月30日現在、合

計30車種で展開中です。

お客さまがカスタマイズされたデータを店舗で呼び出して商談でき

る「店頭商談版」についても、2006年度には、そのまま見積書を印刷

することが可能となり、これまで以上にスムーズかつスピーディーに商

談ができるようになりました。

MPV助手席リフトアップシート車

タイタン保冷車

スロープ式車いす移動車

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

お客さまの多様なニーズにお応えするために

グループ会社の（株）マツダE&Tでは、たとえ少数派のニーズであっ

ても、それを叶えることがクルマ社会を豊かにしていくことにつながると

考え、さまざまなお客さまのニーズにきめ細かくお応えしています。

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」などを展開しています。

ニーズにきめ細かく応えるカスタム事業

お客さまとともに

2006年度のパフォーマンス報告

MPVセカンドリフトアップシート車
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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」という購買基本理念を明文化しました。この基本理念に則って、世

界中のサプライヤー（購買取引先）に門戸を開き、公平・公正な取引

に努めています。

サプライヤーとの取引にあたっては、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。

サプライヤーとのコミュニケーション

オープンでフェアな取引を購買の基本方針に

サプライヤー（購買取引先）とともに

サプライヤーの評価と表彰

マツダは、より良いクルマをつくるためには、サプライヤーと長期安

定的な関係を築き、相互に成長していくことが重要であると考えていま

す。そこでマツダでは、さまざまな機会を設けて、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、活

発に情報交換しています。

サプライヤーの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年に1回「業

務連絡会」を、月に1回「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、環境保全やコン

プライアンスについて要請しています。また、購買連絡会では、コミュ

ニケーションシートを配布してサプライヤーからの声を収集し、連絡会

の運営方法の改善などに活かしています。

毎年1回、各サプライヤーとの取引実態をさまざまな視点から調査

し、継続取引の可否や改善指導の必要性について評価しています。

評価の結果はサプライヤーに伝えています。

また、この評価に基づいて、品質・技術力・取引実績など総合的に

優れたサプライヤーを表彰しています。2006年度は部品系65社、資

材系11社を表彰しました。その中の2社については、関係会社である

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」へ推薦し

ました。

サプライチェーンマネジメントを実現するための要請

サプライチェーン全体のマネジメントは、調達の安定性、品質確保

などの観点から必要であるのみならず、近年では、コンプライアンスや

人権尊重などの観点からも重要性が高まっています。

マツダは、これまでサプライヤーに対して「労働関係法令遵守のお

願い」文書を配布するなどして、サプライチェーンにおけるコンプライ

アンス、企業倫理の重視を要請しています。

また、環境面でのサプライチェーンマネジメントも重視し、グリーン調

達にも取り組んでいます。グリーン調達ガイドラインを策定し、サプライ

ヤーに対して環境マネジメントシステム構築を要請しています。グリーン

調達に関しては62ページをご覧ください。

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、国内の販売会社と海外のディストリビューター（卸売会社）などとともに
製品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。

2006年度のパフォーマンス報告 

経営者懇談会

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）

64

51

63

部品メーカー

資材（原材料･
装置･金型
など）取引先

合計

■ 購買取引先（2007年3月31日現在）

■ 購買協力会組織（2007年3月31日現在） （社）

（社）

洋進会 80

注） 海外も含む

自動車部品

資材（素材）など

設備・要具　

410

186

416

1,012
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業務改善・品質向上活動の支援

マツダは、サプライヤーと共存共栄を図るためには、「要請」だけでは

なく「支援」も重要であると考えています。

例えば、特に取引量が多い地場のサプライヤーに対しては、

「J-ABC活動」（J:地場、A：アチーブ、B:ベスト、C:コスト）と称する活

動で、サプライヤーの業務改善と品質向上を指導しています。マツダの

社員が地場のサプライヤーの工場を訪問して、ものづくりの無駄や問

題点を発見し、改善策の検討などに一致協力して取り組んでいます。

さらに、地場以外の各地のサプライヤーにも役立つ下記のような支

援策を実施しています。

マツダ品質塾

サプライヤーの人材育成を支援＋
クローズ
アップ

マツダは、地場のサプライヤーの品質確保・向上活動の中核とな

る、品質・製造部門の若手・中堅社員を対象とした品質勉強会「マツ

ダ品質塾」を開催し、サプライヤーの人材育成を支援しています。

2006年度は9回開催し、52社から95名の参加をいただきました。

品質要求書の理解や不具合事例の考察、受講者同士の意見交換

などを通じて、マツダの品質に関する考え方への理解を深めていただく

とともに、品質管理全般に関わる“気づきの力”を高めていただくことを

めざしました。受講者に実施したアンケート結果では、他社からの受講

者との意見交換や不具合事例が参考になったなど、概ね良い評価を

いただきました。2007年度も、昨年度とほぼ同数の応募があり、勉強

会の内容を改善し、開催回数も11回に増やす予定です。

● 物流に関する業務削減や環境負荷低減を図るために、部品の納
入を、各サプライヤーが配送する方式から、マツダが集配する方
式「ミルクランシステム」に変更。このシステムは環境負荷低減に
も貢献しています。これについては63ページをご覧ください。

● 早期現金化可能な決済方式の案内

● 部品の製造物責任リスクを軽減するPL保険加入の案内

● 社外の団体が主催する、最新技術やものづくりについての展示会
や大会の案内

● 品質要求書の読み合わせと解説

● 品質保証認定制度の説明

● 管理ポイント（変化点管理や日常管理について）

● 不具合事例の紹介と考察

● ＱＣ（クオリティ・コントロール）的なものの見方、考え方

● 意見交換、発表　など

サプライヤー支援策

「マツダ品質塾」の内容

品質塾へのお誘いをいただいたのは、

品質向上活動の進め方で試行錯誤をし

ていた時だったので、「ラッキー！」と思い

受講しました。

品質塾では、いろいろな角度から

「Mazda Quality 5つの質」を高めるた

めの考え方や進め方、仕組みなどについ

て学びました。また他社の品質担当者と意見を交換することで、

自社の弱みと強みを改めて見つめ直すことができました。

マツダ品質塾でまかれた品質の種がたくさんの芽を出し、大木

となるように、ここで学んだことを自社の業務に取り入れて発展さ

せ、さらなるレベルアップに努めていきます。

南条装備工業（株）

河野  由起子氏

ひとことメッセージ
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2007年3月末時点で、国内に298社の販売会社があり、1,148

店の店舗でマツダ車を販売しています。このうち18社がマツダの連結

子会社・関連会社です。

あらゆる面でお客さまに満足していただくためには、お客さまが訪れ

る店舗を運営し、マツダ車を販売している販売会社と一体になって取

り組む必要があります。そのためにマツダは、販売会社に対してさまざ

まな協力をお願いするとともに、人材育成のための研修プログラムの

提供など必要な支援を実施しています。

日本全国298社の販売会社と協力して

国内の販売会社とともに

マツダでは、年2回マツダの役員と販売会社の代表者が参加す

る「販売会社代表者会議」と、各管轄担当部門が参加する「販売会

社部門担当責任者会議」を随時開催しています。

2006年度の販売会社代表者会議では、中期計画マツダモメンタ

ム最終年度として「成長軌道の持続」と「中長期成長に向けた基盤

整備」の両立をメインテーマとして、ブランド・CS向上の強化および、

コンプライアンスの強化を掲げ、取り組みをお願いしました。

また、マツダ系とマツダアンフィニ系販売会社全57社、部品販売

会社、運輸会社、さらにマツダ中販（株）、（株）マツダレンタカーなど

が加盟する「全国マ

ツダ販売店協会」と

は、各種の部会を通

じ、常にさまざまな

テーマを話し合って

います。

販売会社とのコミュニケーション

販売会社のコンプライアンス強化を支援

マツダは2006年度に、販売会社におけるコンプライアンス強化を

支援するためのツールを提供しました。国内の販売を統括する国内営

業本部が、関連部門（法務、監査、総務）とプロジェクトチームを編成

し、販売会社の各業務領域（新車、中古車、サービス、労務、システム、

経理）のそれぞれについて「トレーニング教本」「事例集」「eラーニング」

を作成しました。

また「全国マツダ販売店協会」において、全国8支部でコンプライ

アンス強化のための説明会を開催しました。

販売会社の表彰

販売会社の顧客管理システム構築を支援

各販売会社は現在、販売店のCRM（Customer Relationship 

Management：顧客つながり管理）の強化を進めています。マツダは、

お客さま満足の向上を実現するために、店舗営業スタッフ用の顧客

管理システムや、自動的にダイレクトメールを発信するシステムを提供

することで、販売店舗の業務効率化を支援しています。

また各店舗では、2005年度から、「店舗クリンリネス活動」に取り

組んでいます。これは、商品の魅力的な展示と効果的な情報伝達、さ

らには「心地よい」店舗環境の実現をめざす活動です。マツダは、

2006年度には、対象全店

舗に対して、お子さまやお年

寄りへのホスピタリティ、禁

煙の徹底など20項目にわた

る調査をしたうえで、改善点

の指摘や改善方法のアドバ

イスを実施しました。

販売会社代表者会議の概要Web

営業開発部研修体系Web

全国マツダ販売店協会理事会Web 2006年度優秀販売会社表彰式（経営優秀賞受賞風景）

安全と清潔さに配慮したキッズコーナー

販売会社代表者会議

■ 国内主要販売網／新車販売店舗（2007年3月31日現在）

39

18

241

298

804

79

265

1,148

マツダ系

マツダアンフィニ系

マツダオートザム系

合計

会社数（社） 店舗数（店）

マツダでは、通期、半期それぞれの期間内で、優れた実績をあげた

販売会社を表彰しています。

選定にあたっては、販売実績、顧客満足度などの項目を総合的に評

価しています。2006年度は、5社を経営優秀販社として表彰しました。
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2007年3月末時点で、海外では132の市場に122社のディストリ

ビューター（卸売会社）があり、4,537拠点の販売拠点を展開しています。

マツダは、世界各地の多様なお客さまにあった商品とサービスを提

供するために、現地のディストリビューターの声に耳を傾け、さまざまな

支援を実施しています。

海外132市場で122社のディストリビューターと協力して

海外のディストリビューター（卸売会社）とともに

ディストリビューターとのコミュニケーション

世界各地のお客さまの声を集め、その市場にあったクルマを開発

し、提供するためには、現地のディストリビューターとの情報交換が欠

かせません。

そこで、マツダでは、現地への出張やディストリビューターの社員の

招聘、日々 の電話会議やディストリビューター会議など、さまざまな対話

の機会を設けています。このような場では、ブランド戦略や新車導入

状況についての情報に加え、CSRの取り組みに関する情報も提供し

ています。

マツダは、他の地域の成功事例を学ぶ機会を提供することで、お

客さま満足の向上に取り組む各地のディストリビューターを支援してい

ます。例えば、アジア、アフリカ、中近東、カリブ・中南米での販売活

動を統括している海外販売本部では、近年、各地のCRMの強化に取

り組んでいます。

2006年度には、きめ細やかな顧客対応と充実したツールで特にお

客さまから高い満足をいただいていたオーストラリアのディストリビュー

ターの取り組みを学んでいただくために、他地域のディストリビューターを

オーストラリアに招待し、その仕組みとプロセスを学んでいただきました。

オーストラリアの事例を他の地域に展開する際には、各国の事情

に合わせてダイレクトメールの表紙写真やデザインを変更したり、パソ

コンのeメールが普及していない地域では携帯電話のショートメールで

代替するなど、各地の事情や文化の違いに配慮しました。

カリブ・中南米ディストリビューター会議

成功事例を学ぶために各地のディストリビューターがオーストラリアに集結

他のディストリビューターの成功事例を学ぶ機会を提供

マツダでは、世界各国で優れた実績をあげたディストリビューターを

表彰しています。

海外販売本部では、台数とシェアを前年から伸ばしたディストリ

ビューターと、各種お客さま満足度調査で1位を獲得したディストリ

ビューターなどを表彰しています。

ディストリビューターの表彰

取引先とともに

2006年度のパフォーマンス報告

■ 海外主要販売網（2007年3月31日現在）

2

10

27

4

12

36

12

19

122

168

253

2,369

864

186

280

199

218

4,537

中国

アジア

欧州※

北米

オセアニア

中南米

中近東

アフリカ

合計

ディストリビューター数（社）　拠点数（拠点）

※ 欧州の拠点数のみ、2006年11月現在
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マツダはフェアでタイムリーな情報開示を実施するという方針のも

と、さまざまなIR活動を展開しています。

また、配当金については、安定的な配当の実現と配当性向の着実

な向上をめざしています。内部留保については、商品主導の成長をめ

ざしながら環境技術や安全技術の開発を強化するために、設備投資

や研究開発への投資に充当します。

フェアでタイムリーな情報開示

ＩＲの基本方針と利益配分方針

2006年度は新型車を市場導入したことによって、台数や商品構成の

改善や為替の円安効果、原材料価格の値上げを上回るコスト削減効

果もあり、過去最高の売上高と利益を達成。連結売上高は3兆2,475

億円（前期比11.2%増）、連結営業利益は1,585億円（前期比28.4%

増）、連結当期純利益は737億円（前期比10.5%増）となりました。

以上のような業績を受けて、1株当たり5円の予定だった期末の配

当を6円としました。さらに、2007年9月中間期には、15年ぶりに中間

配当を復活させる計画です。

過去最高の売上高と利益を達成

2006年度の経営状況と配当

2004年度から2006年度までの3年間を対象期間とする中期計

画「マツダ モメンタム」では、「商品主導の成長」と「将来の本格的な

成長のための基盤整備」をめざし、その主要施策として「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」を着実に実行してきました。その結果、数値目標で

ある「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」は１年前倒しで達成することができました。一方、連結出

荷台数125万台の目標については、国内市場の需要が減ったことや

市場の競争が激化したこと、また、ブランド強化に焦点をあてたことに

よって、117万7千台にとどまりました。

2007年3月には、2007年度から2010年度までの4年間を対象に

した新しい中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」を発表しました。

「マツダ アドバンスメント プラン」を策定

新中期計画

開かれた株主総会をめざして

株主・投資家とのコミュニケーション

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

いただく場と位置づけ、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。

株主さまからの質問に対しても、会社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。

この期間を「これまで築いた基盤をベースに『モノ造り革新』を中心と

する構造改革を加速し、将来へ向けて前進（アドバンス）するための計

画期間」と位置づけ、2010年度に「グローバル小売台数160万台以

上」「連結営業利益2,000億円以上」「連結営業利益率6％」「着実

な配当性向の向上」の達成をめざします。

「FTSE4Good」に選定されました

ＳＲＩなどへの組み入れ状況

昨年度に引き続き2006年度もマツダは、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「FTSE4Good」に選定されました。

「FTSE4Good」とは、英国の金融紙フィナンシャル・タイムズとロン

ドン証券取引所の合弁会社であるFTSEインターナショナルによって

2001年7月に作成された指数であり、「環境的持続可能性」「社会問

題とステークホルダーの関係」「人権」について評価し、一定の基準を

満たす銘柄が選定され組み入れられます。

コミュニケーション機会とディスクロージャーの充実

マツダは、アニュアルレポート（英語、日本語、中国語）やIRオフィ

シャルWEBサイト、四半期ごとの決算説明会などで、タイムリーな情

報開示に努めています。

また2007年2月には、本社工場で「株主さま工場見学会」を開催

し、参加いただいた株主さまからご

好評いただきました。

このような株主さま向けイベントを

今後も継続してく予定です。

株主・投資家とともに
マツダは、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、
高い収益を確保し、公正な配分に努めるとともに、フェアでタイムリーな情報開示を実施しています。

2006年度のパフォーマンス報告 

「マツダ アドバンスメント プラン」についてWeb

株主・投資家情報Web 株主さま工場見学会
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■ 設備投資
（億円）
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■ 研究開発費
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■ 株式の所有者別の状況

その他の法人 67,777株（単元）
4.80%

個人その他 159,494株（単元）
11.29%

外国法人等（個人以外） 
696,001株（単元）

49.29%

1,411,937株（単元）
2007年3月31日現在

証券会社 
31,311株（単元）

2.22%

金融機関
 457,223株（単元）

32.39%

政府及び地方公共団体
43株（単元）

0.00%

外国法人等（個人）
 88株（単元）

0.01%

■ 純資産※
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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。

こうした考え方に基づいて、2003年4月に制定した人事制度“とび

うお”では、「選択と自己実現」「ワークライフバランスの促進」「人・仕

事・処遇の最適なマッチング」を3本の主要な柱とし、社員が自ら主体

的に考え、行動することを通じて一人ひとりが「成長」「活躍」すること

で企業ビジョンの実現につながっていくと考え、さまざまな支援制度を

展開しています。また、社員が活躍するための基盤として、安全と健康

の確保、多様性を認める職場、健全な労使関係の維持などにも積極

的に取り組んでいます。

「人」がイキイキしている企業でありたい

人事基本コンセプト

キャリアミーティング

選択と自己実現

マツダでは、上司と部下の公式な話し合いの場として全ての社員

に「キャリアミーティング」を定期的に実施しています。

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」という考えに基づいて、業務目標の設定、

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

し、共有するものです。この結果、社員意識調査において、毎年、社

員のモチベーションに関するポイントが向上するなど、着実に成果を

あげています。

キャリアチャレンジ（社内公募・ＦＡ）制度

2004年1月に、社員のキャリア開発支援の一環としてキャリアチャ

レンジ（社内公募とフリーエージェント）制度を制定しました。社内公募

は会社側が必要とする職務経験やスキルの要件を公開し、その仕事

にチャレンジする人を募集するものです。フリーエージェント（FA）は、

社員が、「ＦＡ宣言書」として自分の能力やキャリアを社内に公開し、自

分のこれまで積み重ねたキャリアをもとに、他の業務領域や部門に

チャレンジするものです。

前述のキャリアミーティングと合わせ、これらの制度によって、社員

一人ひとりのキャリア開発における可能性と選択肢を広げています。

社員とともに
マツダは、社員がイキイキと仕事に取り組める風土をつくりあげるために、教育研修や福利厚生制度を整備し、
労働安全性にも十分配慮しています。また、多様性を確保するために、経営指標として数値目標を定めて取り組んでいます。

2006年度のパフォーマンス報告 

キャリアミーティングの主なテーマWeb

人事基本データWeb

マツダの成功

ワークライフバランスの促進

人・仕事・処遇の最適なマッチング

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

社員のイキイキ感が仕事や
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

■ 人事制度とびうお

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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充実したキャリア開発支援制度

マツダでは、社員一人ひとりの成長を支援するための充実したキャ

リア開発支援制度を用意しています。

現在、鋳物鋳鉄、ダイキャスト、鋳造、粉末合金、熱処理、機械加工、

エンジン組立、車軸組立、ミッション組立、プレス、車体、塗装、車両

組立の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、2007年3月までに修了者94名、技能マイスター

45名、広島県優秀技能者１０名、現代の名工10名、黄綬褒章受章

者8名を輩出しました。

卓越技能者養成コース

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「卓越技能者養成コース」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、教育訓練を実施。

伝承を終え、継承者を育てたと認定された者（技能マイスター）には、

マイスターバッジが授与されます。

マツダ工業技術大学

ワークライフバランスの先進企業として、さまざまな制度を充実

ワークライフバランスの促進

マツダでは、「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の促進」

を実現するために、下記のようなさまざまな制度を設けています。

2003年には厚生労働大臣から、「ファミリーフレンドリー企業 厚

生労働大臣優良賞」を受けています。

全社能力開発体系Web

アーク溶接技術教育訓練Web

ワークライフバランス促進のための諸制度（詳細）Web

マツダ共済会の活動Web

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。

技能五輪教育訓練

21歳未満を対象にした約2年の専門技能教育で、県・全国・国際

の技能五輪競技大会への派遣選手を養成し、技能者としての個々

の成長や、マツダの技能水準の向上を図っています。

1962年から全国大会や国際大会に、これまで390名の選手を派

遣し、全国大会では優勝29名、入賞154名、国際大会では優勝4名、

入賞12名の成果を収めています。

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。（全16コース）

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。

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）

プログラム名 プログラムの目的・成果

■ 代表的な教育・研修制度の概要

● 社内保育施設「わくわくキッズ園」
子育て中の社員のために、2002年に設置した未就学児童向けの
社内保育施設。看護師を常駐させ、体調不良児の保育も可能。

● スーパーフレックスタイム
自主的、計画的な労働時間管理を個々で行えるようにコアタイムの
ないフレックスタイム制。事務・技術部門のほとんどの職場に導入。

● 看護休暇
家族が病気の際、年次有給休暇とは別に取得できる特別休暇制
度。未就学の子に限らず全ての同居家族が対象。付与日数も年間
10日とし、賃金相当額の70%の休暇手当を支給するなど、関連す
る法律を大幅に上回る内容。

● 半日有給休暇制度
育児や介護、役所での手続きなど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可能。

● 育児・介護についての勤務特例
子育てや家族の介護をする必要がある社員は、短時間勤務、時差
勤務が可能。適用期間も、育児の場合は「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。

● 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を促進し、目標達成率は9割超。
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人材開発委員会

経営指標として数値目標を設定

職場の多様性の確保のために

計画的に人材を育成し、活用するために、定期的に、業務領域もし

くは本部ごとに、マネジメント層をメンバーとする人材開発委員会を開

催しています。

同委員会では、キャリアミーティング（31ページ参照）の結果をもと

に、本人の評価や今後の役割などについて協議し、個々人の育成計

画への反映や適材適所に基づいた配置転換などを実施しています。

マツダでは、職場の多様性確保のために、2005年4月から、「障がい

者雇用率」「女性社員採用数」「女性管理職者数」などについて数値

目標を立て、これらを経営指標としています。

2006年度は、全項目とも目標を達成しました。こうした実績をうけて

2007年度は目標を上方修正する とともに、新たな数値目標として「女

性勤続年数」を追加します。

より多くの障がい者が働きやすい環境を整備

マツダは、従来から「法定障害者雇用率1.8％の安定的確保」に取り

組んできました。2006年度末での障がい者雇用率は、1.87％となっています。

2006年度は、身体障がい者　　　用トイ　レの設置、　通路幅の拡大など職

場環境の整備を進めました。

女性雇用の拡大と活躍の場の提供

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、採用時における一般職/総合職区分の廃止、

女性技能職・技術職の採用、女性中途採用の積極化など、女性の

雇用・活用の促進に取り組んできました。また、性別に関わらずワーク

ライフバランスを促進するため、男女ともに働きやすい就業環境の実

現に取り組んできました。

2006年度は人事本部内に「いきいき活躍プロジェクト」を立ち上げ、

女性社員がイキイキと働くことができる職場環境の整備や、能力を最大

限に発揮してもらえるようモチベーション向上を図る活動を展開しています。

賃金・等級制度

人・仕事・処遇の最適なマッチング

マツダでは、賃金の決定にあたって、年齢や勤続年数などを評価基

準としない「賃金・等級制度」を制定しています。

「職能の習得レベル（技能系/医務系）」や「仕事のレベル（事務・

技術系）」に応じて等級を付け、本人の実績をダイレクトに「本給」

や「賞与」に反映しています。

■ 障がい者雇用の推移

雇用率雇用人数
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■ 女性管理職者（係長以上）推移（単独）
（人）
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マツダは、2007年5月に厚生労働省の次世代育成支援対策

促進法に基づいた認定マーク「くるみん」を取得しました。ワークライ

フバランス促進の諸施策（32ページ参照）に加え、過去2年間

の「育児休職中の能力開発機会提供とスムーズな職場復帰への

支援策導入（eラーニング導入）」「仕事と子育ての両立支援制度

の理解促進（専用パンフレットの全社配布）」「育児をしやすい勤務

環境のさらなる充実（看護休暇の半日取得制度導入）」の3つの取

り組みが認められたものです。

マツダは今後も、社員それぞれのライフスタイルを大切にしながら

働ける職場環境を整備し、社員とともに成長する企業をめざします。

社内保育施設「わくわくキッズ園」の子供たち

次世代法認定マーク「くるみん」を取得＋

クローズ

アップ
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労働安全衛生

高齢者雇用を推進し熟練スキルを伝承

マツダでは高齢者の雇用を推進し、技能、ノウハウの伝承を進めて

います。1991年2月に「シニアファミリー制度」を制定、自動車製造に

たずさわる技能系社員の定年者再雇用を開始し、2006年4月には、

この制度を発展させて「エキスパート・ファミリー制度」を制定、再雇用

の対象を全社の300職種に拡大し、あらゆる熟練者のノウハウを伝

承する仕組みを整えました。

また、マツダのみならず関係会社でもこの制度を適用し、技術・技

能の伝承に取り組んでいます。

働く人々の安全と健康のために

マツダは、2004年度に発生した重大災害を反省し、「安全健康基

本理念」を制定し、全社員による「安全の誓い」、安全意識の高揚に

向けた教育など啓発活動・教育、設備の安全化に取り組んでいます。

2006年度の重大災害は0件、また全災害件数も減少しました。

また、2006年度はグループ企業を含めた「安全衛生活動」に力を入れ、

管理監督者やグループ社員の意識向上を図る教育支援を実施しました。 「マツダ21世紀労使共同宣言」のもと、パートナーシップを重視

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ています。また、経営に関する方

向性を共有しながら、社員、お客さま、株主、社会といった全てのステー

クホルダーに貢献できる会社づくりに向け「共に考え、一体になって取

り組む」関係を築いています。

2001年9月30日に、「グローバルな規模で競争が激しさを増し、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Web

安全衛生に関する教育・研修Web 総合安全衛生委員会Web

安全衛生に関する労働組合との公式の取り決めWeb

マツダ労働安全衛生マネジメントシステムWeb

誇り得る労使関係

■ ６０歳以上の勤務者数の推移（単独）
（人）
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■ 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。
マツダ 関係会社 東友会（サプライヤーの共同体）
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社員とともに

2006年度のパフォーマンス報告

マツダでは、全社的な健康づくり活動として「メンタルヘルス対策の

強化」と「生活習慣改善の推進」を重点目標に掲げています。

メンタルヘルス対策として、専門家による相談体制の整備を進める一方、

管理監督者セミナーと社員セミナー（自律訓練法など）を継続実施してきま

した。その結果、社員のメンタルヘルスへの関心が高まり、不調時に早期

に対応できるようになりました。常勤産業医5名、精神科嘱託産業医1名、

保健師27名からなるチームを設置して相談からフォローまできめ細やかに

支援しています。精神疾患で休業した場合、スム－ズな復帰を支援する

ために「試し出社制度」や「復職時短時間勤務制度」も制定しています。

生活習慣病対策では、まず全社の喫煙率27％を最終目標に、全

社1日禁煙などを実施し、2006年度は38.4％まで低下しました。ま

た、「1日1万歩以上の割合70％以上」を全社目標に掲げ、歩数計の

配布や、1日1万歩をめざすイベント「チャ

レンジ1万歩」の展開、徒歩通勤を推進

する「エコ･ウォーク通勤（手当を支給）制

度」、社内ウォーキングコースの設置など

を通じてウォーキングを推進しています。

過重労働による健康障害と事故の防止Web

健康診断とメンタルヘルスケア実績Web健康維持・増進の各種施策Web

メンタルヘルスをテーマとした
2006年度の健康大会

メンタルヘルス対策の強化と生活習慣改善の推進

健康の維持・増進
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創業以来、地域に根ざした経営を追求してきたマツダでは、下記の

基本理念と活動方針のもと、グループ全体として、また広島本社や三

次事業所、山口の防府工場、東京・横浜・大阪の事業拠点ごとに、

周辺地域の活性化に努めています。

また、事業拠点周辺での活動にとどまらず、日本各地、世界各国で、

現地のニーズに応える社会貢献活動を追求しています。

地域に根ざす、「良き企業市民」として

地域貢献･社会貢献活動の考え方 マツダ地域貢献委員会を中心として

企業活動を通じて、地域の経済・産業の活性化に寄与する「良き
企業市民」として、地域との連帯・共生に努め、豊かなまちづくりに
貢献する。

活動方針

● 地域のニーズに即した活動を行う

● 従業員のボランティア活動を重視し、支援する

● マツダグループ各社との連携を図る

● 従業員と地域とのふれあい機会を増やす

● 活動は継続性のあるものにする

マツダ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継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、人 と々感動を分かち合い、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。

こうした考えに基づいて、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、グループ全

体で取り組む活動の方針や内容を決める同委員会と、その活動を展

開する地域貢献推進委員を中心に展開しています。

施設訪問ボランティア

社員のボランティア活動

地域・社会とともに
マツダは、コミュニティの一員として事業所周辺の皆さまとの交流を深め、「良き企業市民」として地域社会の活性化に貢献しています。
また、学術・教育・文化・自然保護など幅広い方面での社会貢献・国際貢献を追求しています。

2006年度のパフォーマンス報告 

マツダ地域貢献委員会の組織図Web

■ マツダの社会貢献活動ツリー

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 文化・芸術

国際交流

社会福祉・医療

スポーツ

環境保全・防災環境

地域振興

地域交流

地域社会

活動の基本理念

約20年前から毎年6月から7月にかけて、マツダグループの社員、

家族、OBがボランティアでさまざまな社会福祉施設を訪問し、交流を

深めています。

2006年度は児童・老人福祉施設である広島和光園（広島市）や

福祉作業所であるひまわり作業所

（呉市）など計6カ所の施設に、延

べ148人が訪問しました。

広島和光園への訪問では、入園

者の方と平和公園の原爆慰霊碑

に参拝しました。 平和公園の訪問

清掃ボランティア

全国の事業所で、日常的に工場・事業所周辺の清掃に取り組む

ほか、社員やOBボランティアが河川などの清掃キャンペーンにも参加

し、地域社会の一員として身近な環

境保全に努めています。 

2006年度は、全国各地で延べ

4,189名の社員やＯＢが行政クリーン

キャンペーンやマツダ独自の清掃活

動に参加しました。 広島市太田川清掃活動
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福祉機器寄贈ハガキ・テレカ収集キャンペーン

マツダグループの社員から書き損じハガキや未使用･使用済みのテ

レホンカードなどを収集して換金。その収益金に、ひろしまフラワーフェ

スティバルで実施したチャリティビンゴの売上金を加えて福祉機器を

購入し、広島県内と山口県防府市内の社会福祉協議会や福祉施設

に寄贈しています。

この取り組みは1996年から継続しており、2006年度は10カ所に

19台の車椅子を寄贈しました。

マツダボランティアセンターの活動

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。

登録社員は現在401名。2006年度は、地域清掃などの環境美

化、災害救援活動の支援、福祉イベントの手伝いや介助、地域イベン

トやお祭りの手伝い、海外からのホームステイの受け入れなど26件の

活動に94名が参加しました。

地域のイベントに人材を派遣する「マツダスペシャリストバンク」

地域社会がイベントなどを開催する際、人材が不足することがあり

ます。そんな時に、地域にマンパワーを提供する組織として「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から、専門的な知識・技術・

技能や長年培ってきた特技・趣味などを持つ希望者を募って登録して

おき、地域からのさまざまな要請に応えて派遣していくというものです。

登録件数は現在216件にのぼり、2006年度は講演やスポーツ指

導、手品の実演など多彩なジャンルの85件のイベントに社員を派遣し

ました。

マツダでは、地域イベントに寄付・協賛などのかたちで参加すること

で、地域との交流を図り、活性化に協力しています。

広島の本社、山口の防府工場、広島の三次事業所は、それぞれ、

ひろしまフラワーフェスティバル、防府天満宮「天神祭」、「三次きんさ

い祭」に毎年参加しています。

「愛情防府運動」への参加

1993年4月、防府市の企業や商店街などが、地元の活性化、街

づくりに協力しようとの思いから始めた「愛情防府運動」。

防府市に工場を置く35社の企業が、「企業も一市民」という考えの

もと、健康づくりや芸術・スポーツ振興、環境保全などに取り組んでおり、

マツダもその一翼を担っています。

なお、この運動の事務局は防府工場総務部内に置かれています。

スポーツ・文化活動の支援

地域向けコミュニケーション誌・マツダ短信Web

地域イベントへの参加

地域とのふれあい活動

マツダスペシャリストバンクの活動Web

マツダ社員による「落語」の実演

ひろしまフラワーフェスティバル

多くのアマチュアランナーが参加する広島の本社構内でのマツダ

コミュニティ駅伝の開催をはじめ、防府工場のマツダ招待少年サッ

カー大会の共催、さらには、プロ野球チーム広島東洋カープやプロ

サッカーチームサンフレッチェ広島

への出資、中四国地方唯一のプ

ロオーケストラである広島交響楽

団への支援など、アマ・プロを問わ

ず幅広い分野の活動をサポートし

ています。 マツダコミュニティ駅伝
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マツダは、本社工場（広島）、三次事業所（広島）、防府工場（山口）

で工場見学を受け入れ、地域住民とのコミュニケーションに努めてい

ます。また、小中学生への社会学習の場としても活用していただいて

います。

2006年度は、3事業所合わせて、約78,000人を受け入れました。

年間約78,000人を受け入れています

工場見学の受け入れ

マツダＲ＆Ｄセンター横浜での技術展示イベントと社会奉仕活動

各事業所の活動

マツダは、2007年3月に防府工場内の工場見学コースを新装公

開しました。

マツダのブランドメッセージである“Zoom-Zoom”を体感できる映像

や音楽を用意したり、工場のラインが稼動している様子をリアルタイム

で見られるモニターを設置するなど、工場見学を楽しく、わかりやすくす

るためのさまざまな工夫を施しました。

特に人気なのは、「カラクリ改善装置」と称する、自動車の生産工

程での作業を効率化するさまざまな

装置です。プラスチックゴミなどを簡

単に分別する装置や、箱の中から

小さな部品を簡単に取り出せる装

置などを実際に使用して、その効果               

を体感することができます。

首都圏の研究開発拠点であるマツダＲ＆Ｄセンター横浜では、技術

展示イベントなどを開催し、見学者を受け入れています。

また、マツダ車のオーナーズクラブやＮＰＯなどと協力してチャリティフ

リーマーケットなども開催しています。

さらにボランティアがサンタクロース

となって福祉施設を訪問するNPO

の活動も支援しています。2006年

度には、ソリの代わりとなる「デミオ

キャンバストップ」を提供しました。

本社にあるマツダミュージアムは開設以来、2007年3月末までに

884,726人の見学者をお迎えしています。2006年度は、小学校の

先生を対象とした社会科学習支援研修会や、小学生を対象とした、

当社専用港に接岸している自動車専用船での船積み見学会やクレ

イモデル（粘土で作る模型）教室などを開催しました。

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

社会学習などに役立てていただけるよう積極的に地域社会に働きか

けていきます。

学術･教育、文化・芸術、国際交流、スポーツ振興のために

多方面への寄付活動

マツダは地域活性化のために、学術･教育、文化・芸術、国際交

流、スポーツ振興などさまざまな分野の活動に資金を寄付しています。

2006年度は、科学技術の振興と青少年の健全育成のための助

成などを実施する（財）マツダ財団、地域社会などに約１億2,500万

円を寄付しました。

マツダミュージアムを社会科学習場に

マツダミュージアムWeb

新装した防府工場の「工場見学コース」

マツダミュージアムの歴史展示エリア

防府工場の「工場見学コース」を新装公開＋
クローズ
アップ

環境技術展

防府工場　
総務部　
総務グループ

出谷  菜穂美

新装した見学コースは大変好評で、リ

ピーターとなる方が大勢いらっしゃるほど

です。特に、子供たちからは、「楽しかっ

た！」「将来マツダで働きたい！」「大人に

なったらマツダの車に乗りたい！」など沢山

の嬉しい元気な声や、お礼の手紙をも

らっています。

今後も、見学コースをさらに見やすく、

わかりやすく、お客さまに楽しんでいただ

けるように改善していきたいと思います。

皆さまのお越しをお待ちしております。

ひとことメッセージ
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（財）マツダ財団は「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、1984年にマ

ツダが設立した助成団体です。

2006年度は研究助成、市民活

動支援、大学寄付講義のほか、数

学者でエッセイストの藤原正彦氏の

講演会などを実施しました。2007

年3月31日までの累積研究助成実

績は、合計1,243件、助成額11億

2,291万円となっています。

南アフリカにおける自然保護、地域開発などへの助成

マツダ自然保護基金では、1990年の設立以来、野生生物と環境

の保護に取り組むNGO「ザ・ワイルドライフ・アンド・エンバイアラメン

ト・ソサエティ」、絶滅危惧野生動物の保護に取り組むNPO「エンデン

ジャード・ワイルドライフ・トラスト」と連携して、南アフリカ共和国での河

川･森林･野生動物の保護や環境教育・技術養成、地域開発、雇用

創出を助成しています。

同基金は、これらの活動に、年間約150万ランド（日本円で約

2,600万円）を寄付しています。

南カリフォルニアの消防施設に「トリビュートハイブリッド」を寄贈

海外での社会貢献活動

マツダモーターオブアメリカ, Inc.は、2006年2月、南カリフォルニ

ア地域を中心としたさまざまな消防関連施設に、クリーンな排気と低

燃費を特長とするハイブリッド車「トリビュートハイブリッド」を36台寄贈

しました。

寄贈した機関は、ロサンゼルス市消防署、サンベルナルディノ郡消

防署、コロナ市消防署、オレンジ郡消防本部、サンディエゴ市消防救

助署、リバーサイド市消防署、サリナス地方消防区域です。寄贈した

同車は、各機関で、2年間にわたって利用されます。

（財）マツダ財団の事業報告Web

その他の海外での社会貢献Web

オレンジ郡消防本部に寄贈された「トリビュートハイブリッド」

青少年のための「科学わくわくプロジェクト」＋
クローズ
アップ

マツダ財団では、青少年の科学離れを防ぐため小中高校生を対象

に「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。

2006年度は、中学生を対象とし

た「ジュニア科学塾～宇宙の神秘を

のぞいてみよう」や高校生を対象と

した「科学塾～測る・計る・量る～あ

なたの飲み水をはかってみよう」など

を実施しました。

科学技術の振興と青少年の健全育成のために

マツダ財団の活動

藤原正彦氏の講演会
演題「21世紀と子供たち」

東広島天文台「かなた望遠鏡」で
金星を観察する塾生

科学技術の
振興

青少年の
健全育成

大学における
寄付講義

講演会

分　野 内　容

■ 2006年度のマツダ財団の主な活動（概要）

● 科学技術に関する基礎研究および応用研究27件に
3,200万円を助成。

● 学会・研究機関などが中国地方で開催する小中高校
生を対象とした「科学体験」に関する研究会11件に
110万円を助成。

● 次代を担う青少年の健全育成に係る市民活動の活性化
に役立つ実践的な研究6件に500万円を助成。

● 青少年の心豊かな成長の一助となる、広島県・山口県
の地域に密着した市民活動26件に700万円を助成。

● 広島地区を中心とした5つの大学で「技術の新視点」を
はじめ、「ニュー価値観論」・「ボランティア活動」をテー
マとした講義を実施。

● 数学者でエッセイストである藤原正彦氏を広島に招いて
講演会を開催。
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「米国で事業を展開している私たちは、米国社会に何らかの還元を

しなければならない」 との考えから1990年に設立されたのがマツダ財

団USAです。

これまでにおよそ550万ドルを寄付し、主に、青少年支援やマイノリ

ティのための教育機会の提供などを助成しています。

青少年支援とマイノリティのための教育機会の提供

マツダ財団ＵＳＡの活動

精神疾患に悩む人々をサポート

マツダ財団オーストラリアの活動

学生による自然資源保護の推進を支援

「SCA（Student Conservation Association）」は、学生による自然

資源の保護を推進するNPOです。青少年に対して、環境保全活動の

機会やアウトドアスキル、リーダーシップトレーニングを提供しています。

このSCAとの提携による「マツダSOAR（Save Our American 

Resources）プログラム」は、2007年に開始から１0年目を迎えました。

50州それぞれの州立公園や国立公園への自然保護インターンの派遣

を毎年経済的に援助することで、アメリカの自然保護に貢献しています。

自然保護に取り組む学生

ラテンアメリカ系学生への援助

マツダ財団USAは、ラテンアメリカ系市民に大学教育を普及させ

るために活動している「ヒスパニック奨学基金」と提携し、これまでは

２つの総合大学のラテンアメリカ

系学生を対象に、奨学金を授与

してきました。

2007年－2008年学期からは、

奨学金の対象をコミュニティカレッ

ジ（地域短期大学）にまで拡大し、

新たに４つの学校の学生たちが、

奨学金を受け取る資格を得ました。
マツダモーターオブアメリカ ,Inc.の社長と

懇談する奨学生たち

地域・社会とともに

2006年度のパフォーマンス報告

マツダ／ＹＦＵスカラシッププログラム＋
クローズ
アップ

マツダ財団ＵＳＡは、国際文化交流活動の一環として1984年から

YFU（Youth For Understanding：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）と共同で、「マツダ／YFUスカラ

シッププログラム」を実施しています。

このプログラムを通して、23年間で

200人以上の米国人高校生が日本に

ホームステイしています。日本滞在中

には広島本社を訪れ、社長との面談

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。

私は、自分の子供がこのプログラムで

海外に留学したことをきっかけに、10年

ほどこのプログラムに関わっています。

意欲のある子は1カ月半の滞在期間中に、

どんどん日本語を覚え、周囲の人たちと

親しくなり、子供たちの適応力は素晴らし

いなと思います。

今年もマツダさんの工場やミュージアムを見学し、学生たちはと

ても楽しんでいました。今後も、マツダさんにご協力をいただき積

極的にプログラムを継続していきたいと考えています。

（財）YFU
日本国際交流財団

森下  和子氏

マツダ財団オーストラリアは、オーストラリアで重要な課題に取り組

む組織に対して、さまざまな慈善的援助を提供するために、1990年に

活動を開始しました。設立以来、オーストラリア中のさまざまなプロジェ

クトや活動を助成しています。2006年は特に、精神疾患に悩む人々

をサポートする地域活動グループに対する支援を充実させました。

例えば、さまざまな問題を抱える青少年をサポートしている「ストライド

基金」に「サポーティブ・フレンズ・フォー・プライマリースクール」プログラ

ムの財源を寄付しました。このプログラムは、うつ病などの発生を抑える

ために、トレーニングを受けた年長の児童に年少の児童をサポートさせ、

児童同士の助け合いとコミュニケーションを促進し、自尊心を育みます。

ミュージアムを見学する高校生たち

ひとことメッセージ
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地球環境と
マツダ

環境マネジメント
マツダ地球環境憲章／環境マネジメント体制／環境監査／
環境法令遵守の状況と環境事故・苦情／環境リスクマネジメント／環境教育

環境会計
事業活動と環境負荷の全容／ LCAの取り組み
環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」
開 発
排出ガスのクリーン化／燃費の向上／車両の軽量化／自動車騒音の低減／
代替燃料車の開発／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／自動車リサイクルの推進（開発段階）

生 産
地球温暖化防止（省エネルギー）／廃棄物の削減／
化学物質の管理と削減／大気・水質の汚染防止／
感覚公害の防止／その他の環境対策／グリーン調達の推進

物 流
物流の省エネルギー化・省資源化／省エネルギー化の推進／
梱包・包装資材の省資源化の推進

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／
使用済み自動車のリサイクル技術の調査・研究など／
損傷バンパーを回収し、貴重な石油資源を再活用

オフィス・販売会社
オフィスでの環境保全活動／販売会社の環境保全活動の推進／
部品販売会社の環境保全活動の推進

環境コミュニケーション
社員の環境に対する意識を啓発／情報開示とコミュニケーション

2006年度のパフォーマンス報告
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クルマも、人も、地球も、
みんながワクワクし続けられる
サステイナブルな未来のために。

技術開発長期ビジョン 
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
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　マツダは2007年3月、技術開発の長期ビ

ジョンとして「サステイナブル“Zoom-Zoom”

宣言」を策定。このなかで、「パワートレイン」

「デザイン」「車両技術」のそれぞれに明確な

方針と目標を掲げ、地球環境と交通環境の

サステイナブルな未来に向けた技術開発に

取り組むことを宣言しました。

　地球温暖化など地球規模での環境問題

への対応はますます重要になっています。自

動車の保有台数が世界で拡大を続けるな

か、私たち自動車メーカーは排出ガスのク

リーン化による大気環境の改善や、燃費向

上によるCO2削減、さらには枯渇が危惧され

る化石燃料からの依存低減などに、これまで

以上に取り組んでいかなければなりません。

自動車産業が抱える課題を
解決するために

地球環境とマツダ

クルマも、人も、地球も、みんながワクワクし続けられる
サステイナブルな未来のために。

現在

脱化石燃料化

CO2削減

エミッションクリーン化

自
動
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の
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自動車の抱える課題とマツダの取り組み
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　自動車の抱える環境課題には、地域、車両

特性、燃料特性などによって、さまざまな側面

があります。そこでマツダは、これらに対応でき

るよう「複数の解決策（マルチソリューション）」

を準備しておく必要があると考えています。

　そうしたソリューションとして、マツダは高効

率でクリーンなエンジンやハイブリッドテクノロ

ジーの開発、バイオマス燃料や水素利用技

術の研究などを進めています。その中でも、マ

ツダが世界で唯一量産しているロータリー

エンジンの特性を活かして導き出したソリュー

ションが、水素ロータリーエンジンです。ロータ

リーエンジンはレシプロエンジンに比べて、水

素を燃料とするのに適した構造であり、水素

が過早着火する、いわゆる異常燃焼（バック

ファイア）現象をおこすことなく良好な燃焼を

維持できます。

　マツダは2006年2月に水素ロータリーエン

ジンを世界で初めて実用化し、「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。

「RX-8ハイドロジェンRE」は、水素燃料走行

時のCO2排出量ゼロの優れた環境性能を

有します。

　「RX-8ハイドロジェンRE」は、水素だけでな

くガソリンでも走れるデュアルフューエルシス

テムを採用したことで、燃料補給のための水

素ステーションが国内に10数カ所しかない

現在においても、実用性の高い自動車にな

りました。水素エネルギー社会へ向かう過渡

期において実用的で、なおかつ「中継ぎ」にと

どまらず、将来も燃料電池車とユーザー層を

二分する“Zoom-Zoom”なエコカーといえる

でしょう。　

　マツダは2006年8月、この「RX-8ハイドロ

ジェンRE」をノルウェーで開催されたエネルギー

展「ONS2006」に出品。海外初のデモ走行

を行いました。国内でも、2006年度末で計7

台が企業や研究機関に採用されています。

　マツダは、「RX-8ハイドロジェンRE」で実用

化した水素ロータリーエンジンの発展的バリ

エーションとして「プレマシーハイドロジェンRE

ハイブリッド」を開発しています。2005年東

京モーターショーでは、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」を組み合わせたこのモ

デルをコンセプトカーとして参考出品しました。

　現在、マツダはこのコンセプトカーをさらに

進化させた新型「プレマシーハイドロジェンＲＥ

ハイブリッド」の開発を進めており、2008年

度のリース販売を予定しています。新しいハ

イブリッドシステムを採用したこのモデルは、

動力性能と航続距離が大幅に向上するとと

もに、ハイブリッド車でありながら、トルクフル

で力強い“Zoom-Zoom”な走りが特徴です。

　新型「プレマシーハイドロジェンREハイブ

リッド」は、環境性能を高めるためのさまざまな

最新の研究開発成果を取り入れています。

例えば、シフトパネルやフロントコンソールをは

じめとする車内の射出成型部品の多くに植

物由来の樹脂素材を採用しているほか、新た

に開発した植物度１００％のシート生地をシート

表皮やドアトリムに採用することを検討してい

ます。（詳細は58ページをご覧ください。）加え

て、自動車の樹脂部品の中でも、特に大型

のバンパーについては、損傷したバンパーを

回収して再生したリサイクル材料を利用。全

体として、石油資源の利用を極力抑えるよう

努力しました。

　マツダはこれからも燃料技術をキーテクノ

ロジーとして水素ロータリーエンジンの改良

開発に取り組むとともに、走る歓びと環境安

全性能が調和した、サステイナブル“Zoom-

Zoom”をめざした技術開発に挑みます。

マルチソリューションの一つとしての
水素エネルギー

新型「プレマシーハイドロジェン
ＲＥハイブリッド」の開発

環境負荷低減技術を活用して
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NEWガソリンエンジン（Ｉ４）
ほとんどのガソリンエンジンを2010年代初頭に一新、動力性能、燃費性能を大幅に改善

・動力性能15‒25%向上　
・燃費性能20%向上

フレックスフューエルエンジン
E85まで対応可能なフレックスフューエルエンジンを2009年度に北欧市場に導入 ・E85対応

スマートアイドリングストップ
マツダ独自のスマートアイドリングストップシステムを2009年度に日本市場に導入

・燃費性能10%向上（日本）
・ DISI +燃焼再始動システム

NEW クリーンディーゼルエンジン
欧州に導入し、好評を得ているクリーンディーゼルエンジンをさらに進化、北米、日本の長
期排出ガス規制に適合した新ディーゼルエンジンを2010年代初頭に市場導入

・燃費性能10%向上　
・エミッション　欧州Euro6 ／米国排出ガス規制
   “Tier2 BIN5”／日本平成21年規制対応

NEW オートマチックトランスミッション
マニュアルトランスミッション並みの走行感と燃費性能を向上させた新しいオートマチックト
ランスミッションを2010年代初頭に市場導入 

・走行性能MT並みのダイレクトフィールの実現　
・燃費性能MT並みを達成

NEW ロータリーエンジン
動力性能、燃費性能を大幅に改善した新型ガソリンロータリーエンジンを2010年代初頭
に市場導入 

・動力性能／燃費性能の劇的改善

プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
動力性能40％、航続距離200kmに向上させたプレマシーハイドロジェンREハイブリッドを
2008年度に市場導入

・動力性能40%向上　
・航続距離200km　
・独自ハイブリッドシステム

高効率ハイブリッドシステム
ハイドロジェンREハイブリッドのHEVシステムを生かした商品を2010年代初頭に市場導入 ・燃費性能100%向上

NEW 水素ロータリーエンジン
3.0Lガソリンレシプロエンジン並の動力性能と航続距離を400kmに向上させた新型ハイ
ドロジェンREを開発

・動力性能現行V6 3.0Lガソリンエンジン並　　　　
・航続距離400km

ガソリンエンジン

ディーゼルエンジン

トランスミッション

ロータリーエンジン

将来技術

1. パワートレイン

●地球環境のサステイナブルな未来の実現に向けて、躍動感あふれ

る動力性能と環境性能が調和した、乗って楽しくなる、また乗りたく

なるパワートレインを追求。

●将来に向けて“Zoom-Zoom”を実現するために、内燃機関にこだ

わり、来る水素社会に向けて水素燃焼技術を追求する。そして進

化の過程で、社会インフラの整備状況を考慮した現実的な技術を

導入する。

どの時代もZoom-Zoom

中長期
1970 2000 2030 2050～

将来 化石燃料
バイオ燃料

水素燃料
燃焼技

術

エネルギーとマツダのパワートレイン

技術開発長期ビジョン  「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
マツダは、いつまでも『ワクワク』するクルマ、『見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、そしてまた乗りたくなる』クルマを提供し、
クルマも、人も、地球も、みんながワクワクし続けられるサステイナブルな未来の実現に向けて取り組んでいます。

私たち自動車メーカーは、持続可能な社会の実現に向けて、これまで

以上に自動車の環境性能を向上させ、世界的に増加傾向にある交通

事故を防止するための安全技術を進化させていかなければなりません。

マツダは、2002年にアテンザを市場に導入して以来、“Zoom- 

Zoom”の木を育んできました。持続可能な社会の実現に向けて、マツ

ダは“Zoom-Zoom”を進化させ、「環境」「安全」の枝を両翼にしっかり

と伸ばし、より大きな木に育てていく取り組みを進めています。

環境保全と交通安全という２つの課題に対して

技術開発計画における主な取り組み

ディーゼル
エンジン

水素
エンジン

バイオ燃料
エンジン

ハイブリッド
技術

ガソリン
エンジン

技術取り組み 達成目標
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NEW デザイン& プラットフォーム
●際立つデザインと優れたダイナミック性能、安全かつ軽量な新型プラットフォームを
2010年代から段階的に展開 
●新型マツダデミオは現行モデル比で約100kgの重量低減を達成

・際立つデザイン（New プロポーション）　
・優れたダイナミック性能　
・安全かつ軽量

デザイン＆
プラットフォーム

2005

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2015

2020

2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020

マツダの取り組み

安全技術の課題

パッシブ
セーフティ

アクティブ
セーフティ

衝突回避
支援

運転
技術

PCS-Ⅰ

歩車間協調

車々間協調

ブレーキ
制御進化

PCS-Ⅱ
停止性能進化

PCS-Ⅲ
回避性能進化

ぶつからない車

ダイナミクス
制御統合化

ステアリング
制御進化

操作性
制御統合化

路車間強調
（インフラ協調）

ユニバーサル
デザイン

インフラ安全進化
ヒューマン・マシン・インターフェイス

自動緊急回避性

緊急回避性
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
セ
ー
フ
テ
ィ

ダイナミクスセーフティ

2. デザイン

●一目見て乗りたくなる、一目見てマツダとわかる、ファミリーテイストの確立。

●新しいデザインキューの提案。

●プラットフォームの開発と連動した新しいプロポーションの実現。

3. 車両技術

●お客様の心を魅了するスタイリングをサポートし、運転する楽しさと

安全を追求する。

●交通環境のサステイナブルな未来に向けて、正しく快適な運転をサ

ポートし、優れた衝突回避性能を持つクルマを実現する。

●軽量化により、運転性能向上だけでなく、CO2削減を実現する。

ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）／ダイナミクスセーフティ
正しい認知・判断をサポートするHMIと操作しやすく危険を回避可能なダイナミック性能な
どマツダらしい“Zoom-Zoom”な安全技術を導入 

ITSによる渋滞・事故防止
政府、社会インフラと協力した安全への取り組みとして、広島地域でのITS実証実験を
開始 

バイオプラスチック／バイオシート素材
産官学連携で植物由来によるカーボンニュートラルなバイオプラスチックを開発し、
2008年度リース開始予定のプレマシーハイドロジェンREハイブリッドに採用  

独自水性塗装技術
スリーウエットオン塗装を更に進化させ、独自の水性化技術により最もクリーンな塗装工場
とする 

・正しい認知・判断をサポートするHMI
・操作しやすく、危険を回避可能なダイナミック性能

・広島地域での実証実験　　　　
・インフラ協調による運転支援システム

・植物由来によるカーボンニュートラルな材料

・VOC低減

セーフティ

材料技術・生産技術

安
全
技
術
課
題

2000 2005 2010 2015 2020

90％

アクティブ
セーフティ

事故件数減 誤認識

事故原因

誤判断

誤操作

パッシブ
セーフティ

人への
ダメージ減

事故低減

衝突回避
運転支援

歩行者保護
相手車両乗員保護

乗員保護損害低減
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グループ会社も含めた“One Mazda”で、環境マネジメントを適正かつ有効に機能させるために
マツダは、環境に対する取り組み体制やシステムを強化するとともに、さまざまなリスクを想定して対応策を講じています。

環境マネジメント
2006年度のパフォーマンス報告 

マツダ地球環境憲章

環境マネジメント体制

マツダは、サプライチェーン全体を視野に入れて、環境負荷の軽減

だけでなく環境事故などの発生リスクの軽減にも力を入れるために、

2005年度に推進体制を強化しました。

右記の推進体制のもと、開発から、生産、購買、販売・サービス、リ

サイクルにいたるまで事業の全プロセスで、グループ会社も含めた

“One Mazda”として環境保全に積極的に取り組んでいます。

サプライチェーン全体を視野に入れて、体制を強化

【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。  

● 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】

1992年制定、2005年改訂

マツダ環境推進体制（2007年7月時点）

1.

2.

3.

4.

5.

環境を配慮した技術と商品の創造
● 私たちは排出ガスの浄化・CO2の低減・クリーンエネルギー
車の研究開発など、クリーン技術の創造に挑戦し続けます。

● 私たちは企画・開発段階から生産・使用・廃棄に至るまで、
一貫して環境との調和を配慮した商品づくりを推進します。

資源・エネルギーを大切にする事業活動
● 私たちは限りある資源を大切にするため、省資源・リサイク
ル活動を積極的に推進します。

● 私たちはエネルギーを多角的・効率的に活用するよう努めます。
● 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。

クリーンさを追求する事業活動
● 私たちは環境に関する法規制の遵守に留まらず、よりクリーン
な自主管理基準を設け、自己管理を徹底していきます。

● 私たちはクリーンさを追求するため、新技術の開発やシステ
ムの導入を推進します。

事業活動の仲間と共に、より良い環境づくり
● 私たちは環境教育の徹底や環境情報の提示により、地球
環境に対する従業員啓発活動を積極的に推進します。

● 私たちは互いの連携を密にし、よりよい環境づくりをめざします。

社会や地域と共に、よりよい環境づくり
● 私たちは環境に関する社会の要請に積極的に耳を傾け、
企業活動に反映させます。

● 私たちは環境に関する技術・システム・情報などを公開し提
供します。

● 私たちは事業活動に留まらず、環境保全に寄与する社会
的活動にも積極的に取り組みます。

マツダ環境委員会
委員長：社長
環境統括役員
環境担当役員

統括事務局

開発環境委員会
委員長：研究開発担当役員

生産環境委員会
委員長：生産・物流担当役員

購買環境委員会
委員長：購買担当役員

販売・サービス環境委員会
委員長：国内営業担当役員

リサイクル推進委員会
委員長：副社長執行役員
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環境法令遵守の状況と環境事故・苦情

2006年度は、環境汚染を引き起こす恐れのある環境事故はありま

せんでした。行政から臭気の改善についての通知を1件受けましたが、

原因を特定し対策を講じました。

環境に関する苦情については、本社工場では、臭気に関する苦情が

5件ありましたが、操業管理を徹底し、計画的な臭気対策を進めていま

す。また、防府工場では、騒音について1件の苦情が寄せられましたが、

すでに対策を講じました。

環境事故は無く、苦情には適切に対応

環境リスクマネジメント

マツダの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。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しています。

予防対策に努めるとともに、各工場・事業所で緊急事態を想定した

訓練などを実施しています。

また大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理にともなう汚染などを予防する

ために、各工場・事業所で定期的なモニタリングや対策を実施しています。

環境モニタリング項目

予防対策に努め、訓練を実施

環境教育

マツダでは、環境マネジメントシステムの一環として新入社員から管

理者までの全社的環境教育を展開しており、各事業部門では社員へ

の継続的な環境教育を実施し、環境意識の徹底や環境マネジメント

システムの運用能力の養成に努めています。

さらに、社員の環境関連公的資格の取得を推奨し支援するととも

に、環境保全に関する改善策を社内公募しています。

環境教育体制

環境教育の受講者数の推移

e-i提案（環境改善アイデア提案制度）

全社単位、各事業部門単位で実施

環境監査

環境マネジメントシステムが有効に機能していることを確認するた

め、広島地区・防府工場・R&D部門という区分で内部監査と外部審

査機関（ISO14001審査登録機関）による監査（定期審査ないし更

新審査）をそれぞれ年1回実施しています。

内部監査では、その客観性を高め、有効なものとするために、部署単

位ではなく、全社横断的なものとして実施。外部審査機関による教育を

受けた「内部監査員」など一定の資格を認定された幹部社員が中心と

なって各々の部門を訪れ、各部門で必要な項目について監査しています。

2006年度の内部監査では重大な指摘はなく、軽微な指摘20件、

観察事項（不適合の度合いが最も軽微な指摘）が142件ありました。

外部審査については、軽微な不適合が2件、観察事項が5件にとど

まっています。これらの結果は経営層へ報告するとともに、迅速に是

正を進めました。

内部監査におけるチェック項目の概要

内部監査の実施状況

内部監査員数の推移

年１回、内部監査と外部審査を実施

マツダでは、グループ全体の環境保全取り組みをレベルアップし、

環境負荷を低減するために、各工場・事業所･子会社で、環境マネジ

メントシステム（EMS：Environment Management System）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

には国内外の主要6生産拠点の全てがISO14001の認証を取得。

2001年度には生産・物流系の国内連結子会社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年度にはマツダパーツセンターとマツダ教育センターを、2006

年度にはマツダトレーニングセンター鯛尾を新たに広島地区の認証範

囲に加えました。また、マツダでは、オフィス・販売会社へのEMSの導

入も進めています（詳細は、６７ページをご覧ください）。

さらに、従来からマツダでは、部品・資材の購買取引先に対して

ISO14001の認証取得を促進しており、2006年度末までに継続的

に取引のある主要なサプライヤーの全てが取得を済ませました。

今後は関連の深い地場の小規模なサプライヤーへもEMSの導入

を支援していきます。

マツダグループのISO14001認証取得状況

環境マネジメントシステム

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web
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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

たって環境保全に効果を発揮する投資や経費などを、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。

マツダ（株）単独で2005年度と比較すると、環境コスト合計金額

が、49.25億円増加しました。そのうち、研究開発コストの増額（54.58

億円）は、主に人員増強によるものです。地球環境保全コストの増額

（9億円）は、主にマシニングセンター増強にともなう省エネルギー対策

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。
2006年度は、海外の生産子会社にまで集計範囲を拡大し、より詳細な情報を開示しました。

環境会計
2006年度のパフォーマンス報告 

設備投資の増加によるものです｡公害防止コストの減額（9.68億円）

は、主にスリーウェットオン対策が完了したことにともなう投資減額によ

るものです。

また、海外生産企業の地球環境保全コストが26.43億円と大幅に

減額しましたが、これは、2005年度に海外生産子会社で設備投資を

実施したものの、2006年度は特別な投資を実施しなかったことによる

ものです。

分類

公害防止

事
業
エ
リ
ア
内

地球環境保全

資源循環

上・下流

管理活動

研究開発

社会活動

環境損傷

合計

主要活動内容

単位：百万円

1,833

1,799

647

0

5

1,279

0

0

5,563

4,863

4,201

2,064

362

995

40,174

113

0

52,772

3,030

2,402

1,417

362

990

38,895

113

0

47,209

投資額 経費額 合計

「環境法規制対策」   
具体例:集塵装置改造、キュポラ集塵装置新設、薬液洗浄式脱臭装置新設、砂回
収装置、流動焙焼炉新設、土壌汚染・地盤沈下防止のための路面補修工事など

「地球温暖化防止対策」
具体例:マシニングセンター増強、ハイキューブコンテナ対応、リターナブル容器の購
入、牽引車の経路・牽引方法見直しによる有人牽引車の削減など

使用済み車両のパンパー回収および容器包装の環境負荷低減

環境管理、環境教育、監査、環境負荷の監視、情報公開

製品、生産、物流領域などの環境負荷抑制のための研究開発

ー

景観・美化などの改善および地域住民・団体への支援

「資源の有効活用、リサイクル」
具体例:砂回収装置、流動焙焼炉用環境設備、油水分離装置などの購入

■ 環境保全コスト（マツダ（株）単独）

（1） 集計期間： 2006年4月～2007年3月
（2） 集計範囲： マツダ（株）全領域
（3） 集計基準： 「環境会計ガイドライン（2005年版）」 を参考に、マツダ独自基準で集計しています。
 キャッシュフロー管理をベースとして、減価償却費は計上していません。    
 環境保全コスト（投資額・経費額）を、集計した値に、一般管理費１０％加算して計上しています。
（4） その他　  ： 目的が環境保全であることが明確な項目に限定して集計しています。定量評価の可能な項目に限定して評価しています。
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環境保全効果とは、環境保全コスト（投資・経費）によってもたらされる直接的、または間接的な効果です。

2006年度は、全領域で上記のような環境保全効果（重量・本数）および経済効果が得られました。

（1） 集計期間： 2006年4月～2007年3月
（2） 集計範囲： マツダ（株）、国内連結子会社6社（生産：倉敷化工（株）／マイクロテクノ（株）／（株）マツダＥ＆Ｔ／トーヨーエイテック（株）、物流：マロックス（株）、その他：マツダエース（株））
 国内持分法適用会社4社（生産：ヨシワ工業（株）／（株）日本クライメイトシステムズ、物流：（株）マツダプロセシング中国 、その他：（株）サンフレッチェ広島）
 海外連結子会社１社（生産：コンパニア コロンビアナ アウトモトリスS.A）
 海外持分法適用会社2社（生産：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.）

（1） 集計期間：  2006年4月～2007年3月
（2） 集計範囲：マツダ（株）全領域
（3） 集計基準： 「環境会計ガイドライン（2005年版）」 を参考に、マツダ独自基準で集計しています。
（4） その他    ： 環境保全効果は２００６年度に計上した効果を集計しています。設備投資などによって得た経済効果は検収日から一年間の効果を集計しています。（当年のみ計上）

分類

公害防止

地球環境保全

資源循環

上・下流

管理活動

研究開発

社会活動

環境損傷

合計

投資額 経費額 合計

1,956

1,822

670

0

10

1,380

0

0

5,838

3,428

2,476

2,058

386

1,211

39,420

114

2

49,095

5,384

4,298

2,728

386

1,221

40,800

114

2

54,933

事
業
エ
リ
ア
内

単位：百万円■ 環境保全コスト（マツダグループ全体）

分類

地球環境保全

資源循環

上・下流

その他

合計

経済効果

　　　　1,050

9,137

30

6,680

16,897

地球温暖化防止

資源有効活用

製品・商品のリサイクル

有価物売却

単位：百万円■ 環境保全効果（マツダグループ全体）

分類

地球環境保全

資源循環

上下流

　

　

その他

地球温暖化 生産領域
防止 物流領域

資源有効活用

リサイクル

製品・商品のリサイクル

　

　

有価物売却

CO2排出量（売上高当り）

　　　　ー

梱包材削減、部品の効率的活用量

塗料、アルミ灰、プラスチックなど

シェル砂

鋼材

廃バンパー回収本数

金属類

シンナー、廃液

空ドラム、ホイール、廃タイヤ

回収砂、プラスチック類、段ボール屑

パレット類

合計

 4.8 t

         ─

 3,215 ｔ

 964 ｔ

 41,325 ｔ

 160,143 ｔ

 58,651 本

 99,334 ｔ

 711 ｔ

 20,234 本

 8,419 本

 194 枚

経済効果（単位：百万円）環境保全効果

735

292

1,772

111

24

7,059

23

6,097

　

36

16,149

■ 環境保全効果（マツダ（株）単独）
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　数値は2006年度（2006年4月～ 2007年3月）における、マツダ（株）の生産、オフィス領域および国内連結子会社35社（生産：倉敷化工（株）／マイクロテクノ（株）／（株）マツダ
Ｅ＆Ｔ／トーヨーエイテック（株）、販売会社・部品販売会社：（株）函館マツダ／（株）マツダアンフィニ北海道／（株）東北マツダ／（株）福島マツダ／（株）北関東マツダ／新潟マツダ自動車（株）／
（株）甲信マツダ／（株）関東マツダ／静岡マツダ（株）／新岐阜マツダ販売（株）／東海マツダ販売（株）／（株）北陸マツダ／（株）京滋マツダ／（株）関西マツダ／（株）西四国マツダ／（株）九州
マツダ／（株）南九州マツダ／沖縄マツダ販売（株）／（株）マツダオートザム／マツダ中販（株）／マツダ部品北海道販売（株）／マツダ部品東北販売（株）／マツダパーツ関東（株）／マツダ
部品新潟販売（株）／マツダ部品長野販売（株）／マツダパーツ近畿（株）／マツダ部品東中国販売（株）／マツダ部品西四国販売（株）／マツダパーツ九州（株）、物流：マロックス（株）、
その他：マツダエース（株））、国内持分法適用会社7社（生産：ヨシワ工業（株）／（株）日本クライメイトシステムズ、部品販売会社：マツダ部品広島販売（株）／マツダ部品山口販売（株）／
マツダ部品西九州販売（株）、物流：（株）マツダプロセシング中国、その他：（株）サンフレッチェ広島）の実績です。
　エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の集計範囲には、上記に加えて海外連結子会社1社（生産：コンパニア コロンビアナ アウトモトリスS.A.）と海外持分法適用会社2社（生産：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.）が含まれます。集計範囲が異なる場合は、［　］内に明記しています。

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

購 買

● 取引先のISO14001
　認証取得の促進
● グリーン調達の推進

前年度比
負荷低減成果

排水量

排出量

移動量

1,599t

96t

エネルギー使用量※1

2,060万m3

3,657t485t 1,016t

147.4万t-CO2

20,273×103GJ

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

● ＣＯ2排出量を
　4.8t削減
　（売上高1億円あたり）

● 直接埋立
　廃棄物量を
　33.7％削減

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。
2006年度は、グループ会社にまで集計範囲を拡大し、より詳細な情報を開示しました。

事業活動と環境負荷の全容
2006年度のパフォーマンス報告 

1,369×103GJ

国内物流における

CO2

SOX NOX

95,415t-CO2

CO2
化学物質
排出・移動量

温室効果ガス
排出量※2

SOX
排出量

NOX
排出量

直接埋立
廃棄物

化学物質投入量

10,094t

海外の連結子会社１社と
持分法適用会社2社を含む 2,880万m3

水使用量

原材料
（鉄・アルミ等）

26.3万t

989t

紙（OA用紙など） エネルギー使用量※2

マツダ（株）および
国内連結子会社４社と
国内持分法適用会社2社

マツダ（株）および
国内連結子会社４社と
国内持分法
適用会社2社

［販売会社を除く］

［販売会社を除く］

［マツダ（株）単独］

［マツダ（株）単独］
海外の連結子会社１社と持分法適用会社
2社の5ガスを除くCO2排出量を含む

国内物流における

※１エネルギー使用量と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」（2006年度改正）と「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（2005年度改正）に基づいて算出しています。
※2 国内物流におけるエネルギー使用量と温室効果ガス排出量は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（2005年度改正）に基づいて算出しています。
※3 連結子会社、持分法適用会社は全て生産会社です。

温室効果ガス
排出量※1

※3

※3

※3

※3

※1
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低公害車等の出荷台数（国内） 　　　　　　　   189,058台

自動車リサイクル量（自動車リサイクル法に基づく2006年度の実績値）

 

販売・アフターサービス

● お客さまとのコミュニケーション 
● 環境法令遵守と環境美化の推進
● 損傷したバンパーの回収

使用済み自動車のリサイクル

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

58,651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
（省エネ法に基づく燃費基準達成車で、かつ低排出ガス認定実施要領に基づく低排出ガス認定車）

SU-LEV（平成17年基準排出ガス75%低減レベル ☆☆☆☆）

U-LEV（平成17年基準排出ガス50%低減レベル ☆☆☆）

5台

18台

319台

172,616台

16,100台

1,176,673台  

国内　263,673台
海外　913,000台

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

33,637t

23,575t

195,673台

再資源化重量 

引取り量

引取り台数

9,446kg

78,496個

47,239台

総引取り量

引取り量

引取り量

CFC

合計 43,581ｋg

11,813ｋg

31,768ｋg

137,894台

42,237台

95,657台

総引取り台数

引取り台数

引取り台数
HFC

　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、方法などの研究を進

めています。 

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。

ＬＣＡの取り組み
2006年度のパフォーマンス報告 

損傷バンパー
回収・リサイクル

出荷台数
（車両、海外生産用部品、ＯＥＭ車などを含む）
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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年度に環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」を策定。
５つの分野で方針と目標を明確化し、着実な達成に向けて取り組んでいます。

環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」
2006年度のパフォーマンス報告 

2010年度目標

1. 環境を配慮した技術と商品の創造
① 排出ガスのクリーン化

2006年度目標 2006年度実績 2007年度目標

［日本］大部分の乗用車でSU-LEV（★★★★）
を達成する。 SU-LEV（★★★★）の導入を拡大する。 大部分の乗用車（90.5%）でSU-LEV（★★

★★）を達成した。

［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。 全ての車種で、Tier2／LEV2規制に適合する。 全ての車種で、Tier2／LEV2規制に適合した。

SU-LEV（★★★★）の導入を継続する。

Tier2／LEV2への適合を継続する。

［欧州］次世代クリーンディーゼル車を開発、導
入する。

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。

新ディーゼルエンジンを開発中。 クリーン性能をさらに高めたディーゼル車の開
発を推進する。

② 燃費向上（CO2低減）

［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。

［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規制値に適合する。 CAFE規制値に適合した。

2010年度燃費基準を乗用車の全重量ランク
で達成する。

③ 車両の軽量化

車両重量の自主目標を達成する。 軽量化を推進する。
新型デミオでボディ構造の最適化、高張力／
超高張力鋼板の採用などにより、前モデルに
比べ約100kgの軽量化を実現した。

一層の軽量化推進を行う。

⑦ 車室内VOC（揮発性有機化合物）の低減

厚生労働省の定めた室内濃度指針値に全
新型車で適合する。

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。

新型デミオで指針値に適合できるVOC低減
技術を開発した。 ＶＯＣ低減技術を他車種へ展開する。

④ 自動車騒音の低減
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する。 新型CX-7など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。

⑤ 代替燃料車の開発

水素ロータリーエンジン車の開発と導入を推
進する。

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。

「RX-8ハイドロジェンＲＥ」5台をリース販売し
た。（累計7台）

・トリビュートハイブリッド26台を、米国加州消
防関連施設へ提供した。（累計36台） 
・新型トリビュートハイブリッドを2007年1月に、
北米国際自動車ショーで参考出品した。 

プレマシーハイドロジェンREハイブリッド開発を
推進する。

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。 代替燃料対応技術の開発を推進する。 E10、B5燃料対応車の導入を推進した。 E85の開発を推進する。

⑥ 環境負荷物質使用量の低減

六価クロム：全廃する。 2006年末全廃する。 2007年2月に全廃した。 全廃を継続する。

鉛、水銀、カドミウム：
規制免除部品※１を除き全廃する。 免除部品を除き全廃する。 免除部品を除き全廃済み。 免除部品を除き全廃を継続する。

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。 1995年度比HFC使用量10%以上削減する。 新型デミオなどで達成した。 1995年度比HFC使用量10%以上削減する。

最先端のバンパーリサイクル技術を開発、新
車部品への再利用を推進する。

バンパー to バンパーリサイクル技術の開発を
推進する。

新車バンパーへのリサイクル材料適用車種を
拡大した。

バンパー to バンパーリサイクルの更なる拡大
を推進する。

解体・リサイクル容易な新車開発を推進する。 プラスチック部品等の解体・リサイクル容易な
開発を推進する。

新型CX-7などでプラスチック部品等のリサ
イクル性を向上し、リサイクル可能率90％以
上※2を達成した。

プラスチック部品等につき更なる解体・リサイ
クル容易な開発を推進する。

⑧ 自動車リサイクルの推進（開発段階）    

自動車内装部品に使用できる外観 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。

バイオプラスチック部品の開発を推進する。 プレマシーハイドロジェンREハイブリッドへの採
用技術を開発した。

プレマシーハイドロジェンREハイブリッドでの実
用化を推進する。

代替フロン（HFC134ａ）を使わず環境負荷の
低い新冷媒ACの開発・採用を推進する。 環境負荷の低い新冷媒ACの開発を推進する。 新冷媒ＡＣの開発を推進中。 環境負荷の低い新冷媒ACの更なる開発を推

進する。

CAFE規制値適合を継続する。

［欧州］企業平均CO2発生量の低減を推進
する。 企業平均CO2発生量を低減する。 Mazda3マイナーチェンジなどで燃費を改善し、

CO2発生量を低減した。 企業平均CO2発生量をさらに低減する。

※1 免除部品：鉛はんだ、バッテリー、鉛快削鋼など、水銀は液晶ディスプレー、ディスチャージヘッドランプなど。
※2 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン（1998年自工会）」に基づいて算出。

ハイブリッド車の開発を推進する。 ハイブリッド車の開発を推進する。 ハイブリッド車の開発を推進する。
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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/m2とする。 塗装面積あたりVOC排出量34g/m2とする。 塗装面積あたりVOC排出量32.7g/m2まで
削減した。

塗装面積あたりVOC排出量34g/m2とする。

⑩ 温暖化防止

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活動
⑨ 廃棄物の低減

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23.3％
削減する。

梱包・包装資材使用量を1999年度比26.2％
削減した。

梱包・包装領域で1999年度比資材使用量
を27.9％削減する。

国内生産領域で全埋立廃棄物量をゼロレベ
ルにする。

全埋立廃棄物を1990年度比0.4％以下
（300t／年）にする。

全埋立廃棄物を1990年度比0.3％以下
（232t／年）にした。

全埋立廃棄物を1990年度比0.3％以下
（200t／年）にする。

国内生産領域で1990年度比CO2の排出量
を10％削減する。 1990年度比排出量を8％削減する。 1990年度比排出量を9％削減する。

物流領域でCO2排出量を1999年度比15％
削減する。

物流領域でCO2排出量を1999年度比14％
削減する。

物流領域でCO2排出量を1999年度比14％
削減した。

国内生産領域で1990年度比CO2の排出量
を21.6％削減した。

物流領域でCO2排出量を1999年度比15％
削減する。

・2015年規制値を早期達成する。
・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。

ASRリサイクル：70％、車両全体の実効率：
95％

ＡＳＲリサイクル率７０％、車両全体のリサイク
ル実効率９５％を達成した。

ASRリサイクル率７０％（車両全体のリサイク
ル実効率９５％）の安定達成に向けて積極的
な取り組みをしていく。

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。 回収量 60,000本以上 回収量 58,651本 回収量 66,000本以上

2010年度目標 2006年度目標 2006年度実績 2007年度目標

⑰ 社会とのコミュニケーション推進

⑱ 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。 環境イベントの開催、積極的参加を行う。

・マツダミュージアムで環境展を開催した。
・環境展示コーナーを常設化した。
・「エコカーワールド」「ひろしま温暖化ストップ！ 
フェア」へ出展した。
・WEBオフィシャルサイトをリニューアルした。

・国内主要拠点へ環境取組パネルを展示する。
・環境イベントの開催、積極的参加を行う。

・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積極的に参加する。
・環境教育への講師派遣を行う。

・延べ3,141名が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。

⑮ 部品販売会社の環境保全活動推進

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。

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。

・主要購買取引先の１００％がＥＭＳを構築した。
・地元の自動車関連企業協同組合に加盟し
ている取引先の７１％がＥＭＳを構築した。

・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。

マツダ部品販売会社（13社）にマツダEMSを
導入する。

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。

先行２社をモデル部品販売会社としてＥＭＳマ
ニュアルを構築し、運用を開始した。

先行２社の初認定取得。先行残り３社のＥＭＳ
マニュアルを構築し、運用を開始する。

⑭ 販売会社の環境保全活動推進

2007年度より、連結対象販売会社（18社）
にEMSを構築し、その他のマツダ・マツダアン
フィニ系販売会社へ順次導入・展開する。

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。

全販売会社におけるＭＥＣＡ２１の導入を完了
した。

MECA21に基づき自主改善活動を継続する。
販売会社ＥＭＳを構築する。

⑯ 環境啓発活動の推進

・社員の環境意識向上のために環境情報を積
極的に発信
・社内に対する環境イベントの開催
・グループ企業も巻き込んだ環境イベントの
開催

・チーム・マイナス６％の活動推進
・環境月間社長メッセージ
・アイドリング・ストップステッカー作成・配布

・クールビズの徹底
・環境月間社長メッセージ
・アイドリング・ストップデザイン社内公募＆ス
テッカーの作成・配布
・アイドリング・ストップ駐車場看板設置（横浜）

・社長メッセージ
・環境講演会
・環境取組事例発表大会
・エコ駅伝（地球温暖化防止取り組み）
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排出ガスのクリーン化

マツダでは、国土交通省の「低排出ガス車認定制度」に適合した車

種の市場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認定車（自動車排出ガス規制の平成17年基準値

から有害物質を75%以上低減した車）の導入拡大に努めています。

2006年度に国内向けに生産した乗用車のうち、SU-LEV認定車

が占める割合は、OEM車を除くと90.5%となりました。これは、国内自

動車メーカートップレベルの数値です。

また、マツダはターボエンジンでありながら高い環境性能を持

つ「DISI※ターボエンジン」を開発。2005年に発売した「マツダスピード

アテンザ」が、DISIターボエンジン車としては初めてとなるSU-LEV認定

を受けています。

90%以上がSU－LEV認定車に

欧州では、ディーゼルエンジンの課題であったNOx（窒素酸化物）

とPM（粒子状物質）の排出を抑え2005年に発効した欧州の自動車

排出ガス規制「Euro4」を大幅にクリアしたクリーンなディーゼルエン

ジン車を開発し、販売しています。

一方、米国でも2006年度に市場に導入した全ての車種が、米国

の厳しい排出ガス規制「Tier2／LEV2」に適合しています。 

欧州と米国の排出ガス規制への対応

いっそう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、マツダは排出ガス低減や燃費向上はもちろん、
エネルギー研究や新材料開発、リサイクル性向上の取り組みを強化しています。

開 発
2006年度のパフォーマンス報告 

■ 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）
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　　　 または平成12年基準排出ガス75%低減レベル
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ディーゼルエンジンから排出される
有害物質の低減に貢献する研究で
｢浅原賞学術奨励賞｣を受賞

＋
クローズ
アップ

2007年5月、当社の技術研究所に所属する社員が（社）自動車

技術会の「浅原賞学術奨励賞」を受賞しました。この賞は、満37歳

未満の自動車技術会員を対象として、自動車工学と自動車技術の向

上・発展を奨励することを目的として贈られる賞です。

ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンと比べてNOx（窒素酸化物）

とPM（粒子状物質）が発生しやすいという問題があります。これらの

物質の排出量を低減するために、これまでは「燃焼時に、いかにPMを

発生させないか」という観点から研究が進められてきました。しかし、こ

の方法では、燃焼が不完全になり燃費が悪化するという弊害がありま

した。今回受賞した「ディーゼルエンジンの燃焼効率の改良研究」で

は、「いったん発生してしまったPMをその後で燃やし尽くす」という、こ

れまでとは異なる着眼点から研究を進め、不完全燃焼を抑えて燃費を

向上させ、かつ排出されるNOxとPM

を大幅に低減することに成功しました。

この研究の成果は、将来のクリーン

ディーゼル乗用車開発の有力技術と

して貢献を期待されています。

また、マツダは同時に、環境に優し

い塗料の開発・実用化が評価され、

同会の「技術開発賞」も受賞しました。

ディーゼルエンジンは、ガソリンエン

ジンに比べてCO2排出が少ないため、

普及が進めば地球温暖化防止に大きな

効果があります。研究成果が活かされ、

今まで以上にクリーンなディーゼル車が

実現することでディーゼル車が普及する

ことを願っています。

1999年に入社して以来、一貫して

ディーゼルエンジンの開発に取り組んできましたが、今後も、これ

まで以上にクリーンなディーゼルエンジンを開発するために、研究

を進めていきたいと思います。

技術研究所
シニア・テクニカル・
スペシャリスト

志茂  大輔

ひとことメッセージ

最近の自動車技術会賞マツダ社員の受賞歴Web

浅原賞学術奨励賞の盾

※Direct Injection Spark Ignitionの略
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燃費の向上

クルマから排出するCO2の低減に向けて、国内では「2006年度中

に2010年度燃費基準を全乗用車で達成すること」を目標に、燃費の

向上に取り組み、2006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。

国内では、2010年度燃費基準の達成を推進

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、CO2排

出量も少ない反面、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、特に欧州では近年、環境にやさしい自動車としてディーゼ

ルエンジン車の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（MZR-CD）」に、PMを捕集するDPF（Diesel 

Particulate Filter）などの後処理技術を加えることによって、欧州

の自動車排出ガス規制である「Euro4」を大幅にクリアするクリーン

なディーゼルエンジン車を実用化。「Mazda3」（日本名アクセラ）、

「Mazda5」（日本名プレマシー）、「Mazda6」（日本名アテンザ）に搭

載しています。また、国内の商用車（「ボンゴ」「ボンゴブロー二ィ」）に

も同エンジンを搭載しています。

マツダでは、このクリーンディーゼルエンジンをさらに進化させ、

2010年代初頭に北米（Tier2／Bin5）、日本の排出ガス規制（平

成21年）に適合させた、新ディーゼルエンジンを開発する計画です。

クリーンなディーゼル車の開発

マツダは、国内と同様、世界各国で燃費の良いクルマの導入を推

進しています。

新型車やマイナーチェンジ車での、低燃費技術の採用や、燃費の

良いディーゼル車の導入（欧州）などによって、欧州では、｢企業平均

CO2排出量｣の低減を、米国では｢企業平均燃費規制（CAFE）｣へ

の適合を図っています。

世界各国で低燃費車の導入を推進

2006年には、世界の市場で高く評価されているスポーツコンパク

ト「アクセラ」（欧州･米国では「Mazda3」）をマイナーチェンジして日

本、欧州、北米で発売しました。

110kW/150PSの最高出力を発生するMZR2.0Lガソリンエン

ジン搭載モデルには、新たにS-VT（シーケンシャル・バルブタイミング

機構）を組み合わせました。これによって、吸気バルブの作動タイミン

グを運転状況に応じて最適に制御することで充填効率を高め、低燃

費化を実現しています。

同時に、2.3L DISIターボエンジンを搭載したハイパフォーマンスモ

デル「マツダスピードアクセラ」（欧州・米国ではそれぞれ「Mazda3 

MPS」「Mazdaspeed3」）をラインナップに追加しました。このモデル

は、FF車（前輪駆動車）トップクラスの走りを実現しながら、低燃費で、

日本ではSU-LEV（平成17年基準排出ガス75%低減レベル）適合と

いう優れた環境性能を備えています。

環境性能を向上させてマイナーチェンジしたアクセラを
世界中で発売

Mazda3（欧州仕様）

■ 乗用車における重量ランク別平均燃費推移

燃費基準
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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」の研究を進めています。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。

「スマートアイドリングストップシステム」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。モーターでエンジンを再始

動する通常のアイドルストップ機構と比べると、モーターを使わないた

め、静かで素早い再始動が可能です。

このマツダ独自のシステムを2009年度に日本市場に導入する

計画です。

　　「スマートアイドリングストップシステム」の詳細情報

「スマートアイドリングストップシステム」の開発

「環境性能」と「走る感動」。この2つの条件を高次元で両立させる

ことに成功したのが、マツダが2005年に開発した「DISIターボエン

ジン」です。DISIとはDirect Injection Spark Ignitionの略で、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。

2006年に発売した「MPV」「CX-7」「マツダスピードアクセラ」には、

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、低中速域での太いト

ルク、優れた応答性、クリーンな排出ガス、低燃費などを実現した画期

的なレシプロエンジン「DISIターボエンジン」を搭載しています。

なかでも「MPV」は、排出ガスに関して「SU-LEV」（平成17年基準

排出ガス75%低減レベル）認定を受けていることと、燃費について

「2010年度燃費基準+10%」を達成していることからグリーン税制※

に適合しており、また、エコプロダクツ大賞推進協議会（（財）地球・人

間環境フォーラム、（社）産業環境管理協会、（財）交通エコロジー・

モビリティ財団、（社）日本有機資源協会）主催の平成18年度（第3

回）エコプロダクツ大賞において、「エコプロダクツ大賞推進協議会会

長賞（優秀賞）」を受賞しました。

また、2007年に一部改良して発売した「プレマシー」には自然吸気

のDISIエンジンを搭載。「2010年度燃費基準+10%」を達成し、

SU-LEV認定車でもあることから、グリーン税制の対象となっています。

「環境性能」と「走る感動」を両立した低燃費の「DISIエンジン」

マツダでは、自然吸気MZR1.3L「ミラーサイクル」エンジンを新開発

し、2007年7月に国内で発売した新型「デミオ」に搭載しました。マツ

ダの登録車では初採用となるCVT（自動無段変速機）との組み合わ

せで10・15モード燃費23.0km／Lを実現。従来の「デミオ」の10・

15モード燃費19.2km／Lと比較して約20%の改善になります。

自然吸気MZR1.3L「ミラーサイクル」エンジンとCVTを組み合わせ

たモデルは「2010年度燃費基準+20%」を達成。SU-LEV（平成17

年基準排出ガス75%低減レベル）認定取得と合わせてグリーン税制

に適合しています。

自然吸気MZR1.3L「ミラーサイクル」エンジンを新開発

Web

※環境負荷の小さい自動車は新車新規登録の翌年度1年に限り自動車税の税率が軽減され、
新車新規登録から一定期間を経過した環境負荷の大きい自動車は自動車税の税率が重くな
る制度。

自然吸気MZR1.3L「ミラーサイクル」エンジン

プレマシー

ＭＰＶ
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車両の軽量化

乗員保護性能やクリーン性能の向上、環境負荷の低減といったさ

まざまなニーズに応えていこうとすると、クルマの重量は増加しがちで

す。しかし、車両重量の増加は、「走る」「曲がる」「止まる」というクルマ

の基本性能に悪影響を及ぼし、「動くことへの感動」を重視する

“Zoom-Zoom”なクルマづくりとは相容れません。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。

2007年7月に発売した新型「デミオ」は、さまざまな部位で可能な限

りの軽量化を徹底的に進めました。

先進の軽量化技術と各部構造の最適化などによって、安全性能を

向上させながら、前モデル比約100kgの軽量化に成功しました。

新型「デミオ」で、約100kgの軽量化を実現

自動車騒音の低減

自動車の騒音はエンジン本体や排気系、吸気系、駆動系およびタ

イヤなどから発生します。

マツダでは、最新の騒音規制より厳しい自主基準値を定めて、これ

らの騒音低減に取り組んでいます。すでに乗用車、商用車の全車種

で、この自主基準値への適合を完了しています。

　車両騒音防止対策

乗用車・商用車の全車種が厳しい自主基準に適合

代替燃料車の開発

マツダは内燃機関特有の自然なドライビングフィールと環境性能を

両立させるために、これまで育んできた水素利用技術と、小型化･高

性能化し、環境性能も向上させた新世代ロータリーエンジン

「RENESIS（レネシス）」を融合させた水素ロータリーエンジン車の開

発に取り組んでいます。

2006年８月には「RX-8ハイドロジェンＲＥ」をノルウェーで開催され

たエネルギー展「ＯＮＳ２００６」に出品し、海外初のデモ走行を行いま

した。この時、ノルウェー初の水素スタンドのオープニングセレモニーに

おいて、RX-8ハイドロジェンＲＥが記念すべき最初の給燃を受け、その

様子は新聞の一面で取り上げられました。

2006年3月からリース販売を開始し、2006年度末までに、エネル

ギー関連企業や官公庁などに計７台の「RX-8ハイドロジェンＲＥ」を納

入しています。

　「RX-8ハイドロジェンRE」の詳細情報　

水素ロータリーエンジン車の開発

Web

RX-8ハイドロジェンRE

開 発

2006年度のパフォーマンス報告

Web

新型「デミオ」に施した主な軽量化の工夫

吸気系&冷却系
薄型ラジエターと薄型電動
ファンの採用、クーラント量の
低減によって1.66kg軽量化

ボディシェル
ボディ構造の最適化と高張力／
超高張力鋼板の採用によって
22kg軽量化

サスペンション
フロントのロアアームの開断面
化、リアのトレーリングアーム長の
短縮などによって約13kg軽量化

電装系
大きなユニットや電源系パーツ
の最適な配置などによって
2.86kg軽量化

北海道で水素自動車の寒冷地調査に協力＋
クローズ
アップ

マツダは、2007年2月、北海道開発局からの依頼を受け、「RX-8

ハイドロジェンRE」を使った、水素自動車の寒冷地での実用性を検証

する調査に協力しました。

また、調査に合わせて開催された“水素エネルギーを利用した「環境

と交通」シンポジウム” では、一般参加者を対象にした「RX-8ハイドロ

ジェンRE」の体験同乗試乗会や講演を行いました。
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環境負荷物質使用量の低減

マツダは、欧州のELV（End-of-Life Vehicle：使用済み自動車）指

令が2003年7月1日以降の新車に含むことを原則として禁じた、鉛、水

銀、六価クロム、カドミウムの使用廃止に積極的に取り組んできました。 

鉛、水銀は規制免除部品を除いて、すでに使用を全廃しています。

六価クロムについても重要保安部品やこれらの締結ボルト、ナットに

ついての代替技術を開発し、2007年2月に使用を全廃しました。また、

カドミウムも全廃を完了しています。

鉛、水銀、六価クロム、カドミウムの全廃を完了

車室内VOC（揮発性有機化合物）の低減

マツダでは、快適な車内環境を保つためにホルムアルデヒド、トル

エン、キシレンなどシックハウス症候群の原因とされるVOC（Volatile 

Organic Compounds：揮発性有機化合物）の低減に取り組んで

います。

1999年には、アルデヒド類を除去する機能の付いた脱臭フィルター

を開発し、主要車種で標準もしくはオプション装備として採用。さらにそ

の後は、VOCを元から断つために、内装部品の材質や接着剤を見直

すことで、新車時に車室内で発生するVOCの低減を進めてきました。

2006年に発売した「CX-7」では、インストルメントパネルの部材と

表皮を一体成形する新工法を開発し、接着剤を使用しないことで低

VOC化を実現しました。また、2007年に発売した新型「デミオ」では、

インテリアに使われる

主要な樹脂や塗料、

接着剤などの素材その

ものを低VOC化し、厚

生労働省室内濃度指

針値への適合を図って

います。

素材そのものを見直すことで車室内VOCを低減

マツダでは温室効果ガスであるカーエアコン用冷媒「代替フロン」の

使用量低減に取り組んでいます。

また、「代替フロン」を使わない新しい冷媒のエアコンについても開

発を進めています。

エアコンの冷媒使用量の低減

マツダは、ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッ

ドカーの開発に取り組んでいます。

2007年には、フォードと連携してレシプロのガソリンエンジン車「トリ

ビュート」をハイブリッド化した「トリビュートハイブリッド」を、1月の北米国

際自動車ショーで参考出品し、夏には米国で発売しました。

このクルマは、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、クリーンな排出ガスと優れた燃費性能、3.0L並みの力強

く滑らかな加速を実現しています。

ハイブリッドカーの開発──トリビュートハイブリッド

近年、枯渇することなく持続的に利用できることから、バイオマス燃

料（動植物を利用したエネルギー源）が石油の代替燃料として注目さ

れています。マツダでは、これらに関する研究開発を進め、すでに欧州

では、軽油にバイオマス燃料を5%混ぜた「B5燃料」に対応するクル

マを販売しています。またガソリンにエタノールを10％混ぜた「E10燃

料」に対応する車についても、すでに欧州、米国で販売しています。

今後は代替燃料対応技術を進化させながら、E85（エタノール

85%混合）まで対応可能なフレックスフューエルエンジンを2009年度

に北欧市場に導入する予定です。また、天然ガスから製造される燃

料「GTL（Gas to Liquids）燃料」や、バイオマス（動植物）から発生

するガスから製造される燃料「BTL（Biomass to Liquids）燃料」など

を使用する代替燃料車の開発を進めていきます。

バイオマス燃料やエタノール混合燃料への対応

トリビュートハイブリッド

部材と表皮の一体成形で接着剤を使用していない
インストルメントパネル
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自動車リサイクルの推進（開発段階）

使用済み自動車は鉄、アルミなどの金属類を中心に、一般的には

重量ベースで約80%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破砕された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。

新車のリサイクル可能率90%以上※を達成

マツダは、自動車の樹脂部品のリサイクルに積極的に取り組んで

います。とりわけ大型の樹脂部品であるバンパーのリサイクルに注力

し、損傷バンパーを素材に戻して再びバンパーの素材として利用す

る「パンパー toバンパーリサイクル」技術を確立。2005年3月生産分

の「RX-8」から、この新技術によるリサイクルバンパーの導入を開始

し、「MPV」などへ順次適応車種を拡大しています。損傷バンパーの

回収については66ページをご覧ください。

　パンパーtoバンパーリサイクル技術の詳細

　TPO（Thermo Plastic Olefin：熱可塑性エラストマー）を活
用したマテリアルリサイクル

バンパー toバンパーリサイクル技術の開発

開 発

2006年度のパフォーマンス報告

Web

Web

Web

※自動車工業会の「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン（1998年）」に
基づいて算出しています。

※植物由来の樹脂素材は、分解・燃焼の際に放出されるCO2の量が、植物が成長過程で吸収し
たCO2の量と釣り合っており、大気中のCO2の増減に影響を与えません。このような性質を「カー
ボンニュートラル」と呼びます。

「CX-7」に施したリサイクル性向上の工夫

1.

2.

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う。

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る。

「バイオプラスチック／バイオファブリック」の開発＋
クローズ
アップ

マツダは、2006年度に、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、耐熱性を持ち、射出成形可能で

カーボンニュートラル※な植物由来の樹脂素材「バイオプラスチック」

の開発に成功しました。

開発中の「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」には、シフトパ

ネルやフロントコンソールをはじめとする車内内装用の射出成形部品

にこの「バイオプラスチック」を採用する予定です。また、新たに耐久

性に優れる植物度100%の「バイオファブリック」を開発し、座席シー

ト、ドアトリムに採用することを検討しています。

　「バイオプラスチック」の詳細情報

この射出成形可能な素材は、広島の

産学官の協働によって生まれたものであ

り、地域の活性化に貢献できたことに大

きな喜びを感じています。開発にあたって

は、地域のさまざまな企業が持つ確かな

技術が大きな力になりました。今後も、地

域の力を結集した研究開発を進め、着実

にバイオプラスチックを進化させ、適用範

囲を広げていきたいと考えています。

クルマの環境負荷低減の有効なソリューションの一つである

バイオプラスチックを地域のパートナーとともに大切に育ててい

きます。

技術研究所 
主幹研究員

栃岡  孝宏

ひとことメッセージ

トランクボード
①接着方法の変更による
ボード本体と補強材の
分離容易化
②本体の剛性をあげ、補
強材自体の使用を削減

リアスプラッシュ シールド
（泥よけ）
バンパー材（PP）をPP再
生材と混合して、リサイク
ル材として使用

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
遮音材を、吸音材と同
素材の熱可塑性フェル
トに統一することによっ
て分別不要

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
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地球温暖化防止（省エネルギー）

マツダは生産領域でのＣＯ２排出量を、１９９０年度比で２０１０年度

末までに１０％削減するという目標を掲げ、省エネルギーに取り組んで

きました。

2006年度は、重油燃料から都市ガス（ＬＮＧ）への燃料転換をさら

に進め、当社のエンジンの主要な素材であるアルミの溶解炉のほとん

どが燃料転換を完了しました｡これらの取り組みの結果、2006年度の

生産領域でのCO２排出量は、1990年度比２１.６％減となる43.9万

トンとなりました。

ＣＯ２排出量を１９９０年度比で２１.６％削減

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。

生 産
2006年度のパフォーマンス報告

「省エネルギーセンター会長賞」を受賞＋
クローズ
アップ

当社の第１車両製造部第１塗装課が、「平成１８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）に応募した「上塗最終研ぎ場空調給気のリターン化」の事例

が「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。

この事例は、塗装の品質向上を目的とした研摩工程で飛散するゴ

ミを除去するために、全量を屋外に排気していた「上塗最終研ぎ場」

の空気を、工程を改善することで、給気の再取込(リターン)に利用で

きるようにしたというものです。これによって、空調によるエネルギー使

用量を低減することができました。

塗装工程は自動車の生産プロセスの

中で、最も多くのエネルギーを使う工程の

一つです。エネルギーの使用量が増えま

すと、生産コストのアップにつながるだけ

でなくCO2排出量も増加してしまいます。

そのため、エネルギーの使用量削減を最

優先課題とし、部門全体でこの課題に

取り組んできました。

今回は、飛散するゴミを最小限にすることで、塗装の品質向上を

めざしながら、不要なエネルギーを削減していくという、一見、相反する

項目の両立が評価されたものと思います。今後は一層努力を重ね、

マツダを省エネのリーディングカンパニーにしていきたいと思います。

本社工場
第１車両製造部
第１塗装課　係長

牧  勝博

■ 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

25.2
23.5

22.3
20.2

18.9

■ 種類別エネルギー使用量

2002 2003 2004 2005

電 力
コークス
Ｃ  重 油
B  重 油
Ａ  重 油
ガソリン
灯 油
軽 油
Ｌ  Ｐ  Ｇ
Ｌ  Ｎ  Ｇ
合 計

4,970
341
1,252

0
6
10
22
21
88
728
7,438

5,176
386
1,181

0
6
8
16
29
47
821
7,670

5,344
386
1,126

0
6
10
16
10
46
874
7,818

6,045
433
1,238

0
12
10
19
11
55

1,078
8,901

2006（年度）

6,196
412
1,271
0
13
8
19
12
56

1,244
9,231

CO2排出量

（×103GJ／年）
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（千t／年）

374371

560

362

750

売上高当たりCO2排出量

20.9

注） 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」（1999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」（1999年度版）などに準拠しています。

7,438
7,670 7,818
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0
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ひとことメッセージ
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廃棄物の削減

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｡

まずは、マツダ単独の直接埋立廃棄物（中間処理せずに埋立処分

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､達成期限1年前の2002年度中に達成しました。

2003年度からは「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｡

直接埋立廃棄物ゼロ（１％以下）を達成

産業廃棄物の削減だけでなく、事務所から発生する一般廃棄物に

ついても削減を進めています。

また紙ゴミや空き缶、プラスチック容器類などの分別収集の徹底や

リサイクルを推進しています。

2007年度は全埋立廃棄物量200トン以下を目標とします。

また、今後、活動をさらに発展させ、取り組みをグループ企業にも拡

大していきます。

一般廃棄物の削減

2005年度からは、新たに策定した「グリーンプラン2010」のもとで、

2010年までに国内生産領域で直接埋立廃棄物だけでなく、中間処

理後の物も含む全埋立廃棄物量をゼロレベルにすることを目標に掲

げて発生量の削減とリサイクルを推進しています。

2006年度は、鋳物砂や廃プラスチックのリサイクルをより一層進め

るため、廃棄物の排出ルールを見直し、分別を強化しました。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って、社内焼

却炉を停止し、焼却灰をゼロとしました。この結果、生産領域の全埋立

廃棄物量は前年度比1260トン減、1990年度比0.3％の232トンとな

り、目標値（1990年度比0.4％以下（300トン以下））を達成しました。

全埋立廃棄物ゼロに向けて

■ 2006年度の生産領域における副生物・廃棄物のリサイクル
原材料・エネルギー 

総合リサイクル率：99.9%  

副生物・廃棄物

製品 

工場内リサイクル 工場外リサイクル

50.7%
・石炭灰
・集じん砂

0.1％
・埋立処分
・廃棄物

工 場

100% 49.2%

50.8%

■ 全埋立廃棄物量の推移
100

9.4

5.3

3.9

廃棄物量

100
（%）

232
0 0

20062005

100,000

1990 2002 2003 2004 （年度）

（t／年）

3,034

3,728

71,287

6,952

1010,000

88,000

66,000

44,000

22,000

基準年比率

2.1

0.3
1,492
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化学物質の管理と削減

生産工程で使用される油脂、薬品、塗料などの原材料や副資材の

新規購入に先立って、マツダでは調達先からMSDS（Material 

Safety Data Sheet：化学物質等安全データシート）を入手し、これを

もとに、労働衛生面や環境面について事前審査しています。

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進めています。

化学物質の事前審査システム

大気・水質の汚染防止

マツダは、SOx（硫黄酸化物）やNOx（窒素酸化物）対策、ばいじん、

粉じん、ミスト対策、さらにVOC（揮発性有機化合物）対策について、

法規制値よりも厳しい自主基準値を定めています。

除去装置や低負荷型設備を導入し、日常的な管理を徹底すること

で法規制値をクリアしています。 

大気汚染を防止するために自主基準値を設定

感覚公害の防止

人の感覚に関わる騒音や振動、臭気などについては、法規制値をクリア

していても周辺の住民に不快感を与えることがあります。そこでマツダでは、発

生源の改善や防音・脱臭などの対策の強化を計画的に進めています。

騒音や振動、臭気などに関する苦情については、46ページをご覧

ください。

発生源の改善や防音・脱臭などの対策を強化

その他の環境対策

PCB（Polychlorinated Biphenyl：ポリ塩化ビフェニール）を含有

するコンデンサやトランスについては、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」を遵守して厳重に保管しています。

2006年度末の保管台数は535台となっています。

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）の保管

マツダでは、排水の公共用水域への排出にあたって、法規制値より

も厳しい自主基準値を定めて日常的に管理し、法規制値を余裕をもっ

てクリアしています。また、工程系、生活系など、それぞれの排水系統ご

とに適正に処理し、排水の浄化に努めています。

なお、マツダでは、生産工程で用いる水は、ほぼ全量工業用水を使

用しており、地盤沈下を引き起こす恐れのある地下水は一切使用して

いません。また、三次事業所では雨水を池に貯水して利用するなど、

水資源を有効利用しています。

排水の浄化に努めるとともに、水資源を有効活用

PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）法（特定化

学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律）に関して、2006年度に使用し、報告を必要とする対象物質

群は21でした。シンナー回収率および塗着効率の向上に取り組んだ

結果、PRTR法対象物質の大気､および水域への排出量は、1998

年度比で47％減となる1,463トンとなりました。

今後もPRTR法対象物質の排出量低減に取り組みます。

ＰＲＴＲ法への取り組み

マツダでは、塗装工程から排出されるVOC（揮発性有機化合物）排

出量の削減に取り組んでいます。

下塗り工程では、新しい電着塗料を開発し、塗料中に含まれる

VOCを半減するとともに、塗料の総使用量も低減。この新しい塗料を

国内の全工場に導入し、ＶOCの排出量を削減しています。

また中塗りと上塗り（着色ベース・クリア塗装工程）を集約した「ス

リー・ウエット・オン塗装技術」を開発し、この技術を国内の全工場に展

開して、VOCとCO2の排出低減に大きな効果をあげています。

こうした取り組みの結果、2006年度の塗装面積あたりのVOC排

出量は昨年度比1.6ｇ／m2減の32.7g／m2となりました。今後も塗

装工程における一層高いレベルの環境負荷低減に取り組みます。

独自のスリー・ウエット・オン塗装技術でＶＯＣ排出量を削減

サイトレポート（環境データ）Web

サイトレポート（環境データ）Web

廃水処理システムの概要（本社工場）Web

環境に優しい塗装技術Web

スリー・ウエット・オン塗装
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グリーン調達の推進

マツダは、サプライチェーン全体で環境負荷を低減することを追求し

ています。その一環として、2005年5月に「グリーン調達ガイドライン」

を制定しました。

このガイドラインでは、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適切になされているサプライヤー

（購買取引先）から優先的な購入を進めていくことを明記しています。

また、購買においては環境的側面だけでなく、コンプライアンスも

重視しています。2006年度は、購買部門が管轄する関連会社5社

と地元の自動車関連企業協同組合加盟の63社に対して、環境保

全取り組みへの支援だけでなくコンプライアンスを強化していくための

支援も実施しました。

ガイドラインを定めてグリーン調達を推進

マツダは、従来から部品や資材、生産用設備・要具のサプライヤー

に、ISO14001認証の取得を要請するとともに、情報提供などによっ

て取得を支援してきました。その結果、2006年度末には継続的に取

引がある主要なサプライヤーの全てが認証取得を完了しました。

また2006年度も、地元の自動車関連企業協同組合に加盟して

いる小規模なサプライヤーに対して、環境マネジメントシステム

（ISO14001またはエコアクション21※）の構築を要請するとともに、

説明会を開催して認証取得に役立つ情報を提供しました。今後も小

規模なサプライヤーに対する環境マネジメントシステムの構築サポート

に注力していきます。

サプライヤーの環境マネジメントシステム構築を支援

マツダは、鉛､水銀､カドミウム、六価クロムを自動車の部材に含ませ

ることを原則として禁止した欧州ＥＬＶ指令の2003年7月発効に先

だって、調達資材・部品に含まれる規制物質の含有量データをサプラ

イヤーから収集し、含有状況の把握と対策を進めました。

その際、ＥＬＶ指令の規制だけでなく、（社）日本自動車工業会の自

主規制への適合、業界国際標準GADSL（Global Automotive 

Declarable Substance List：世界の自動車業界の申告物質リスト）

に沿った環境負荷物質群の適正管理を追求しました。2007年6月末

時点で、これら物質群の数は94にのぼっています。

2002年11月からは、サプライヤー各社にIMDSに適切にデータを入

力していただくために、ガイドラインを毎年発行し、法規動向やデータ更

新対象を案内しています。

マツダでは、環境負荷物質の一層の管理･削減に向けて、今後も

IMDSを活用した有害物質管理を推進していきます。

自動車部品の材料情報収集・管理のための国際標準システム
「IMDS」を活用した環境負荷物質の調査

生 産

2006年度のパフォーマンス報告

環境についての説明会を開催＋
クローズ
アップ

マツダでは、サプライヤーに向けて、環境保全に関する情報提供や

啓発を目的とした説明会を年２回開催しています。

2006年度は、サプライヤー約400社に参加いただき、マツダの環

境保全取り組みのほかにグリーン調達ガイドラインの周知徹底、

IMDS（International Material Data System：自動車部品の材料

情報収集・管理のための国際標準システム）入力の促進などについ

てお知らせしました。

私はこの説明会を、マツダの環境保

全に対する「想い」やサプライヤーさんへ

の「期待」をお伝えし、マツダが描くクルマ

社会の「将来像」に共感してもらう場と捉

えています。

自動車というものは、環境負荷の大き

い産物です。自分達は、それを良い方向

に持っていける立場にいるのであり、パー

トナーであるサプライヤーさんに協力してい

ただいて、変えていきたいと考えています。

購買本部第１部品購買部
電装部品グループ
マネージャー

渡部  正友

※中小企業などが簡易に環境マネジメントシステムを構築できるように、環境省が策定したエコア
クション21ガイドラインに基づく認証・登録制度。

■ 購買取引先のISO14001認証取得状況
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物流の省エネルギー化・省資源化

マツダの2006年度の国内総輸送量は4億9,400万トンキロ※1で

した。これには資材・部品の調達と、完成車やCS（カスタマーサービ

ス）部品※2の供給が含まれます。海外への輸送では、これらに加えて

KD（ノックダウン）部品※3の輸出があります。

こうしたさまざまな貨物の輸送にともなう環境負荷を低減するために、

マツダは、CO2排出量の削減と梱包・包装資材使用量の削減に関し

てそれぞれ目標を設定し、達成に向けた改善活動を推進しています。

ＣＯ２排出量と梱包・包装資材使用量を削減するために

省エネルギー化の推進

マツダは、「マツダグリーンプラン2010」で、2010年度までにCO2

排出量を1999年度比で15％削減することを目標に掲げています。

2006年度は、1999年度比14％削減を目標として下記のテーマ

に取り組みました。その結果、総排出量は前年度比2,478トン削減と

なる91,144トンとなり、1999年度以降の累計削減量16,414トン、

削減率14.4％となり、目標を上回りました。

2006年度のCO２排出削減目標を達成

生産部品調達時のトラック便については、2003年度から「ミルク

ランシステム」の導入を進めています。これは、１台のトラックが、複数の

サプライヤーを巡回して集荷することで、1台あたりのトラックの積載率

を向上させることができる輸送方法です。九州、広島県近郊、山口県

に続いて、2006年度には、岡山県と東海地方でもこの方法を採用し

ました。また、貨物の荷姿を見直すことで、鉄道・船舶輸送用のコンテ

ナの積載率も向上させました。

これらの取り組みによってCO2排出量を前年度比1，037トン削減

しました。

トラック便と鉄道・船舶のコンテナの積載率向上

資材･部品の調達時にも、完成品や部品の供給時にも、物流の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などと協働して、CO2排出量の削減と梱包・包装資材の削減を進めています。

物 流
2006年度のパフォーマンス報告

パーツセンター KDコンテナプール場 完成車プール場
完成車物流KD部品物流

流通
センター

海外
ポート

海外
ポート

部品販売
会社

海外
ポート

販売会社海外
組立工場販売会社

CS部品物流

国内外取引先メーカー

自動車船

積載車鉄道

鉄道・
積載車

自動車船コンテナ船コンテナ船

鉄道船舶トラック

トラック

トラック

鉄道・
トラック

鉄道・
トラック

工場

お客さま

工場

マツダ

■ 商品別の物流経路

※1 輸送貨物の重量（トン）に輸送距離（キロメートル）をかけて算出。
※2お客さまが車両購入後、補修のために交換する部品。
※3 製品を部品の状態で輸出し、海外工場で組み立てるノックダウン生産用の部品。

■ CO2排出量削減実績累計

総排出量削減率（％）CO2削減累計

12,000

8,000

4,000

0

16,000

20,000

9

6

3

0

12

15
（t）

4,999

2,884

20052002 2003 2004 （年度）

13,936

10,630

12.3

2006

16,414

14.4

9.4

4.4

2.6

2006年度の
削減量2,478t

積載率
向上

1,037t

681t

234t

輸送荷姿見直し

完　

成　

車

生　

産　

部　

品

Ｃ
Ｓ
部
品
・Ｋ
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部
品

トラック積載率向上

輸送ルート見直し

揚港・出荷港の変更

海上輸送

鉄道輸送

空便（船・車両）活用

空容器活用

コンテナ充填率向上

「ミルクランシステム」推進

ＫＤ部品の防府・広島2港出荷を開始

完成車の海上輸送は90％

ＣＳ部品の東海方面出荷にＪＲ輸送活用

広島-名古屋航路に
他社と共同輸送

輸入部品輸送の一部にCS部品容器
（リターナブル専用）を活用

輸送
経路
見直し

モーダル
シフト

共同
輸送

主要な取り組みテーマ 2006年度の主な施策と状況商品領域 2006年度効果

合計 2,478t

構内物流における環境負荷低減Web 526t

販売会社 販売会社
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2006年度には、従来は広島港にしか寄港しなかったコンテナ船を

防府港にも寄港させることで、防府工場で製造したＫＤ部品を防府港

から積み込むことができるようにしました。

これによって、防府－広島間のトラック便を減らし、CO2排出量を

526トン削減することができました。

コンテナ船の輸送経路を見直し、トラック便を削減

梱包・包装資材の省資源化の推進

マツダは、「グリーンプラン2010」において、2010年度までに梱包・

包装資材使用量を1999年度比で30％削減することを目標に掲げて

います。荷姿の変更や、繰り返し使うことができる（Returnable）スチー

ルやプラスチック製容器の導入、段ボール資材の再利用（Reuse）な

どによって、使用量を減量（Reduce）する「３R活動」を推進しています。

2006年度は、累計で1999年度比23.2％削減を目標として、下記の

施策を実施しました。その結果、2006年度の削減量は3,215トン、1999

年度比26.2％の削減に成功し、目標を大きく上回ることができました。

2006年度の梱包・包装資材使用量の削減目標を達成

マツダは、工場が沿岸に立地していることから、早くから、輸送手段の

船便への転換を推進してきました。現在では国内向け完成車の海上輸

送率は90％に達しています。さらに、他の自動車メーカーとの共同海上輸

送も進めています。また、古くから仙台･札幌方面に鉄道コンテナを利用し

てＣＳ部品を出荷していました。その後、千葉方面、名古屋方面への出荷

もトラック便から鉄道コンテナ便に改め、現在ではCS部品の国内出荷

量の22％を鉄道で輸送しています。

モーダルシフトと共同輸送による

2006年度のCO2排出削減量は、

それぞれ前年度比234トン、681

トンとなりました。

モーダルシフト（輸送手段の船舶・鉄道への転換）と共同輸送の推進

20.5

26.2

16.9

14.6
11.0

2006年度の主な施策と状況

中東方面のKD部品輸送を密閉木枠からコンテナに変更

欧州向けのCS部品バンパー梱包のバルキー仕様※拡大

東アジア方面のKD部品容器にスチール製リターナブル容器投入

国内販売向けCS部品容器にスチール製リターナブル容器投入

段ボール資材を梱包の緩衝材として再利用を継続

合計 3,215t

2006年度効果

110t

2,347t

758t

リユース

リデュース

リターナブル

※クラフト紙で個包装することで、段ボールを使うよりも隙
間が小さくなり、外装容器内に重ねて詰めることができ
るので、外装容器を減らすことができる包装方法

■ 梱包・包装資材削減量累計
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14,478

5,714

7,922

2006年度の
削減量3,215t

工場に隣接する埠頭から船で出荷

中東方面向けのＫＤ部品の輸送では、2006年度に、従来は密

閉木枠で出荷していた輸送手段を、スチール製のコンテナに切り替

えたことで、木材を主とした外装梱包資材の使用量を大幅に削減

しました。

ＣＳ部品の欧州向けの輸送では、以前から、バンパーの個包装を段

ボール箱からクラフト紙に転換してきました。段ボールよりも部品との隙

間が少なくすることができ、外装容器一個あたりの積載量を増やして

外装容器の使用量を削減すること

ができます。2006年度には、「バル

キー仕様」と称するこの包装方法を

新型のバンパーにも拡大しました。 

2006年度は、これらの取り組み

の成果として、2,347トンの資材使

用量を削減しました。

コンテナの使用と包装仕様の変更で梱包・包装資材を削減

コンテナでの輸送

2006年度は、海外の組立工場向けのKD部品や国内向けＣＳ

部品の輸送用容器を、従来の使い捨てのワンウェイラックからスチー

ル製のリターナブルなものに変更しました。

これによって、梱包・包装資材

使用量をＫＤ部品で612トン、ＣＳ

部品で146トン、計758トン削減し

ました。

また、段ボール資材の再利用で110

トンの資材使用量を削減しました。

容器のリターナブル化と段ボール資材の再利用

リターナブルスチールラック

梱包・包装資材削減率（％）
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自動車リサイクル法に基づくリサイクル

マツダは、限りある資源を有効活用することで、循環型社会の構築

に向けて取り組んでいます。日本では自動車リサイクル法のもと、指定

3品目（フロン類、エアバッグ類、ＡＳＲ※）を適切に処理・リサイクルして

います。その結果、2006年度の使用済み自動車のリサイクル実効率

は、2005年度の94％から1ポイント向上し95%となり、当初計画を4

年先行して達成しました。

また、販売会社ではリサイクル料金の受取り、使用済み自動車の

最終所有者からの引取りと処理業者への引渡しについても、適切に

進めています。なお、リサイクル料金と2006年度の詳細な再資源化

実績は、WEBサイトをご覧ください。

自動車リサイクル実効率95％を達成

2006年度のマツダのフロン類の引取りは、約13万8千台（約4万

4千kg）、またエアバッグ類の引取りは、約4万7千台（約7万8千個）

でした。エアバッグ類の再資源化率は2005年度の93％から１ポイント

向上し、94%（法定基準85％）となりました。

マツダは、国内全自動車メーカーなどと共同で設立した、フロン類と

エアバッグ類の引取り・再資源化を適正、確実かつ効率的に実施す

るための一元的窓口である「自動車再資源化協力機構（JARP）」を通

じて、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。

フロン類の回収・破壊、エアバッグ類のリサイクル

マツダは、グループ企業であるフォード・ジャパン・リミテッドとピー・

エー・ジー・インポート（株）※1、日産自動車（株）、三菱自動車工業（株）

など12社で設立した、指定引取り場所の設定や再資源化施設の

設定などの企画業務を担う「自動車破砕残さ再資源化促進チーム

（ART※2）」を通じて、確実な法令遵守とともに再資源化率向上を推

進しています。

2006年度のマツダのASR引取りは、約19万6千台（3万4千トン）

でした。そのうち、2万4千トンを再資源化したことで、再資源化率は

2005年度から7ポイント向上し、70％（法定基準30％）となりました。

この数値は、2005年のリサイクル法施行後､毎年着実にリサイクル

向上に努めた成果であり、自動車リサイクル法が定める2015年基準

70％を、9年前倒しで達成したことになります。

ＡＳＲのリサイクル──再資源化率70％で2015年基準を達成

循環型社会を構築するために、マツダは使用済み自動車のリサイクルプロセスを確立し、自動車リサイクル法を遵守するとともに、
再資源化率の一層の向上をめざして、調査・研究に努めています。

使用済み自動車のリサイクル
2006年度のパフォーマンス報告

最終所有者

使用済み自動車

ASR

使用済み自動車引取り業者（販売会社）

フロン類回収業者（フロン類回収）

エコプレス

破砕業者

再資源化施設

全部利用施設（電気炉等）
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

解体業者（エアバッグ類適正処理）

■ 使用済み自動車リサイクルプロセス

※ Automobile Shredder Residueの略。ボディガラ（使用済み自動車から、バッテリーやタイヤ・
液類などの適正処理が必要な部品、エンジンやバンパーなどの有価部品を取り除いた物）をシュ
レッダーで破砕し、金属類を分別回収した後の残留物。

※1フォード・モーター傘下のブランドの統合販売組織であるプレミアム・オートモーティブ
（PAG）グループの日本法人。

※２Automobile shredder residue Recycling promotion Teamの略

エアバッグ類

ASR

■ 2006年度の３品目の再資源化等の実績

137,894台

47,239台

195,673台

94％／法定基準85％

フロン類総引取り台数

エアバッグ類引取り台数

ＡＳＲ総引取り量台数

再資源化率

（％）

0

80

60

40

20

2004 2005 2006 （年度）

■ ASR再資源化率実績推移

認定解体業者
精緻な解体

引取りＡＳＲ再資源化 委託全部利用引取り再資源化

70%／法定基準70％（2015年）

1,469,818,411円

1,495,690,511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

56

63
70
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使用済み自動車の
リサイクル技術の調査・研究など

損傷バンパーを回収し、
貴重な石油資源を再活用

マツダは、修理・交換の際に生じる損傷バンパーを全国の販売店か

ら回収し、新車のバンパーなどにリサイクルしています。この活動は販売

会社や部品販売会社など、マツダグループの企業が一致協力して推

進しています。その結果として、２００６年度は58,651本の損傷バンパー

を回収し、再生した樹脂材料の重量は210トンになりました。リサイクル

の技術については、58ページをご覧ください。

販売会社や部品販売会社と一致協力して

マツダでは、使用済み自動車のマテリアルリサイクルに向けた取り

組みを進めています。例えば、板硝子メーカー3社および自動車メー

カー8社※と協同で、使用済み自動車のガラスを再び自動車用ガラス

原料などにリサイクルする技術について実証研究しています。

また、樹脂部品を新車部品の材料としてリサイクルする取り組みも

検討中です。

使用済み自動車のマテリアルリサイクルの技術開発

マツダでは、リサイクルしやすいクルマづくりをさまざまな観点から研

究しています。

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一つ。

実際の解体作業の状況を現場で

調査し、これによって得た自社製品

の解体性に関する情報を製品開発

に活かして、解体しやすい構造やリ

サイクルしやすい材料の研究開発

を推進しています。

解体現場でのリサーチ活動

解体現場のリサーチ

※いすゞ 自動車（株）、スズキ（株）、日産自動車（株）、日産ディーゼル工業（株）、富士重工業（株）、
三菱自動車工業（株）、三菱ふそうトラック・バス（株）

（本）

0

60,000

50,000

40,000

30,000

■ バンパー回収／リサイクルの流れ

52,476

2002 2003 2004 2005 2006 （年度）

58,651

47,30045,314
40,358

■ バンパー回収本数の推移（国内）

マツダ販売店

回収

回収依頼

リサイクル
商品購入

購入
輸送会社

マツダ（株）

再利用・販売 粉砕バンパーをペレット化ペレットを部品材料として再利用

部品
サプライヤー 再生工場

リサイクル部品の活用Web

粉砕工場

オフィスでの環境保全活動

　マツダでは、書類や財務帳票類の電子化を進め、オフィスでの紙使

用量の削減を進めています。

　また、古紙（シュレッダーダスト）を部品輸送の緩衝材として活用したり、

廃紙の分別を徹底するなど、リサイクルにも努めています。

　さらに、エネルギー使用量の削減も進めています。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の不要時電源オフの徹底、

アイドリングストップ運動の周知徹底などに継続的に取り組んでいます。

オフィスでの紙使用量削減・リサイクル・省エネルギー推進

生産拠点に比べて環境負荷が小さいオフィスや販売会社でも積極的に環境保全に取り組む風土をつくるために
マツダは意識啓発や情報開示に努め、販売会社向けの独自の指針・マネジメントシステムの導入を進めています。

オフィス・販売会社
2006年度のパフォーマンス報告
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販売会社の環境保全活動の推進

マツダは、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年にMECA21（Mazda’s Environment Care Approach 21）

を策定しました。この中で、「販売、アフターサービス活動を通じて発生

する環境への影響を最小限に抑え、お客様や地域社会に喜ばれ、地球

環境保護に貢献する活動」を目的として掲げ、産業廃棄物の管理や

マニフェストの発行管理など、環境に関する遵守事項を定めています。

2006年度は、改定したＭＥＣＡ21を全販売会社へ展開しました。

各販売会社では、自己診断を実施し、改善計画を策定したうえで、改

善活動に取り組みました。

改定したＭＥＣＡ21を全販売会社へ展開

部品販売会社の環境保全活動の推進

部品販売会社の環境負荷は製造業に比べて低いと言えますが、

オイル漏れリスクの低減、各種ケミカル商品の取り扱いなどに注意す

る必要があります。

そこで、マツダでは油脂・ケミカル類の適切な保管など、部販社で

の環境保全活動に役立つ環境マネジメントシステムを独自に考案し、

部販社13社に導入を進めています。また、全ての部販社において、

環境法令の遵守と環境リスクへの対応状況の総点検を行い、改善

に向けたフォローアップを実施しています。

部品販売会社の環境マネジメントシステム構築を支援

社員一人ひとりがリサイクルに積極的に取り組む大阪支社

「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。

マニュアルには、好事例や不適切

事例を紹介した写真や業務で必要

となる関連帳票などをまとめた「サン

プル集」などを掲載しています。

販売会社の環境取り組みを支援するツール

オフィス・販売会社

2006年度のパフォーマンス報告

MECA２１の事例集

実地研修座学研修

部品販売会社2社がＥＭＳ構築を完了＋
クローズ
アップ

2006年度には、モデル部販社2社がＥＭＳ構築を完了し、運用を

開始しました。ＥＭＳを導入した対象部販社では環境意識が高まるとと

もに、産業廃棄物を適正に処理し、油脂・ケミカル類を適切に保管す

る仕組みができるなど、環境法令遵守と環境リスク対応に取り組む体

制が整いました。

さらに、この2社への導入ノウハウを活かして、2007年度に運用を

開始する予定の部販社3社のＥＭＳ構築支援にも着手しています。

当社は東北6県に営業拠点を持つ部

品販売会社です。部販社の中でも最も

早い時期からマツダEMSの構築に取り

組んできました。

構築に着手する際には、営業活動に

忙しい各支店にＥＭＳの構築や環境保

全活動に取り組んでもらうために、まず環

境保全に対する意識を浸透させることが大切だと考えました。

そこで、毎月の経営会議や、支店訪問の際に繰り返しＥＭＳの

重要性について説明し、運用の指導をしました。その結果、各支

店の社員の意識が向上し、環境保全活動に自主的に取り組んで

くれるようになりました。

今後も引き続き社員の環境への意識を高めながら、ＥＭＳを適

切に運用していくことで、環境の保全に貢献していきたいと思って

います。

マツダ部品東北販売（株）
取締役  管理企画部長

櫻庭  正

大阪支社では、2005年から、ゴミの分別徹底に着手し、当初は70％

台だったリサイクル率を2006年度には84.3％にまで向上させました。

社員が間違いなく分別廃棄できるように、分別情報をゴミ箱前に掲

示し、さらにイントラネットにも掲載

しています。またイントラネットには

取り組みの成果を実感できるよう、

毎月の廃棄物総重量やリサイク

ル率も掲載しています。
ゴミは細かく分別して廃棄

ひとことメッセージ
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社員の環境に対する意識を啓発

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

の情報提供などを通して、グループの社員の環境に対する意識を啓

発しています。

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

域美化活動などを実施しています。

社員の環境意識啓発

京都議定書で日本が世界に約束した温室効果ガス排出量6％の

削減。マツダはこれを実現するための国民的運動「チーム・マイナス

6％」に参加しています。「エアコンの使い方」「水道の使い方」など6

つのアクションプランに従って、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項目の施策に取り組んでいます。

これらの施策についての具体的な行動例を示したパンフレットを

全社員に配布し、職場だけでなく家庭でも温暖化防止の意識を向上

させ、日々の省エネの実践につなげています。また、クールビズ実施の

お知らせポスターをチーム・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。これによって、来訪者の皆さまに対して活

動へのご理解を促しています。

2006年度には、クールビズを推進するために、社外の方との会合

時の服装のガイドラインなどをイントラネットで開示しました。

チーム・マイナス６％への参加

情報開示とコミュニケーション

環境活動の年次報告書として2001年から環境報告書を発行。

2003年版からは環境面の報告に、「社会」的側面、「経済」的側面な

どの報告を加えました。2004年版からは「社会・環境報告書」と名称

を変え、環境保全を含むマツダのさまざまな社会的責任についての開

示情報を拡充してきました。

また、WEBサイトでは社会・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」などタイムリーにお客さまに知っ

ていただきたい情報を随時更新しながら発信しています。

報告書やWEBサイトでの情報開示

マツダミュージアムで第２回「環境展」を開催Web

マツダは、環境保全活動に一丸となって取り組むために、社員の環境に対する意識の向上を図っています。
また、ステークホルダーの皆さまに情報を開示して説明責任を果たすとともに、環境イベントなどを通じて交流を深めています。

環境コミュニケーション
2006年度のパフォーマンス報告

2006年度は、横浜市での「エコカーワールド2006（環境省・独立行

政法人 環境再生保全機構・横浜市主催）」に出展し、マツダの環境保

全活動の成果や水素ロータリーエンジン車「RX-8ハイドロジェンRE」を

紹介しました。ほかにも、「ひろしま温暖化ストップ!フェア（広島市、広

島市地球温暖化対策地域協議会主催）」などの各種環境イベントに

参加・協力し、マツダの環境保全の取り組みをお知らせしました。

また、環境法令の講習会やISO14001の解説セミナーを開催して地

域の環境保全活動を支援する「ひ

ろしま地球環境フォーラム」への参

加や、防府工場の「環境ISO山口

倶楽部会員」としての活動などを

通じて、各地で環境保全に取り組

んでいる方 を々支援しています。

環境イベントへの参加

「ひろしま温暖化ストップ!フェア」への出展

エコカーワールド2006では「RX-8ハイドロジェンRE」の試乗も実施

■ 2006年度の主な環境関連イベントへの参加

イベント名 日 程主 催

ひろしまフラワー
フェスティバル

人とくるまの
テクノロジー展2006

エコカーワールド
2006

山口いきいき
エコフェア

ＦＩＳＩＴＡ2006

EVS－22

第3回ひろしま
温暖化ストップ！フェア

新エネルギーEXPO

広島市 5月3日～5日

5月24日～26日

6月3日～4日

10月14日～15日

10月23日～26日

10月23日～28日

2月24日

1月19日～20日

（社）自動車技術会

環境省、（独）環境再生
保全機構、横浜市

山口県ゆとりある
住生活推進協議会

（社）自動車技術会

（財）日本自動車研究所

広島市、広島市地球温暖化
対策地域協議会

経済産業省、資源エネルギー庁、
中国経済産業局
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■ SRSカーテン＆フロントサイドエアバッグ

安全についての基本的な考え方

マツダは「安全」という最も大切な性能をクルマづくりの中心に据えて、さまざまな技術・装備などの開発に取り組むとともに、
行政やメーカーが協力して安全なクルマ社会づくりをめざすさまざまなプロジェクトに参画しています。

安全なクルマ社会をめざして

マツダは安全性能確保をクルマづくりの基本の一つと考え、さまざまな

技術や装備の開発に努めています。独自の「安全ポリシー」を掲げて、世

界の安全基準よりも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。万が一事故が発生した際に乗員の被害を軽減する「パッ

シブセーフティ技術」や、「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システム」に

代表される交通事故の発生を予防する「アクティブセーフティ技術」など、

さまざまな観点から安全技術の開発に取り組んでいます。

さらに、近年では、さまざまなメーカーや公共団体が連携して、IT技術を

取り入れることで、人の行動や交通環境も含めた総合的なクルマ社会

の安全を確保しようというさまざまなプロジェクトが進められていますが、マ

ツダは、これらのプロジェクトにも数多く参加しています。

安全性能確保はクルマづくりの基本

パッシブセーフティ技術

パッシブセーフティとは、「万一の事故の際に乗員を守る」という受

動的な安全のこと。これを実現するための代表的な技術が、シートベ

ルトやエアバッグ、衝撃吸収ボディなどです。

マツダは衝突時の衝撃エネルギーを車両全体に分散させて吸収す

ることで、乗員の安全を守りながらも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1997年に開発。以来、この独

自の技術を進化させ続けてきました。現在では、法規で定められている

衝突試験だけでなく、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実現しています。

万が一の事故に備え、乗員の安全を確保

高剛性・安全ボディMAGMAは、2006年に発売した「CX-7」にも採

用しています。この新型「CX-7」はNHTSA（National Highway Traffic 

and Safety Administration：米国高速道路交通安全局）の衝突試験

において、正面試験と側面試験で最高ランクの5つ星を獲得しました。

またダイナミック・ロールオーバー試験でも、現在市販されているSUVで

は最高の4つ星を獲得しました。

なお、新型「CX-7」には、MAGMA以外にも標準装備として「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」「プリテンショナー＆

ロードリミッター機構付シートベルト」を搭載し、また、オプションとしてSRS

（Supplemental Restraint System）カーテン＆フロントサイドエアバッ

グを用意するなど、さまざまなパッシブセーフティ装備を採用しています。

「CX-7」に、進化したMAGMAボディを採用

最新の安全技術Web

※1 MAGMA：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：自動車アセスメント（Japan New Car Assessment Program）

ＣＸ-７のMAGMAボディ

2006年度のパフォーマンス報告 

「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する

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  

3. 安全コミュニケーション（商品・技術、安全啓発）を通して、安全な
社会づくりに貢献する

マツダの安全ポリシー

■ 頸部衝撃緩和フロントシート

■ プリテンショナー＆ロードリミッター機構付シートベルト
フロントシート

プリテンショナー作動 ロードリミッター作動

■ クラッシャブルブレーキペダル

衝突初期 衝突後期

ペダルの動き

①ペダル締結部
　が下方へ移動
②ペダル踏込部
　が前方へ移動

①

② 衝突前
衝突後
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アクティブセーフティ技術

アクティブセーフティとは、「事故を未然に防ぐ」という能動的な安全

のこと。適切な視野や運転姿勢の確保、ABS（Antilock Braking 

System）などの技術がこれを支えています。

マツダはこれまでにABSの開発・採用はもちろんのこと、4W-ABS

（4輪アンチロックブレーキシステム）＋EBD（Electronic Brake ｆ

orce Distribution：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

（Dynamic Stability Control）システム、さらには、進化させたRSC

（Roll Stability Control）システムも採用しています。 

また、ミリ波レーダーセンサーによる先行車両との車間距離制御機

能を付加したレーダークルーズコントロールシステムおよびプリクラッ

シュ・セーフティー・システムも開発し、2006年発売の新型「MPV」

と「CX-７」に採用しています。

DSCシステムとは、車両のさまざまな状態を各種のセンサーで感

知して、コンピュータ制御で自動的にブレーキをかけたり、エンジント

ルクを下げたりすることで、横滑りを抑え、車両の進行方向を保つシ

ステムです。

これによって、雨や雪などで十分にタイヤが路面をグリップできない

状態で急にハンドルを操作した際に起こる、アンダーステアとオーバー

ステアと呼ばれる「クルマが意図した方向に曲がってくれない」現象の

回避を、タイヤ能力の範囲内でサポートできます。

事故を予防するアクティブセーフティ技術

横滑りを制御するDSCシステム

マツダは、北米市場向けのSUV「CX-9」を2007年初頭に発売し

ました。この新型「CX-9」には、最先端の安全装備としてRSCシステ

ムを搭載しています。

これは、横滑りを制御するDSCや自動車の発進・加速時のタイヤ

の空転を防止するTCS（Traction Control System）と協調して、車

両運動をロール方向まで感知して適切にブレーキをかけることで、車

両を制御するシステムです。お客さまのさまざまな使用状況（例：ルー

フラックに荷物を積んだ状況）において、一定の安定性を保つことに

貢献します。

このシステムを搭載した新型「CX-9」はNHTSAのダイナミック・ロー

ルオーバー試験（車両がロール方

向に運動している状況での安定

性を検証する試験）で、現在市販

されているSUVでは最高の4つ星

を獲得しています。

お客さまのさまざまな使用状況において
車両の安定性を保つRSCシステム

車輪速度センサー／加速度センサー／ヨーレート（クルマが曲がろ
うとする割合）センサー／スロットルセンサー／操舵角センサー／ブ
レーキ油圧センサー

DSCを構成する各種のセンサー

■ アンダーステア制御 ■ オーバーステア制御

アンダーステア時には、エンジントルク
を下げ、内輪にブレーキをかけて、フロ
ントタイヤの横滑りを抑えます。

オーバーステア時には、外輪にブレーキ
をかけ、後輪タイヤの横滑りを抑えます。

ダイナミック・ロールオーバー試験に臨む
CX-９

車の進行方向 車の進行方向
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■ システムの作動イメージ

走行車に接近 → 警告音 → 警告灯STEP 1

さらに接近 → 軽いブレーキ

追突回避が困難 → 強いブレーキ

STEP 2

STEP 3

高度道路交通システム（ITS）

ITS（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）と

は、最先端の情報通信技術を用いて、人と道路と車両とを情報ネット

ワークで結ぶことによって交通事故や渋滞などの道路交通問題の解

決をめざす交通システムです。日本では、国土交通省や警察庁などが

中心となって、産官学が連携してこのシステムを実現するためのさまざ

まな研究開発を進めています。

2006年9月には、最先端のＩＴＳを活用した車両安全技術の実証

実験を推進することを目的に、マツダ、国土交通省中国地方整備局、

広島県警察本部、広島大学など産官学が連携して「広島地区ＩＴＳ公

道実証実験連絡協議会」を設立しました。

安全な道路交通システムを実現するためにアクティブセーフティ技術を進化させた「マツダ・プリクラッシュ・セー

フティ・システム」は、ASV（Advanced Safety Vehicle：先進安全自

動車）のレーダー技術を導入したシステムです。

バンパー裏側に取り付けられたミリ波レーダーで先行車や対向車、

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、

まず、ブザーや警告灯で警告を発します。警告を受けてもブレーキが

踏まれない場合には、注意を喚起するための軽いブレーキが自動的に

かかります。さらに、ドライバーの回避操作が遅れて衝突が避けられな

いと判断すると、速度を低減するためのブレーキが自動的にかかりま

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。　

このシステムは、2006年発売の新型「MPV」と「CX-7」に採用され

ています。

衝突を予測し、回避と被害軽減を図る
「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システム」

※１ 車をプローブ（Probe: 触角、探索針）と見なし、車固有のさまざまなセンサーデータを車外に発
信し、その情報をリアルタイムで収集する機能。

※２ インターネットITS協議会において、マツダをリーダーとして、（株）デンソー、日本電気（株）、日
本精機（株）、（財）日本気象協会と共同研究を進めています。

ITSの開発成果を
「人とくるまのテクノロジー展」で発表＋

クローズ
アップ

マツダは、車の速度や位置などの情報をインターネットを使って収集

する「プローブ機能」※1を利用した安全運転支援システムの研究成

果※2を、2007年5月23日にパシフィコ横浜で開催された自動車技術

の展示会「人とくるまのテクノロジー展」で発表しました。

このシステムでは、急ブレーキを踏んだ道路地点をプローブ機能を

用いて専用センターに集計し、危険が予測される地域を分析した地図

情報「ヒヤリハットマップ」を作成します。さらに、天候や時間帯などの

条件変化も分析し、マップに反映させます。これをカーナビなどの車載

システムに配信し、音声などでドライバーに注意を促します。

人とくるまのテクノロジー展
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■ 車々間通信を用いたシステムの一例：右折時の衝突防止

車々間通信によって対向車の接近情報を受信し、危険と判断すると、音声とディス
プレイで「対向車接近中」とドライバーに注意を喚起します。

「アテンザ」をベースにしたASV（先進安全自動車）の試験車両

トラックの陰から対向車が接近STEP 1

車々間通信で対向車
の情報を受信

STEP 2

音声とディスプレイで注意を喚起STEP 3

マツダは、警察庁やUTMS※協会が推進するDSSS（Driving 

Safety Support System：安全運転支援システム）の開発プロジェ

クトに参画しています。

このプロジェクトでは、路車間通信（光ビーコンなど）を利用した、安

全運転支援システムの研究開発に取り組んでいます。

新交通管理システム（UTMS）の開発プロジェクトへの参画

スマートウェイとは、AHS（Advanced Cruise-Assist Highway 

Systems：走行支援道路システム）とも呼ばれる、路側センサーや路

車間通信などの最新のＩＴＳテクノロジーを駆使して道路とクルマを連

携させるシステム。交通事故の削減や渋滞の解消を狙いとします。

現在、国土交通省道路局の主導でこのシステムの開発と実用化

のための「スマートウェイプロジェクト」が進められています。このプロジェ

クトでは、主に高速道路や自動車専用道路で路車間通信（電波ビー

コン）を利用した運転支援システムの研究開発を行っています。

2007年5月からは、自動車メーカーや、カーナビメーカーなどが参

加して首都高速道路で実証実験を開始しました。渋滞末尾への追

突防止などの道路インフラと連携した安全システムの有効性を検証

していきます。

スマートウェイ（走行支援道路システム）プロジェクトへの参画

マツダは、国土交通省のASV開発推進プロジェクトに参画してい

ます。このプロジェクトには国内の全自動車メーカー（四輪、二輪、ト

ラック・バス）が参画し、車々間通信を利用した安全運転支援システ

ムの研究開発を進めています。

マツダは、「アテンザ」をベースにした試験車両を開発し、2005年

度に、（独）北海道開発土木研究所の苫小牧寒地試験道路におい

て、共同実証実験を実施しました。車両どうしの情報交換によって見

通しの悪い道路での出会い頭や右折時などの衝突事故を防止する

安全運転支援システムについて検証しました。

ASV（先進安全自動車）プロジェクトへの参画

※UTMS（Universal Traffic Management System：新交通管理システム）とは、個々の車両と
交通管制システムとの双方向通信などの高度な情報通信技術で、安全・快適にして環境にや
さしい交通社会の実現をめざすシステムのこと。

安全なクルマ社会をめざして

　多くの車が急ブレーキを踏むような危

険な場所では、ちょっとした不注意が大き

な事故を招きます。「プローブ機能」を利

用すれば、そのような危ない場所を把握し

てドライバーに注意を促すことができます。

　クルマを運転する人、みんなが情報を

持ち寄って、より安心で安全なクルマ社

会を作っていく仕組み――それが「プ

ローブ機能」です。ぜひとも実用化したい

と考えています。

技術研究所

山崎  慎也

2006年度のパフォーマンス報告

ひとことメッセージ
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環境データ

 

NOx

ボイラー 

乾燥炉 

溶解炉
ディーゼルエンジン 

加熱炉 

ばい焼炉 

ボイラー 

ppm

ppm

ppm
ppm

ppm

ppm

ー 
ppm
ppm

g／m3N

乾燥炉 g／m3N

溶解炉 g／m3N

ディーゼルエンジン g／m3N

加熱炉 g／m3N

ばい焼炉 g／m3N
K値規制
塗装施設
洗浄施設

ばいじん 

SOx

VOC

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
ホウ素（淡水系）
ホウ素（海水系）

 
 

 

300
230 
180 
150 
250 
230
180 
950 
200 
180 
150 
130
220 
0.30 
0.25 
0.20
0.10
0.40
0.35
0.20
0.15
0.40
0.20
0.10
0.10
0.40
0.25
0.20 
0.10
7

700
400

210 
210
97
68
140
56
140
710
61
36
84
73
47
0.04
0.14
0.01

0.0034
0.0013
0.0014
0.0022
0.0027
0.1
0.1

0.0085
0.018
0.039
0.095
0.043
<0.001
2.3 
465
184

本社工場

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）

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

2000年6月　　　

2,247千m2 （1,796千m2）

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）

広島県三次市東酒屋町551-1

1974年5月

エンジン

2000年6月　　　

1,667千m2 （64千m2）

本社工場 三次事業所 

アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 

■ 大気汚染物質 ■ 水質汚濁物質

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
個／cm3

mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ

mg／ℓ

5.8～8.6
5.5～9.0

120
15
150
5
3
8
15
5
10
10
60
8

3000
5
2
10
230

100

7.4
7.6
4.4
11.2
7
0.9
0.03
0.2
4.3
1.9
0.1
0.9
16
2.6

1600
0.4
0.02
0.43
1.7

10

6.5
6.7
ＮＤ
1

ＮＤ
ＮＤ
ＮＤ
ＮＤ
0.3
0.01
ＮＤ
ＮＤ
1.7
ＮＤ
ＮＤ
ＮＤ
ＮＤ
0.22
0.13

0.4

7
7

＜1.9
4.3
＜2.9
＜0.5
＜0.01
＜0.1
1.9
0.43
＜0.1
＜0.2
6.2

＜0.34
＜108
＜0.03
＜0.01
0.33
1.05

3.12
  
  上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、

ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．
1-ジクロロエチレン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエタン、1．3-
ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンは全てＮＤであった。

サイトデータ：広島地区

本社工場 三次事業所
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亜鉛の水溶性化合物
４，４’－イソプロピリデンジフェニル

４，４’－イソプロピリデンジフェニルと１－クロロ－２，３－
エポキシプロパンの重縮合物（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３価クロム化合物
６価クロム化合物
１，３，５，７－テトラアザトリシクロ［３．３．１．１３．７］デカン
１，３，５－トリメチルベンゼン
トルエン
ニッケル
ニッケル化合物
ヒドラジン
フェノール
フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）
ふっ化水素及びその水溶性塩
ベンゼン
ホルムアルデヒド
マンガン及びその化合物
モリブデン及びその化合物

19,809 
3,200 

5,015 

192,188 
1,628,586 
834,816 
75,694 
6,917 

129,223 
65,997 

1,205,107 
6,039 
3,049 
1,066 

717,979 
8,032 
4,489 
30,048 
270,142 
393,057 
5,088 

5,605,541 

274 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

369 
0 
21 
0 

718 
0 
0 

281 
0

1,663 

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 

106,784 
10 

350,264 
0 
0 
0 

25,948 
326,673 

0 
0 
0 
17 
0 
0 
38 

2,749 
0 
0

812,483 

274 
0 

0 

106,784 
10 

350,264 
0 
0 
0 

25,948 
326,673 

0 
369 
0 
38 
0 

718 
38 

2,749 
281 
0 

814,146 

15,958 
0 

5,015 

43,201 
1,628,576 
198,556 
72,852 
4,087 

0 
13,061 
467,439 
6,030 
1,048 

0 
0 

7,791 
0 

18,404 
0 

391,183 
2,874 

2,876,075 

0 
3,200 

0 

40,110 
0 

179,610 
0 

2,830 
129,223 
14,409 
393,592 

0 
0 

1,066 
717,941 

241 
0 

11,606 
267,393 

0 
0 

1,761,221 

3,577 
0 

0 

0 
0 
0 

2,830 
0 
0 
0 
0 
0 

1,632 
0 
0 
0 

3,771 
0 
0 

1,557 
109 

13,476 

0 
0 

0 

2,093 
0 

106,386 
12 
0 
0 

12,579 
17,403 

9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 

2,105 
140,623 

1
29

30

40
43
63
68
  69※

198
224
227
231
  232※

253
266
272
283
  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／m3N 
g／m3N 
－ 

     

     

ｐＨ
ＢＯＤ
ＳＳ
油
フッ素
溶解性マンガン
全窒素
全リン
大腸菌群数
ホウ素 
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物

鉛  
 

－
mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ
mg／ℓ
個／cm3

mg／ℓ

mg／ℓ

mg／ℓ

排水の放流先：馬洗川

 

8,257 
37,870 
3,178 
97,196 
3,262 

149,763 

0.96 
3.9 
0.11 
35 
4.1 
44 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.96 
3.9 
0.11 
35 
4.1 
44 

8,256 
37,866 
3,178 
97,161 
3,258 

149,719 

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 

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ト
リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロ
ロエチレン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエタン、1．3-ジクロロ
プロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、フェノール、亜鉛、溶解性鉄、銅、ク
ロム、は全てＮＤであった。

180
640
0.11
0.06
1.5

7.7
6
4.5
ＮＤ
0.3
0.3
0.4
0.01
142
0.03

0.9

0.02

7
1 
0.6 
ＮＤ
0.3
ＮＤ
0.4
0.01
ＮＤ
0.03

0.9

ＮＤ

7.4
2.6 
2.4 
ＮＤ
0.3

＜0.2
0.4
0.01
29 
0.03 

0.9

＜0.01

三次事業所
■ 大気汚染物質 ■ 水質汚濁物質

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
10
60
8

3000
10

100

0.1

■ ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量
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■ ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量
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）

全 体 
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サイトデータ：防府地区

西浦地区

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、
ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、
1．1-ジクロロエチレン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエ
タン、1．3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ホウ素、フェ
ノール、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロムは全て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／m3N

ー

m3N／h

塗装施設 ppm

g／m3N

ばいじん 

SOx

VOC

単位 規制値 実績値
（最大）  

実績値 

ｐＨ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

油

亜鉛 

全窒素

全リン

大腸菌群数 

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

mg／ℓ

個／cm3

mg／ℓ

mg／ℓ

排水の放流先：大海湾

7.3

12

4.7

ＮＤ

0.29

3.3

1.5

210

0.97

3.2

5.0～9.0

40

30

2

5

60

8

3000

15

100

7.1

6.7

1.6

ＮＤ

0.09

2.1

1.2

70

0.59

1

7.2

9.4

3.2

ＮＤ

0.2

2.7

1.4

140

0.78

2.1

250

150

130

230

0.20

0.10

0.35

0.30

0.20

4.5

47.78

700

48

50

70

180

0.034

0.002

0.006

0.015

0.008

1.54

10.03

370

■ 大気汚染物質 ■ 水質汚濁物質

水質汚濁物質 規制値 単位 最大 最小 平均 

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）

山口県防府市大字西浦888-1

1982年9月

乗用車

1998年9月　　　

792千m2 （297千m2）

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m2 （100千m2） 

西浦地区

防府西浦工場 防府中関工場 

西浦地区 中関地区
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環境データ

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

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロロエチ
レン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエタン、1．3-ジクロロプロ
ペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、フェノール、銅、溶解性鉄、溶解性マン
ガン、クロムは全てＮＤであった。

  

NOx 溶解炉

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

溶解炉

K値規制 

総量規制 

加熱炉
ばいじん 

SOx

 

ｐＨ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

油 

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

mg／ℓ

mg／ℓ

個／cm3

7.9

16

14

0.8

0.1

13

0.64

1600

0.5

0.1

6.3

7.3

3.3

ＮＤ

ＮＤ

0.08

2.5

0.31

28

0.4

ＮＤ

5.7

7.6

8.1

＜0.5

＜0.5

0.09

6.3

0.48

814

0.5

＜0.1

6

180 

0.25 

0.20 

0.20 

4.5 

17.54

50

0.006

0.008

0.015

0.20 

0.046

 

中関地区

移動量 

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） 

15,204 

2,226 

136,762 

1,833,786 

600,235 

56,880 

1,008,541 

2,983 

18,957 

24,519 

4,882 

3,704,975 

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

239 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

361 

0 

0 

224 

824 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

68,999 

11 

277,456 

15,582 

286,278 

0 

0 

31 

0 

648,357 

239 

0 

68,999 

11 

277,456 

15,582 

286,278 

361 

0 

31 

224 

649,181 

13,326 

2,226 

57,872 

1,833,775 

265,956 

18,573 

638,420 

1,027 

18,389 

24,247 

3,229 

2,877,040 

0 

0 

9,891 

0 

40,016 

2,125 

42,692 

0 

568 

241 

0 

95,533 

1,639 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,595 

0 

0 

1,273 

4,507 

0 

0 

0 

0 

16,807 

20,600 

41,151 

0 

0 

0 

156 

78,714 

1

30

40

43

63

224

227

232※

272

299※

311

■ ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量

■ ＰＲＴＲ環境汚染物質排出・移動量

■ 大気汚染物質 ■ 水質汚濁物質
実績値 

水質汚濁物質 規制値 単位 最大 最小 平均 

４，４’－イソプロピリデンジフェニルと１－クロロ－２，３－
エポキシプロパンの重縮合物（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 取扱量 消費量 除去量 

ppm

g／m3N

g／m3N

K値

m3N／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

5

60

8

3000

230

15

100

単位：kg／年
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各モデルの中で、代表的な機種を掲載しています。プレマシー、マツダスピードアクセラについては新型車・モデルチェンジ車ではありませんが、
新しく追加された機種の環境データを掲載しています。

仕様

燃費

排出ガス

車外騒音

温室効果ガス

環境負荷物質
の使用

リサイクル

バンパー、内装材等にリサイクル
し易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-ER3P

L3

直4 DOHC 16V直噴ターボ

2,260

無鉛プレミアムガソリン

筒内直接噴射（DI）

FF

6AT

9.1

－

平成17年

U-LEV

1.15

0.025

0.025

あり

平成10年規制

76

HFC-134a

525

255.1 

1/10以下

極微量※2

なし

なし

あり

リサイクルし易い材料を使用した部品

プラスチック部品の材料表示

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）※1

適合させている規制名

適合させている規制値  加速（dB-A）

エアコン冷媒名

エアコン冷媒使用量（g）

CO2排出量（g／km）

鉛の使用量(1996年比）

水銀

六価クロム 

カドミウム

車名 CX-7

電気自動車

ハイブリッド自動車

天然ガス自動車

平成17年基準排出ガス75%低減レベル ☆☆☆☆

平成17年基準排出ガス50%低減レベル ☆☆☆

平成12年基準排出ガス75%低減レベル ☆☆☆

平成12年基準排出ガス25%低減レベル ☆

ディーゼル代替LPG自動車

水素自動車

合計

乗用車
普通・小型車

0

0

0

0

143,157

2,729

0

0

－

5

145,891

0

0

0

0

28,712

10,191

0

0

－

－

38,903

0

0

18

0

747

2,753

0

0

319

－

3,837

0

0

0

0

0

427

0

0

－

－

427

0

0

18

0

172,616

16,100

0

0

319

5

189,058

メタノール自動車

軽自動車 普通・小型車 軽自動車
貨物車

合計

低公害車

低燃費かつ
低排出
ガス車※

※ 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。

2006年度の新型車・モデルチェンジ車（乗用車）の環境データ

2006年度の低公害車等の出荷台数

マツダのWEBサイトには上記以外の車種も掲載されています。　http://www.mazda.co.jp/carlineup/

スプラッシュシールドなど

バンパー、内装材等にリサイクル
し易い熱可塑性樹脂を使用

DBA-CREW

LF

直4 DOHC 16V直噴

1,998

無鉛レギュラーガソリン

筒内直接噴射（DI）

FF

5AT

15.0

+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

500

154.8 

1/3以下

極微量※2

なし

なし

あり

プレマシー

マッドガード

バンパー、内装材等にリサイクル
し易い熱可塑性樹脂を使用

DBA-BK3P

L3

直4 DOHC 16V直噴ターボ

2,260

無鉛プレミアムガソリン

筒内直接噴射(DI)

FF

6MT

11.2

－

平成17年

SU-LEV

1.15

0.013

0.013

あり

平成10年規制

76

HFC-134a

500

207.3

1/3以下

極微量※2

なし

なし

あり

マツダスピードアクセラ

リアアンダーカバーなどバンパーリサイクル材使用部品

※1八都県市および京阪神七府県市　　　
※2 車両性能および交通安全を確保するうえで必要最低限使用しています。

環境データ
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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、本書を通じ

て理解したマツダグループの社会・環境側面の諸活動ならびにそ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。

●社会的責任投資の関係者のあいだでも、ESG（環境・社会・カバナンス）のファクターをサ

プライチェーン全体で把握することが定着してきました。この点で、販売会社や取引先も

含め環境負荷低減に注力しているマツダの取組進捗を評価します。取引先との関係につ

いて、「要請だけではなく支援も重要である」というメッセージを明文化し、サプライヤーの

環境マネジメントシステム構築支援等の事例を報告された点に注目しました。

●一方、マツダは総売上高の約73％を海外売上高が占め、世界中で約38,000人の従業

員を擁する企業グループの中核です。タイの生産工場の現地への貢献事例などが報告さ

れていますが、いずれもトピックスの位置づけに過ぎません。早期に、本報告の対象範囲を

まず海外の子会社・関連会社まで拡大されることを期待します。

●自動車メーカーの持続可能性について、環境側面が鍵を握ることは言を俟ちません。この

点で、「走行性能と環境安全性能は決して相反するものではなく、調和しうるもの」という

メッセージは明快です。「マルチソリューション」で取組む全体像を提示した点も評価したい

と思います。ディーゼルエンジンの改良にも継続して注力されており、その研究成果が高く

評価されていることも理解できました。特に水素ロータリーエンジン車には注視しています。

今後はLCA評価などで、その環境特性を明らかにされることを要望します。

●生産領域でCO2排出量削減目標を絶対量で設定し、排出量削減を実現していることも

評価します。ただ今後は、国内にとどまらずグローバルな目標水準の設定を望みます。ま

た、製品使用時のCO2排出量削減目標を具体的に設定されることを要望します。欧州で

強化されようとしている企業平均CO2発生量ベースの規制に投資家は強い関心を抱い

ています。規制クリアの見通しについても言及を期待します。

●アフターサービスならびに自動車リサイクルについて、多くの中古車が途上国で流通してい

る状況では、整備不良による大気汚染、不適切な廃車処理の問題が浮上しています。中

古車への対応を含む「海外での取組水準の向上」を要望します。

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
主席研究員

足達 英一郎

第三者意見
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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

　供給業者

　輸送

　その他全般

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13

2.18
2.19
2.20
2.22

3.1
3.4
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.15
3.16
3.17
3.19
3.20

4.1

EC1
EC2

EC7

EN1

EN3
EN17

EN5
EN21

EN8
EN10
EN11
EN13

EN14
EN15

EN16

EN33

EN34

EN35

1、9
7～8

1 
1、3
5～6
3 
5～6
3 
3 
9 

2
2
2
2

29～30、47～48
47～48
2
2

10 
11
9 
9 
10

9
19～38
19～38
19～38

11
3、68、71～72
25～28、62、66～67
47～49
9～13、45～52
45

79～80

30
30

29～30

49

49、59
59、68

49
61

49、59
49、73～76
60
46

53～58、77
50、66

65

62

49、63～64

47～48、65

項目 指標 WEB
サイト

本レポートでの
掲載該当ページ

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）例：株式会社、有限会社など
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）  

経済・環境・社会的コストと効果の算出に使用された規準／定義
主要な経済・環境・社会情報に適用されている測定手法の、前回報告書発行以降の大きな変更
持続可能性報告書に必要な、正確性、網羅性、信頼性を増進し保証するための方針と組織の取り組み
報告書利用者が、個別施設の情報も含め、組織の活動の経済・環境・社会的側面に関する追加情報報告書を入手できる方法（可能な場合には）

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
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。協議の種類別ごとに、またステークホルダーのグループごとに協議頻度に換算して報告。
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：特に次のGRI要素の所在を示すべきである

金銭的フロー指標：総売上げ
市場の地域別内訳

期末時点での内部留保の増減

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

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。
事業活動を行う国別の状況を説明のこと

「統治構造とマネジメントシステム」（3.16項）に対応する「プログラムと手続き」の、環境に関係する供給業者のパフォーマンス

物流を目的とした輸送に関する重要な環境影響

種類別の環境に対する総支出

GRIガイドライン対照表
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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

　懲罰慣行

　【社会】
　地域社会

　贈収賄と汚職

　製品とサービス

　プライバシーの尊重

　【製品責任】
　顧客の安全衛生

LA1

LA2
LA4
LA12

LA5

LA16
LA17

LA10
LA11

HR1
HR2
HR3

HR4

HR8

SO2
SO7

PR1

PR4
PR5
PR6

̶

̶
34
32～33

34
̶
34

̶

31～34 
31～34 

31～34 
33

13
25
25
13

13

12、13
12、13

35～39

19～24、57、
69～72
20
19～20
53～55

19

22

20、25、27、28、
32、53、55、59

12
12

●

●

●

●

●
●

●

●

●

項目 指標 WEB
サイト
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労働力の内訳（可能であれば）：地域・国別、身分別（従業員・非従業員）、勤務形態別（常勤・非常勤）、雇用契約別（期限不特定およ
び終身雇用・固定期間および臨時）。また、他の雇用者に雇われている従業員（派遣社員や出向社員）の地域・国別の区分

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

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

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

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

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
LA6 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
LA7 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)

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。
上級管理職および企業統治機関（取締役会を含む）の構成。男女比率及びその他、多様性を示す文化的に適切な指標を含む

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）

HR9
HR10HR10

不服申し立てについての業務慣行（人権問題を含むが、それに限定されない）の記述
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（人権への影響を含むが、それに限定されない）

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

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

PR8 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

PR3 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

SO1

SO4

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 ：訓練形態、研修参加者数、平均研修期間を含めること

LA15

Social & Environmental Report 2007Social & Environmental Report 2007 80



広島県安芸郡府中町新地3-1 〒730-8670
発行／2007年8月

このパンフレットはリサイクル可能な
ソイインク（大豆油インク）を使用しています。

●このパンフレットはケナフ（非木材紙）を使用しています。




