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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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編集方針・ＣＳＲ活動報告の体系
マツダグループの概要
トップコミットメント
ＣＳＲ担当役員メッセージ
ＣＳＲへの取り組み

「事業活動と環境負荷の全容」（p47）における対象範囲会社のリスト
第三者意見
ＧＲＩガイドライン対照表
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私たちが、クルマづくりを通して
実現したいこと

人々から信頼され、
期待される存在を目指して

豊かな地球環境を
未来へと引き継ぐために

公正かつ誠実な事業を展開するために

“Zoom-Zoom”──この歓びを世界中の人 と々共有して

製品責任／高品質で優れた商品・サービスの提供
人権尊重／人権尊重を企業活動の基本として
労働慣行／社員一人ひとりの成長と活躍を支援
社会貢献活動／企業市民としての活動を大切にして

環境中期計画 「マツダグリーンプラン2010」
事業活動と環境負荷の全容
ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）／環境会計
環境マネジメント
地球温暖化防止
廃棄物の削減
環境負荷物質の管理・削減
自動車リサイクルの推進

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
情報セキュリティ

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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環 境
水素エネルギー社会の実現に向けて
ノルウェーの国家プロジェクトに参加
環境／環境にやさしいクルマの開発

事故のない安全なクルマ社会を目指して
安 全

安全／安全な社会に貢献する技術を追求
23

25

15

特 集

社会
報告

環境
報告

マネジメント

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。

作成部署／問い合わせ先
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編集方針・ＣＳＲ活動報告の体系

対象組織
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
2007年4月から2008年3月を中心に報告。一部、2008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
2008年8月（前回発行2007年8月、次回発行2009年夏予定）

関連する報告書・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。

報告メディアの考え方

　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。

　本年度は報告メディア特性を踏まえて、冊子とWEBサイトを使

い分けることにしました。

　冊子では、「ステークホルダーの皆さまや社会が重視していること」

と企業ビジョンや戦略と照らして「マツダが重視していること」という２

つの視点で報告項目を検討し、重要性の高い情報に絞った報告と

しました。

　WEBサイトでは事例やデータ、背景情報、関連情報などを交え

て、ＣＳＲや環境に関する各種ガイドラインで要請されている項目に

ついて、できるだけ網羅的に報告するように努めました。

　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。添付のアンケートやWEBサイトなどを通して、忌憚のないご意

見をいただければ幸いです。

　なお、WEBサイトで報告している情報については、概略を4ペー

ジに掲載しています。

マツダの
ＣＳＲ活動

WEBサイト

冊子

重要性の
高いものを報告

網羅的に報告

「環境」「安全」という自動車の抱える課題への
取り組みと、マツダの特徴的な取り組みを
ピックアップして報告

　自動車メーカーとして、「環境」「安全」といったクルマの抱

える課題への取り組みのほか、「製品責任」「人権尊重」「労

働慣行」「社会貢献」「環境保全」という章立てで、マツダの

特徴的な取り組みや成果について報告しています。

　また、特集記事を中心に社内外のステークホルダーの声

を掲載しました。

ステークホルダー別に取り組みを分類し、
それぞれに対する責任について網羅的に報告

　マツダのＣＳＲ取り組みの全容をご理解いただくために、

「お客さま」「取引先」「株主・投資家」「社員」とステークホル

ダーごとに取り組みを分類し、冊子で報告しきれなかった取

り組みを含め、網羅的に報告しています。

　また、「社会貢献への取り組み」というページを設け、活

動のレポートを随時更新するなど、国内外でのマツダの企

業市民活動をまとめてご覧いただけるようにしました。
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社会・環境活動WEBサイト URL http://www.mazda.co.jp/corporate/csr/

私たちがクルマづくりを通して実現したいこと
技術開発長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
環境：水素エネルギー社会の実現に向けて
　　　ノルウェーの国家プロジェクトに参加
安全：事故のないクルマ社会を目指して
社会：人権尊重を企業活動の基本として
特集バックナンバー

トップコミットメント
CSR担当役員のメッセージ
ＣＳＲへの取り組み
ＣＳＲマネジメント
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　
情報セキュリティ

マツダのＣＳＲ

特 集

マツダ地球環境憲章
環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」
事業活動と環境負荷の全容
ＬＣＡの取り組み
環境会計
環境マネジメント
環境マネジメント体制
グリーン調達の推進
環境監査
環境リスクマネジメント・法令遵守
環境教育・環境コミュニケーション

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
次世代エネルギーへの取り組み
環境負荷物質使用量の低減

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
水・大気の汚染防止
感覚公害の防止

物 流
地球温暖化防止
梱包・包装資材の省資源化の推進

自動車リサイクル
開発段階での取り組み
使用済み自動車での取り組み
使用済み部品での取り組み

サイト別環境データ
マツダ（株）広島地区
マツダ（株）防府地区

環境保全への取り組み

社会貢献への取り組み

報告書ダウンロード

アンケート

目的別インデックス

報告にあたって

お客さまとともに
お客さま満足の向上
品質の向上
アフターサービス
適切な情報提供
多様なニーズへの対応

取引先とともに
サプライヤー（購買取引先）とともに
国内の販売会社とともに
海外のディストリビューター（卸売会社）とともに

株主・投資家とともに
経営状況と配当
株主・投資家との対話
ＳＲＩなどへの組み入れ状況

社員とともに
人事基本コンセプト
人事制度
ワークライフバランスの促進
多様性の確保
労働安全衛生
健康の維持増進
労使関係

安全への取り組み
安全についての基本的な考え方
パッシブセーフティ技術
アクティブセーフティ技術
高度道路交通システム（ＩＴＳ）

社会貢献の考え方
社員のボランティア活動
地域とのふれあい活動
多方面への寄付活動
海外での社会貢献活動
財団の活動（国内）
財団の活動（海外）

2001年～ 2008年までの報告書ＰＤＦ

マツダのＣＳＲ活動に関するアンケート

自動車リサイクルデータ
車種別環境情報
サイト別環境データ
ＣＳＲに関わる方針・体制

ガイドライン対照表
GRIガイドラインとの対照表
環境省ガイドラインとの対照表
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マツダグループの概要

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

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、ガソリンレシプロエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジン、
自動車用手動／自動変速機

単独：20,729名（2008年3月31日現在）　連結：39,364名（2008年3月31日現在）

本社、マツダR&Dセンター横浜、マツダモーターオブアメリカ（米国）、
マツダモーターヨーロッパ（ドイツ）、中国技術支援センター

本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、三次事業所

米国、中国、台湾、タイ、フィリピン、イラン、ジンバブエ、南アフリカ、エクアドル、コロンビア

国内 292社　海外 123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

欧州
ディストリビューター

販売拠点
29

2,546

4［1］
2

175

中国
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

3［2］
10
208

アジア
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

中近東
ディストリビューター

販売拠点

アフリカ
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

（年度）

（年度）

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（億円）

26,95625,747

20062003 2004 2005

32,475
29,198

2007

34,758

売上高

20,000

19,000

18,000

17,000

16,000

0

（億円）

17,67817,956

20062003 2004 2005

19,078

17,887

2007

19,856

総資産

※12カ月
　 換算値 

11
223

2［2］
19
225
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日本
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

3
292

1,131

北米
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

2［1］
4

857

中南米
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

2［1］
36
228

オセアニア
ディストリビューター

販売拠点
8

214

2008年3月現在
［　］内は非連結の関連会社の内数

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

1,200

1,000

800

600

400

200

0

（億円）

908878

20062003 2004 2005

1,076
957

2007

1,144

研究開発費

2,000

1,500

1,000

500

0

（億円）

829
702

20062003 2004 2005

1,585

1,234

2007

1,621

営業利益

営業利益／当期純利益

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（億円）

2,758
2,309

20062003 2004 2005

4,799
4,072

2007

5,542

純資産※

当期純利益

※ 2005年度以前の金額は、2006年度および当年度の表示に合
わせて、少数株主持分を、純資産に含めて組み替えてあります。 上記財務データは、連結実績です。

その他の法人
67,162,540株

4.73%

1,418,509,399
株

2008年
3月31日現在

証券会社
13,042,375株

0.92%

個人その他
164,806,800株

11.62%
政府・地方公共団体

43,000株

0.00%

外国法人等
709,622,069株

50.03%

1,000

800

600

400

200

0

（億円）

679

456

20062003 2004 2005

796
721

2007

755

設備投資

70

60

50

40

30

20

10

0

（円）

20062003 2004 2005 2007

65.2

1株当たり当期純利益

1株当たりの当期純利益・配当金 株式の所有者別の状況

1株当たり年間配当金

37.6
27.8

52.651.5

339 458
667 737

918

65 62 3 金融機関
463,832,615株

32.70%

Social & Environmental Report 2008 6



トップコミットメント

品質、環境、安全に配慮した
“Zoom-Zoom”なクルマをこれからも
提供し続けていくために
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マツダ株式会社
代表取締役会長兼社長

　近年、自動車の需要は一部の市場で伸び悩みがあるものの全

世界的に拡大しています。そんな中にあって、マツダは2007年度

からの4カ年を対象とする中期計画「マツダ・アドバンスメント・プ

ラン」で、2010年度までに「グローバル小売台数160万台以上」

「連結営業利益2000億円以上」「連結営業利益率６％以上」を

達成するという目標を掲げています。

　計画初年度にあたる2007年度は、中国の合弁工場が稼働を

開始するなど生産能力や販売･サービス体制の拡充を進めました。

その結果、グローバル小売台数が前年比5％増の136万3000

台、連結売上が同7％増の3兆4758億円、連結営業利益は

2.3％増の1621億円、営業利益率は4.7％となり、目標達成に向

けて順調なスタートを切ることができました。

　このようにグローバルに事業拡大が進む中、マツダの企業市民

として果たすべき社会的責任もさらに大きくなっています。

　その第一は環境保全、特に、全人類にとって緊急課題である地

球温暖化防止への対応です。世界で排出される温室効果ガスの

約２割が輸送機関に起因すると言われており、自動車メーカーとし

てのマツダの責任は重大なものがあります。CO2の排出が少なく

燃費の良いクルマの開発、生産・販売など事業活動の全領域に

おけるCO2削減と環境負荷の低減が大きな課題と考えております。

　また、自動車の増加とともに交通事故発生のリスクも高くなりま

すが、事故が発生した際の搭乗者の安全をより一層高めることは

もちろん、事故そのものの防止をサポートするといった安全性向上

のための技術開発も強化していかなければなりません。

　さらに、グローバル企業として果たすべき責任についてもその重

要性を認識しております。世界140カ国以上の国と地域で事業を

展開しているマツダは、現在39,000人もの社員を擁し、取引先も

世界中に広がっています。各地域のステークホルダーの皆さまに

対する責任を果たしながら、各地域が抱える問題の解決にも貢献

していきたいと考えています。

　マツダはこうしたさまざまな責任を自覚し、これらを果たすために、

グループ一丸となってＣＳＲ経営への取り組みを強化していきたい

と思います。

　

　私は、自動車メーカーのＣＳＲの基本は「サステイナブル（持続可

能）な未来に向けたクルマづくり」にあると考えています。　

　マツダは、これまで「走る歓び（Zoom-Zoom）」を提供するクルマ

づくりを行ってきました。また、これからも“Zoom-Zoom”を実現し、

かつ高い環境性能、安全性能を備えたクルマをつくっていくことが、

私たちの社会的使命であると考えています。その使命感を表現する

ものとして、2007年3月に技術開発の長期ビジョン「サステイナブル

“Zoom-Zoom”宣言」を策定し、走る歓びと環境・安全性能を高

いレベルで調和させたクルマの実現に向けて開発を進めています。

　この宣言をさらに具体化するために、現在のエンジンやトランス

ミッションを一新し、2015年までにグローバルで販売するマツダ

車の平均燃費を30％向上させるという目標を2008年6月に発表

しました。

　次世代エネルギーとして期待されている水素を利用する水素

ロータリーエンジン車の開発も着実に前進させており、2008年度

からは水素エネルギーに関するノルウェーの国家プロジェクト

「HyNor（ハイノール）」にも参画します。また、ドライバーの認知・

判断行動を的確にサポートして事故の未然防止に資する安全技

術も次 と々実用化を進めております。

　マツダは、従来から、世界各地での雇用創出や現地調達の推

進を通じて、それぞれの地域社会に貢献できるよう努めてきました。

また、人間尊重の精神に基づいて、世界各地での多様な価値観

に配慮した働きやすい職場環境づくりや人材育成に努めるととも

に、サプライチェーン全体で人権の尊重、適正労働の維持・確保

に取り組んできました。

　2008年4月には、こうした取り組みをグローバルに展開していく

ために「CSR経営戦略委員会」を設置し、CSR経営をさらに強化

する体制を整えました。

　当社の事業を取り巻く環境は、刻一刻と変化しています。企業

として存続していくには、こうした変化に迅速に対応していかねばな

りません。その一方で、企業として「変えてはならない部分」はしっか

りと守り、育てていくことも大切です。

　マツダが目指すことは、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、品質、環境、安全に配慮したマツダならではの

“Zoom-Zoom”な商品とサービスを提供し続ける企業であり続けた

いと願っています。

　マツダには世界で初めてロータリーエンジンを実用化させたチャ

レンジ精神が今も脈 と々生き続けています。このチャレンジ精神を

持ち続け、グループ全体で心を一つにした“One Mazda”の姿勢

で、変化し続ける社会に対する責任を果たし、世界の全てのステー

クホルダーの皆さまから愛され、信頼される企業になることを目指し

ていきます。

　本報告書は、以上のようなマツダの活動の一端をご理解いただ

くために発行しました。皆さまには、本書をご一読いただくとともに、

皆さま方から忌憚のないご意見を賜れば幸いでございます。
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ＣＳＲ担当役員メッセージ

　マツダは、新しい価値を創造

し、最高のクルマとサービスによ

り、マツダにつながる人々に喜び

と感動を与え続けることを「企業

ビジョン」に掲げています。

　社会とともにマツダが持続的

に成長・発展していくためには、

この企業ビジョンを実現していく

こと、すなわち、ステークホルダーの皆さまの要望や期待に応え、信

頼される企業であり続けること、そして、品質、安全、環境に配慮し、

お客さまが満足する個性的なクルマとサービスを市場に提供する、

社会に有益な企業であり続けることが必要であると考えています。

　こうした考えに基づいて、マツダでは、健全かつ透明性の高い企

業活動を誠実に営むことはもちろん、ステークホルダーの皆さまに

マツダの企業活動を知っていただき、共感していただくための積極

的な情報発信に努めています。また、ステークホルダーの皆さまと

の対話を通じて、企業ビジョン実現に向けたマツダの取り組みが、

人を大切にし、
人に愛される企業でありたい

「マツダ地球環境憲章」制定（1992）
ISO14001認証取得（1998～）
マツダ環境委員会設置（2005）
「グリーンプラン2010」制定（2005）

水素RE搭載車リース販売（2006）
「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」策定（2007）
国内販売会社にEA21導入（2008～）

女性相談室設置（1998）
「セクハラ追放ガイドライン」制定（1999）
人権委員会設置（2000）
「人権侵害撤廃規則」制定（2000）

フレックス勤務導入（2001）
わくわくキッズ園設立（2002） 
ワークライフバランス充実（2008）

全社QCサークル活動導入（1962～）
全国サービス技術大会（1963～）
マツダグループQCサークル委員会発足（1978～）

マツダコールセンター設置（1984）
「品質方針」制定（1994）
ISO9000認証取得（1994～）

倫理委員会設置（1997）
「マツダ企業倫理行動規範」制定（1998）
「接待・贈答ガイドライン」制定（1998）

倫理相談室設置（1999）
「マツダ・グローバル・ホットライン」設置（2007）

マツダ財団設立（1984）
マツダ地域貢献委員会設置（1993）

企業ビジョン制定（1999）
「環境報告書」発行（2001～）⇒「社会・環境報告書」発行（2004～）

四半期決算導入（2003）

マツダスペシャリストバンク設置（1994）
マツダボランティアセンター設置（1996）

環境保全

人間尊重

お客さま満足

コンプライアンス

情報開示

社会貢献

取り組み分野

これまでの主な取り組み

社会からの要請や期待に応えているのかどうか、常に検証していま

す。こうした活動に継続的に取り組むことで、次世代を含むステー

クホルダーの皆さまの幸せづくりに貢献する新しい価値を提供でき

るように進化していきたいと考えています。

　いうまでもなく、企業活動の担い手は一人ひとりの従業員です。そ

こでマツダでは、従業員が自ら成長し、イキイキと活躍できるように、さ

まざまな人事制度や支援制度の整備に努めています。また、従業員

自らが「社会にどのように貢献できるのか」を常に問いながら、求めら

れる行動を着実に実行し、自発的、継続的に行動を改善していける

風土を確立することを重視しています。そのためにマツダでは現在、

グループ全体で共有し「仕事を進める上での考え方」を浸透させる取

り組みを進めています。

　これからもマツダは、社会とともに持続的に成長・発展していくこ

とを目標に、従業員一人ひとりが自らの役割を果たし、ステークホル

ダーの皆さまから信頼される企業を目指します。

常務執行役員
人事･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
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マツダは、社会に有益な企業であり続け、社会とともに持続可能な発展を遂げるために、
グローバルに、そして“One Mazda”としてＣＳＲ活動を推進していきます。

ＣＳＲ推進

ＣＳＲへの取り組み

CSR経営戦略委員会を設置し、
グループ全体でＣＳＲ活動を推進

今後は、２つの視点からCSR活動を推進

推進体制

　マツダは、「環境保全」「お客さま満足」「社会貢献」「人間尊重」

「コンプライアンス」「情報開示」の6つの分野で、お客さまをはじめと

するあらゆるステークホルダーの皆さまからの要請と期待を把握しな

がら、“One Mazda”としてＣＳＲ活動を推進しています。

　2004年12月に「CSR委員会」を設置し、CSR活動を推進して

きましたが、2008年4月に「CSR経営戦略委員会」に改め、グロー

バルな視点で、“マツダらしさ”を活かした取り組みを推進する体制に

移行しました。国内外の主要な拠点と連携を図り、地域の特性に配

慮しながら、マツダグループとしてCSR活動を展開していきます。

CSR推進体制

ステークホルダーとのかかわり

　今後は、新しい体制のもと、2つの視点からCSR活動を推進して

いきます。

　1つ目は、社会からの要請のレベルが確実に高まっていく領域

で、不断の改善を図り、社会の信頼を獲得するように努めていく視

点です。

　2つ目は、社会からの期待に対して、マツダの強みを活かせる領

域で、取り組みのマテリアリティ（重要性）を明確にし、より高い目

標を設定して取り組むという視点です。

　以上の視点から、ステークホルダーの皆さまの声に耳を傾け、自

社の強み・弱みを明確に把握しながら、マツダらしさを追求し、企業

ビジョンの実現に近づけていきたいと考えています。

社会に有益な企業であり続けるために

基本的な考え方

　マツダは、マツダにつながる全てのステークホルダーの皆さまから

信頼される企業になることが、私たちの使命であると考えています。

　こうした考え方に基づいて、健全で透明性の高い経営を進め、

人権を尊重し、企業倫理・コンプライアンスや内部統制をあらゆる

事業活動の前提において、日々 の業務に取り組んでいます。

マツダグループ

CSR経営戦略委員会
委員長：代表取締役社長

環境保全

お客さま満足

社会貢献

人間尊重

コンプライアンス

情報開示

国内外の
グループ会社社内各部門

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

従業員
● 働きがい
● 快適な職場
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私たちが、
クルマづくりを通して
実現したいこと

水素エネルギー社会の実現に向けて
ノルウェーの国家プロジェクトに参加

13　“Zoom-Zoom”──この歓びを世界中の人々と共有して

17

23

15　技術開発長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

事故のない安全な
クルマ社会を目指して

環境と安全に配慮した“Zoom-Zoom”なクルマを提供していくこと、
そして、常に新しい価値を創造し、お客さまに喜びと感動を提供し続けること。
──マツダは、私たちにしかできないことでサステイナブルな未来に貢献したいと考えています。

安 全

環 境
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いつの時代も、マツダが追求するのは“Zoom-Zoom”──いつまでも続く走る歓びです。

クルマは単なる移動手段ではありません。「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。」そんな歓びをずっと未来の社会にまで提供したいから、私たちはクルマの

環境性能と安全性能を向上させながら、持続可能な未来の実現に貢献します。

“Zoom-Zoom”
この歓びを世界中の人々と共有して

サステイナブル

Social & Environmental Report 200813



　2007年度を代表するマツダの新型車は、コンパクトカーの「デミ

オ」、ミッドサイズカーの「アテンザ」、そして北米を中心に販売を

行っているクロスオーバーＳＵＶ「CX-９」です。

　どの新型車にも共通するのは、マツダの進化した“Zoom-

Zoom”を体現していることです。マツダの技術開発の長期ビ

ジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づいて、走る歓

“Zoom-Zoom”な走りの楽しさに加えて、優れた
環境安全性能とスタイリッシュなデザインを兼ね
備えた「デミオ」。

2007年10月開催の東京モーター
ショーに出展した、次世代ロータリー
エンジン搭載「マツダ大気」。

2008年１月開催の北米国際自動
車ショーに出展した、エタノール
（E100）で走る「マツダ風籟」。

初代モデルが確立したスポーティなスタイリング、
卓越した動力性能を継承しつつ、環境安全性能
や快適性を一層向上させた新型「アテンザ」。

ダイナミックなスタイリング、力強い動力性能、上
級車にふさわしい室内空間を備えた新型SUV
「CX-９」。

びと高い環境安全性能の調和を実現しており、いずれも発売以

来、世界各地のお客さまから高い支持を得ています。デミオはそ

の高い環境性能などが評価され、2008年３月「世界カー・オブ・

ザ・イヤー」を受賞しました。また、「CX-９」も北米で最も権威の

ある賞の１つである「2008ノース・アメリカン・トラック・オブ・ザ・

イヤー」を受賞しています。

　マツダは、次世代のデザインや技術の方向性を示すコンセプト

カーを世界各地のモーターショーで紹介しています。

　近年のコンセプトカーでは、自然界のさまざまな動きをクルマ

デザインに反映させ、新しい環境技術の搭載を提案するなど、

サステイナブルなマツダのクルマづくりの方向性を示唆してい

ます。

“Zoom-Zoom”を体現する２００７年度の新型車

“Zoom-Zoom”のこれから
コンセプトカー

ロータリーエンジン車、販売40周年

　マツダは世界で初めて量産化に成功したロータリー

エンジン搭載の「コスモスポーツ」を1967年に発売。その

後も「ファミリアロータリークーペ」や「RX-７」などのロータ

リーエンジン車を生産・販売し続けてきた世界で唯一の自

動車メーカーです。

　販売40周年を迎えた2007年、マツダは８月に「RX-８

ロータリーエンジン40周年記念車」を発売しました。

たいき ふうらい

RX-８ロータリーエンジン
40周年記念車
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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。

技術開発長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

環境保全と交通安全という2つの課題に対して

マツダ車をご購入いただいた、すべてのお客さまに
「走る歓び」と「優れた環境安全性能」を提供する

　世界で自動車の保有台数が増加する中、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の排出量削減、さらには枯渇が危惧される化石燃料への依

存低減、交通事故を防止する安全技術の開発などにこれまで以

上に取り組んでいく必要があります。

　特に自動車の抱える環境課題については、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、環境の課題解決に向

けては「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。

　2007年３月、マツダはこのような自動車が抱える課題に対し、

技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

を発表。お客さまの心を魅了するデザイン、運転する楽しさを創造

するとともに、クルマの環境性能を向上させ、安全技術を進化さ

せていくことを明確にしました。

2015年までにマツダ車の燃費を30％向上
　マツダでは内燃機関の効率改善に徹底的に取り組むことが、

すべてのお客さまに優れた環境性能を提供することになると考え

ています。

　マツダは、2001年から2008年の７年間で、国内で販売するマ

ツダ車の平均燃費を約30％向上させてきました。さらに、2008年

６月には、2015年までにグローバルで販売するマツダ車の平均燃

費を2008年度比で30％向上させる計画を発表。ＣＯ2排出量削

減に向け、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどパワートレ

インを一新し、新型プラットフォームの導入を進めていきます。

　今後も、マツダ車を購入頂いた全てのお客さまに走る歓びを優

れた環境安全性能を提供するという基本ポリシーのもと、地球環

境と交通環境のサステイナブルな未来に向けた取り組みを強化し

ていきます。

基本ポリシー

20011970 2000 2030 2008 2015（年）

平均燃費の向上

グローバルでの
平均燃費の向上計画　約 %30

全
車
平
均
燃
費

自
動
車
の
抱
え
る
課
題

水
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日本国内販売車の
平均燃費の向上率　約30% 達成

目標

現在

自動車の抱える課題に対しては、複数の解決策（マルチソリューション）が必要

マルチソリューション

脱化石燃料化

CO2削減

自動車での課題と取り組み

エミッションクリーン化
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新ガソリンエンジン（I４）
2011年からガソリンエンジンを一新、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、北米市場に導入 ・E85対応

スマートアイドルストップ
マツダ独自のスマートアイドルストップシステムを2009年度に日本市場に導入 ・燃費性能：７～８％向上（日本）

新型クリーンディーゼルエンジン
2011年から新型ディーゼルエンジンをグローバルに展開

・排出ガス性能の向上
・燃費性能：20％向上

新型オートマチックトランスミッション
2011年に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型オートマ
チックトランスミッションを市場導入

・走行性能：MT並みの走行感の実現
・燃費性能：MT並みを達成

新型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

水素ロータリーエンジン
・2008年から「RX-8 ハイドロジェンRE」30台をノルウェーのHyNor（ハイノール）プロジェク
トに順次納入する。 
・2008年度に動力性能と航続距離を向上させた「プレマシー ハイドロジェンREハイブリッ
ド」のリース販売を開始。 
・3.0Lガソリンレシプロエンジン並み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搭載車の実用化を計画

・動力性能：40％向上（プレマシー）
・航続距離：200km（プレマシー）
・3.0Lガソリンレシプロエンジン並みの動力性能
・航続距離：400km（新型ハイドロジェンRE）

ガソリンハイブリッド車
フォード技術の活用およびマツダ独自のシステムを含め、2010年代初頭に高効率なガソ
リンハイブリッド車を市場導入

・燃費性能100％向上

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

ハイブリッド

技術取り組み 達成目標

技術取り組み 達成目標

技術取り組み 達成目標

新型プラットフォーム
2011年から段階的に展開する新型プラットフォーム採用車では、100kg以上の軽量化を
めざす

・プラットフォーム100kg以上軽量デザイン＆
プラットフォーム

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回避をサポートするダイナミック性
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
・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
年度中にリース販売開始予定の「プレマシー ハイドロジェンREハイブリッド」に採用する 
・2013年までに食糧と競合しないセルロース系バイオマスを原料としたバイオプラスチック
技術開発を行い、自動車への実用化を計画

独自水性塗装技術
スリー・ウエット・オン塗装をさらに進化させ、VOC排出量をさらに57％削減する革新的な水
性塗装技術を2009年に導入、世界で最もクリーンな塗装工場をめざす

・正しい認知・判断をサポートするHMI
・操作しやすく、危険回避をサポートする
 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

・VOC排出量：57％削減

セーフティ

材料技術・生産技術

1. パワートレイン

2. デザイン

3. 車両技術

技術開発計画における主な取り組み

「
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル“

Zoom-

Zoom”

宣
言
」

技
術
開
発
ビ
ジ
ョ
ン
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世界第３位の石油・天然ガスの輸出国であるノルウェー。
この国では今、水素エネルギーの有効性を検証する国家プロジェクトが進められています。
そのプロジェクトにマツダは水素ロータリーエンジン車「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」を提供し、
CO２排出ゼロ・脱化石燃料の道路交通の可能性を探求していきます。

　地球温暖化の影響は、しだいに深刻さを増しつつあり、その原因

物質の１つであるＣＯ２の排出量の削減は、いまや世界各国が共

通して直面している緊急課題です。そのＣＯ２総排出量の約２割

は自動車などの輸送機関によるものとされており、低燃費化など

によるＣＯ２の削減は自動車メーカーに課せられた使命です。また、

石油など化石燃料の枯渇も現実味を帯びた問題として浮上しつ

つあり、石油に依存しない持続可能な社会の形成に向けて、次世

代のエネルギーが模索されています。

　その中で、次世代エネルギーとして注目されているのが水素で

す。水素は、酸素と反応させてもＣＯ２を排出せず、化石燃料に代

わるクリーンで再生可能なエネルギー源として期待されています。

　水素エネルギーを利用する自動車には、水素から電気エネル

ギーを発生させて走る「燃料電池車」と水素を内燃機関で燃焼さ

せて走る「水素自動車」の２種類があります。マツダでは早くからこ

の水素エネルギーに着目し、水素自動車の開発を続けてきました。

2006年２月には水素ロータリーエンジンを世界で初めて実用化

水素エネルギー社会の
実現に向けてノルウェーの
国家プロジェクトに参加

水素を内燃機関の「燃料」として利用

©Terje S. Knutsen, StatoilHydro.  

Romerike 

Oslo
Drammen

Grenland

Agder

Stavanger

環 境
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し、「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」のリース販売を開始しました。以来、

国や地方自治体、民間企業などへの納入実績を重ねています。

　世界第３位の石油・天然ガスの輸出国であるノルウェーは

2004年、ＣＯ２排出量削減のために、また資源枯渇をも見据えて、

水素利用に関する国家プロジェクト「ＨｙＮｏｒ（ハイノール）」を発足

させました。

　ノルウェーが京都議定書で約束した2008～2012年のＣＯ２排

出量の目標平均値は「1990年比プラス１％」ですが、近年排出量

が増加しており、現時点では「マイナス20％」を実現しなければな

らなくなっています。

　しかし、ノルウェーではＣＯ２を排出しない水力発電で電力のほ

とんどをまかなっているため、産業・家庭部門の電力使用量を減

らしてもＣＯ２を削減できません。そのため、ノルウェー国内での移

動・輸送手段のほとんどを頼っている自動車でのＣＯ２削減に大き

な期待がかかっています。

　そこでノルウェーでは、自国で産出する天然ガスや水の電気分

解などからつくることができ、ＣＯ２を排出しない「水素」を自動車用

の燃料として使用することに着目しました。

　現在ＨｙＮｏｒでは、北海に面したノルウェー第４の都市スタバン

ゲルから首都オスロまで、全長580キロメーターの高速道路に

沿って、水素自動車の走行を可能にするインフラの整備に取り

組んでいます。2009年には、固定式水素ステーション５カ所と

トレーラーのような移動式水素ステーション１基の計６カ所を備え

たインフラが整う予定です。

　マツダは、2006年８月、ノルウェー初の水素ステーションの開

所式に参加、そこで開催されたエネルギー展に水素ロータリー

エンジン車「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」を出品し、同時に海外で

初めてデモンストレーション走行しました。また2007年11月には、

水素と水素自動車の普及を促進する目的でＨｙＮｏｒに協力して

いくことを決定しました。

　今後、マツダは「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」約30台をHyNorを

通じてノルウェー国内に納入していく予定です。 

ノルウェーの水素利用の国家プロジェクトに参加
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　水素社会の実現には、水素インフラと水素自動車の両方が必

要です。マツダが参加したことにより、ＨｙＮｏｒは水素インフラの実

証実験を一段と推し進めることが可能となりました。

　マツダの水素自動車の最大の特長は、マツダが世界の自動

車メーカーの中で唯一つくり続け

てきたロータリーエンジンの量産技

術をベースとしていることです。そ

のため、安全性・信頼性に優れて

おり、また既存設備の応用で製造

できます。

　また、ガソリンでも走行可能な

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

車は水素ステーションがないところでも走れ、高い実用性があ

ります。

　日本国内でもすでに計８台の納入実績があり、この水素

ロータリーエンジン車の導入にノルウェーも大きな期待を寄

せています。

　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」を策定しました。その中でパワート

レイン分野での取り組みとして、これからも水素内燃機関の開

発を継続し、来たるべき水素社会に向けて「水素燃焼技術を追

求し、またその進化の過程で、社

会のインフラの整備状況を考慮し

た現実的な技術を提供していくこ

と」を掲げています。

　マツダの水素ロータリーエン

ジン車は、ＣＯ２排出量ゼロで脱化

石燃料を実現するだけでなく、内

燃機関ならではのエンジンフィー

リングを備え、乗る人に“走る歓び”

を与えられる“Zoom-Zoom”なエコカーです。マツダは今後も

燃焼効率の改善やハイブリッド化などの技術開発を進め、水素

ロータリーエンジン車をさらに進化させていきます。

　そして、世界で唯一の水素ロータリーエンジン車メーカーとして、

サステイナブルな自動車社会の実現を目指します。

水素ロータリーエンジン車は実用的で魅力的 水素エネルギー社会の実現に向けて

世界初の水素ロータリーエンジン車「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」

水素はガソリンに比べて着火性が高いため、内燃機
関の燃料として使用するには異常燃焼への配慮が
必要です。ロータリーエンジンは低温の吸気工程室
と高温の燃焼行程室が分離した構造であるため、吸
気工程室で着火するバックファイヤー（異常燃焼）を
起こしにくいのが特長です。

マツダの水素利用の自動車開発の歩み
1991年 水素ロータリーエンジン第１号車「HR-X」を開発

1992年 燃料電池搭載ゴルフカートの実験走行

1993年 水素ロータリーエンジン第２号車「HR-X２」を開発

 水素ロータリーエンジン搭載のロードスター実験車を開発

1995年 水素ロータリーエンジン搭載のカペラカーゴで、日本初の公道試験走行を実施

1997年 燃料電池車「デミオFC-EV」を開発

2001年 燃料電池車「プレマシー FC-EV」を開発、日本初の公道試験走行を実施（メタノール改質方式）

2003年 RX-8水素ロータリーエンジン開発車を発表

2004年 「RX-8 ハイドロジェンRE」が大臣認定を取得し、公道走行を開始

2006年 「RX-8 ハイドロジェンRE」の国内リース販売開始

2007年 ノルウェーの国家プロジェクト「HyNor」と「RX-8 ハイドロジェンRE」 30台を納入することに合意

2008年 「プレマシー ハイドロジェンREハイブリッド」国土交通大臣認定取得

水素とガソリンを使い分けられる
デュアルフューエルシステムを採用

水素ガス
インジェクター

　ガソリン

水素ガス

水素ガス
インジェクター

点火
プラグ

点火
プラグ排気 排気

吸気 吸気

〈ガソリン使用時〉 〈水素ガス使用時〉

ハイノール調印式
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水素エネルギー社会の実現に向けて
ノルウェーの国家プロジェクトに参加

環 境

HyNor関係者からのメッセージ

世界初の水素ハイブリッド車「プレマシー ハイドロジェンＲＥハイブリッド」

ハイブリッドシステムの主な構成
要素は、水素ロータリーエンジン、
ジェネレーター、インバーター、
モーター、バッテリーで、運転状
況によって発電、充電、放電が
最適にコントロールされます。

　マツダは、「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」に次ぐ水素ロータリーエンジン

車として「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

います。これは、デュアルフューエルシステムを継承するとともに、新

しく開発したハイブリッドシステムを組み合わせた、世界初の水素ハイ

ブリッド自動車です。

　「ＲＸ-８ ハイドロジェンＲＥ」に比べパワーユニットの出力を約40％

高め、動力性能と加速性能を大幅に向上させるとともに、燃費効率

を改善し、水素使用時の航続距離を２倍の約200kmまで伸ばしまし

た。このハイブリッドシステムは、独自の構造によって、低燃費であり

ながら力強い走りを実現しており、ドライバーに常にエンジンフィール

を伝え、走る楽しさが味わえる“Zoom-Zoom”な「エコカー」です。

　また、使用素材の面でも環境に配慮しており、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、世界で初めて開発に成功した植物

度100％の生地をシート表皮やドアトリムに使用しています。

　この「プレマシー ハイドロジェンＲＥ」は、2008年度中に国内でリー

ス販売を開始する予定です。

システムの構成

ジェネ
レーター

水素RE

バッテリー

インバーター

モーター

HyNor
プロジェクトメンバー

ビヨナール・クルーゼ氏

　マツダがＨｙＮｏｒプロジェクトに参加し、水素インフラと水素自動

車の商業利用に向けて、私たちの実証試験に協力していただける

ことを大変嬉しく思っています。水素のインフラをつくったところで、

自動車がなければ検証することはできません。水素自動車を長年

研究し、実用化しているマツダの協力がこの計画には不可欠です。

　マツダが目指すサステイナブル“Zoom-Zoom”の方向性は、

ＨｙＮｏｒの考え方に共通する部分が多く、優れた水素利用技術

を持つマツダとともに、水素社会の実現に向けて全力をあげた

いと考えています。

　世界有数のエネルギー輸出国であるノルウェーは、自国の

CO２排出量削減のためだけに水素利用を進めるのではなく、長

期的には水素輸出も視野に入れており、まずは水素インフラの

整備を実現させることに努めています。

　天然ガスに恵まれ、水力発電が盛んなノルウェーの場合、水

素を調達することは比較的容易ですが、水素自動車の開発は自

国だけではできません。品質に定評のある日本のマツダの協力

で、ＨｙＮｏｒプロジェクトは大きく一歩前進しました。マツダには今

後も、水素ロータリーエンジン車の進化を期待しています。

ノルウェー王国大使館
科学技術参事官
工学博士　

ペール・Ｃ・ルンド氏

Ｈ2

Ｈ2O

HyNorプロジェクトURL：www.hynor.no
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超低排出ガス車「SU-LEV認定車」率
国内自動車メーカートップレベル
93.2％を達成

新クリーンディーゼルエンジンの開発

「2010年度燃費基準」を全クラスで達成

排出ガスのクリーン化

燃費の向上　マツダは、日本では国土交通省の「低排出ガス

車認定制度」適合車の開発を進めています。

2007年度に国内向けに生産し

た乗用車のうち、SU-LEV認定※1

が占める割合は、OEM車を除く

と93.2%となりました。

　また、海外でも排出ガスに関

するさまざまな規制が設けられて

いますが、マツダは各国の厳し

い排出ガス規制に応じて低排

出ガス車の開発に取り組んで

います。

　マツダは、クルマから排出するCO2の低減に

向けて、国内では「2007年度中に2010年度燃

費基準を乗用車の全重量ランクで達成すること」

を目標に、燃費の向上に取り組んできました。2007

年度には、全重量ランクでこれを達成しました。

　マツダでは、現在のクリーンディーゼルエンジン

をさらに進化させ、2011年を目標に、北米の排

出ガス規制「Tier2 Bin5」や日本の平成21年度

排出ガス規制に適合した新ディーゼルエンジンを

開発する計画です。

　2007年の東京モーターショーでは試作エン

ジンのカットモデルを公開するとともに、「尿素水を

使った選択式換元触媒システム」や「NOx吸蔵

還元触媒システム」などの技術コンセプトを紹介

しました。

環 境

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

環境にやさしいクルマの開発

乗用車における重量ランク別平均燃費

MESSAGE

　この触媒の開発では、未知の領域にチャレン

ジし、創意工夫しながらつくり上げるというプロセ

スに携わることができ、大変やりがいを感じました。

　今後は、環境性能と走行性能をさらに高

いレベルで両立させられる技術を開発し、社

会に発信していきたいと考えています。

技術研究所
シニア・テクニカル・
スペシャリスト

三好 誠治

　排出ガスに含まれる一酸化炭素や窒素酸化物を低減するために

用いられる自動車用触媒には、白金などの貴金属が使われています。

　マツダは2007年度に、貴金属の粒子の大きさをシングルナ

ノメートルオーダー（10-9ｍ）レベルまで小さくして、少ない貴金属

量でも高い耐久性と浄化性能を発揮する世界初の触媒材料

構造を持つ自動車用触媒を開発しました。

少ない貴金属量でも高い耐久性と浄化性能を発揮する
世界初の自動車用触媒を開発

未知の領域へのチャレンジに
大きなやりがいを感じて

CLOSE-UP

※1 SU-LEV認定：「低排出ガス車
認定制度」で、平成17年基準
値 から有害物質を75%以上低
減した自動車に与えられる認定。
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93.2

4.9

SU-LEV 平成17年基準排出ガス75%低減レベル
U-LEV 平成17年基準排出ガス50%低減レベル、
　　　 または平成12年基準排出ガス75%低減レベル

重量ランク（kg） 750 1,000

注） 2003年度は重量ランク1,000kgの車両はありません
　　2004年度からは軽乗用車が含まれています
　　2005年度からは重量ランク750kgの車両はありません
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マツダは、排出ガスのクリーン化と燃費の向上を推進し、ガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車
の環境性能の向上に努めるとともに、代替燃料車やハイブリッド車などの次世代自動車の開発と販
売にも積極的に取り組んでいます。
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ハイブリッド車の開発と販売

世界中でバイオマス燃料や
エタノール混合燃料車を販売

次世代エネルギーへの
取り組み

　マツダは、2007年にフォードと連携して「トリ

ビュートハイブリッド」を米国で発売しました。

MZR2.3L エンジンとハイブリッドシステムを組み

合わせ、クリーンな排出ガスとクラストップレベル

の優れた燃費性能、3.0Lガソリンエンジン並みの

力強く滑らかな加速を実現しています。

　　またマツダでは、

フォード技術の活用およ

びマツダ独自のハイブ

リッドシステムを含めた高

効率なガソリンハイブリッ

ド車を2010年代初頭

に発売することを目指し、

開発を進めています。

　マツダは欧州や米国において「B5」（バイオマ

ス燃料を5%混合した軽油）や「E10」（エタノール

を10%混合したガソリン）などの燃料に対応した

クルマを販売しています。また2007年度からは

「E20」（エタノールを20%混合したガソリン）対応

の「Mazda3」をフィリピン、タイ、インドネシアで販

売しています。

　2009年度には「E85」（エタノールを85%混

合したガソリン）対応車を北欧および北米で発売

する予定です。さらに今後は、天然ガスから製造

される燃料「GTL（Gas to Liquids）」や、バイオ

マス（動植物）由来の燃料「BTL（Biomass to 

Liquids）」などを使用する代替燃料車の開発を

進めていきます。

優れた燃費性能とスムーズな走行を両立した
MZR1.3L「ミラーサイクル」エンジン

　マツダは、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）と組み合わせたモデルは、従来の

「デミオ」から約20％燃費が向上し、「2010年度

燃費基準+25%」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※2に適合しています。

「環境性能」と「走る感動」を両立した
低燃費の「DISI」エンジン

　「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」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。

　自然吸気のMZR 2.0L DISIと、過給器を組

み合わせたMZR 2.3L DISI TURBOの2種類

があり、クルマの特性に応じて展開しています。

　MZR 2.0L DISIを搭載した「プレマシー」は、

従来のMZRエンジンから燃費を7%改善し

15.0km/L（10・15モード燃費）を実現、「2010年

度燃費基準+15%」に達成しています。また2008

年に発売したMZR 2.0L DISI搭載の「ビアンテ」

（2.0L 2WD車）は、「2010年度燃費基準+20%」

を達成しています。いずれも、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。

　MZR 2.3L DISI TURBOを搭載した「MPV」

「CX-7」「マツダスピードアクセラ」は、過給器によ

る鋭い加速、低中速域での力強いトルクを発揮し

ながらも、クリーンな排出ガスと低燃費を実現して

います。

※2グリーン税制：「平成17年基準
排出ガス75%低減レベル（SU- 
LEV）」認定車かつ「平成22年
度燃費基準＋15%」を上回る自
動車に対して、購入時に自動車
取得税の軽減措置が受けられ、
かつ購入の翌年度、自動車税
の軽減措置が受けられる制度。

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
次世代自動車「プレマシー ハイドロジェンREハイブリッド」

優れた燃費性能とスムーズな走行を両立した
自然吸気MZR1.3L「ミラーサイクル」エンジン

トリビュート ハイブリッド

環
境
に
や
さ
し
い
ク
ル
マ
の
開
発

環
境
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　警察庁の調べによれば、日本国内での交通事故による2007年

の死亡者数は5,744人と７年連続で減少、1953年以来54年ぶり

に5,000人台にとどまりました。その理由として、シートベルト着用

者率の向上に加えて、エアバッグ装着車やABS（Antilock 

Braking System）などのクルマの安全装備が普及したことなど

にあるとされています。

　マツダは、“Zoom-Zoom”なクルマづくりの基礎には、何よりも

まず「安全」がなければならないと考えています。こうした認識に基

づいて、従来から、エアバッグやABSはもちろんのこと、制動力を

電子制御するＥＢＤ（Electronic Brake ｆorce Distribution）、横

滑りを制御するＤＳＣ（Dynamic Stability Control）など、さまざま

な安全装備や安全技術を開発し、その普及に取り組んできました。

　そして今後、事故そのものの減少に資する技術がいっそう重要に

なってくるとの考えから、マツダは事故防止をサポートする技術やドラ

イバーの安全運転を支援する技術の開発をさらに強化していきます。

　日本では近年、交通事故による死亡者数は減少傾向にあるに

も関わらず、負傷者数や事故発生件数は高水準にあります。また、

世界中を見渡してみても、自動車の増加にともなって事故発生件

数は年々増加しています。

　そこでマツダでは、事故防止をサポートする技術として「マツダ・

プリクラッシュ・セーフティ・システム」を開発し、「MPV」や「CX-７」

に採用しています（オプション装備）。これは、レーダーセンサーで

前方にあるクルマや障害物を感知し、衝突を予測し事故の回避

をサポートするとともに、万が一の衝突時の被害軽減を図る予

防安全技術です。

　また、運転支援システムとして高速走行時に後側方から接近し

てきたクルマを検知し、ドライバーに正しい認知と判断を促す｢リア

ビークルモニタリングシステム｣を国内で初めて実用化し、2008年

１月に発売した新型「アテンザ」に採用しました（オプション装備）。

　これは、時速60キロメートル以上の高速走行時に、隣のレーン

の後方から接近してくるクルマをレーダーセンサーで検知し、シス

「交通事故の防止をサポートする技術」が
一層重要に

例えば、高速走行時の安全運転を支援

高速走行時の車線変更では、隣のレーンの後方から接近してくるクルマに気付かず衝突してしまう危険があります。
そこでマツダは、このような事故の防止をサポートすることを目的に、後側方のクルマを検知しドライバーに警告する
「リアビークルモニタリングシステム」を国内で初めて実用化しました。　　　　　　　　　

事故のない安全な
クルマ社会を目指して

安 全
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各国の交通事情に合わせてテムが「一定時間内に追

いつかれる」と判断すると、

ドアミラーの付け根部に設

置したＬＥＤライトが点灯し

てドライバーに知らせてく

れるというものです。ＬＥＤライト点灯時に車線を変更しようとして方

向指示器を操作すると、ライトの点滅と同時にブザーが鳴り、ドラ

イバーに車線変更を中止するよう警告を発します。レーダーの検

知範囲は後方約50mと広く、車線変更時のドライバーの認知や

判断をサポートし、「衝突しそうになってヒヤリとする」状況を起こり

にくくします。

　米国高速道路交通安全局NHTSA（National Highway Traffic 

Safety Administration）の調べによると、車線変更時の事故は、

米国で発生する交通事故全体の約９％にあたる４番目に多い日

常的な事故として報告されています。　

　米国では、混雑した高速道路で車線変更を頻繁に繰り返す傾

向が強いと言われています。マツダでは、そうした交通事情にあわ

せ、「リアビークルモニタリングシステム」と同様のシステムとして、

「ブラインドスポットモニタリングシステム」を開発しました。これは、

ドライバーの死角となりやすい隣接レーンの後側方約７mまでのエ

リアを検知し、車線変更時の危険をドライバーに知らせるシステム

であり、2007年に発売した「CX-９」に採用しました（オプション装備）。

　マツダは、事故の未然防止に資する安全技術や、ヒヤリとするよ

うな状況を回避するための運転支援システムの開発に取り組み、こ

れら技術を普及させていくことで、事故のない安全なクルマ社会の

実現に貢献していきます。自車

対象車

約50m

接近車両検出エリア

　入社以来、クルマの予防安全技術全般の研究に携わり、いつかは

自分が携わってきた研究の成果を量産に結びつけ、お客さまに提供し

たいと思い続けてきました。「リアビークルモニタリングシステム」の開発

に関わり、その思いをやっと叶えることができました。　

　人間はミスをするものです。だからこそ、ドライバーの不注意や確認

不足を補いながら、“Zoom-Zoom”なドライブをサポートできるシステム

や技術の開発を今後も続けていきます。

車両システム開発部
車両統合制御開発グループ

礒本 和典
　以前、知人が交通事故で亡くなったことをきっかけに、「ぶつからない

クルマ、事故を起こさないクルマ」をつくりたいと切実に思うようになり

ました。

　お客さまに「クルマを運転する楽しみ」をいつまでも味わっていただくた

めに、事故を起こさず快適に安心してドライブできるクルマづくりにこれ

からも取り組んでいきます。そして、私たちが開発した安全技術が少しで

も事故の低減につながることを願っています。　　　　

車両システム開発部
電子実研グループ
アシスタントマネージャー

花田 充基

Social & Environmental Report 2008 24



全方向衝撃吸収構造ボディ「ＭＡＧＭＡ」

衝突を予測・回避し、被害を軽減する
「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システム」

パッシブセーフティ技術

　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、キャビンの変形

を抑えて乗員への衝撃を効果的に吸収する全方

向衝撃吸収構造ボディ「MAGMA※1」を採用して

います。法規で定められている衝突試験だけでな

く、各種の衝突試験を実施し、事故で想定される

さまざまな衝突形態に対応した高いレベルの衝

突安全性能を実現しています。

新型「アテンザ」には、高張力板を多用した、
進化した「ＭＡＧＭＡ」ボディを採用

　2008年１月に発売した新型アテンザでは、

「ＭＡＧＭＡ」ボディをさらに進化させました。

　高張力鋼板の使用を増やすことで、曲げ剛性

では最高約45％、捻り剛性では最高約30％向

上しています（一部のモデルでの比較）。

　「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システム」

は、レーダー技術を用いて危険を予測し、衝突

の回避のサポートと万が一の衝突時の被害軽

減を図るシステムです。バンパー裏側に取り付

けられたミリ波レーダーが先行車や対向車、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、これと同時にシートベルト

を巻き取り、乗員の拘束力を一層高めて衝突被

害軽減に貢献します。「ＭＰＶ」「ＣＸ-７」「アテン

ザ」などに採用しています（オプション装備）。

　ＭＰＶでは､衝突の可能性があると判断した

場合に、あらかじめブレーキの遊びを詰め､ブ

レーキ性能を一層高める機能も備えています｡

後側方からの車両の接近を検知する
「リアビークルモニタリングシステム」

アクティブセーフティ技術

　マツダは「リアビークルモニタリングシステム」

を国内で初めて実用化し「新型アテンザ」に採

用しました（オプション装備）。

　このシステムは、高速走行時にレーダーに

よって左右後側方から接近する車両を検知し、

車線変更すると衝突の危険性がある場合はド

ライバーに警報を発して注意を喚起するシステ

ムです。24GHｚレーダーを採用することで検知

範囲が広く、悪天候の影響も少ないことが特徴

です。

安 全

安全な社会に貢献する技術を追求

※1 MAGMA：Mazda Geometric 
Motion Absorptionの略。

※２ ユーロＮＣＡＰ：欧州各国の交通
関連当局などで構成された独立
機関が１９９７年から実施してい
る自動車の安全性能評価
（European Ｎｅｗ Car　
Assessment Programme）。

新型「デミオ」が、欧州の衝突安全性能
評価で最高ランクを獲得

　2007年に発売した新型「デミオ」は、その高い

衝突安全性が評価され、2007年12月に、欧州

の自動車安全性能評価「ユーロＮＣＡＰ※２」にお

いて成人乗員保護性能について最高ランクであ

る５つ星を獲得しました。

1480Mpa
980Mpa
780Mpa
590Mpa

マツダは、万が一の事故の際にドライバーの被害を軽減するパッシブセーフティ技術、事故防止をサ
ポートするアクティブセーフティ技術、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事故防
止を狙うシステムなど、交通安全の確保を目指してあらゆる角度から研究開発を推進しています。

高張力／超高張力鋼板採用部位
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集中ディスプレイ ステアリング上のスイッチ

運転時の視線移動を抑えるヒューマン・
マシン・インターフェース「CF-Net」

　2008年1月に発売した新型「アテンザ」には、

ヒューマン・マシン・インターフェース「CF-Net」を

搭載しています。

　このシステムは、オーディオやエアコンなどをイン

パネ上方の集中ディスプレイの表示を見ながら、

ステアリング上のスイッチで操作できるというもの。

運転中の視線移動が抑えられ、しかもハンドルから

手を離さないため、安全かつ容易に操作できます。

高度道路交通システム（ITS）
●安全運転支援システムの公道実験を実施

　マツダは、2006年9月に、最先端のＩＴＳ※３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。マツダは、道路に設置され

たセンサーやカメラなどから情報を受信しドライ

バーに情報を提供するインフラ協調安全運転支

援システムのうち、ＩＴＳ対応型ナビゲーションシス

テム（車載器）と、ナビ上で情報提供するための

ＨＭＩ（ヒューマン・マシン・インターフェース）の開

発を担当しています。

　2008年の１月下旬から約１カ月間、ＩＴＳ車載

器やドライブレコーダーを搭載した３台の実験車

両を使って公道を走行し、データを収集し、分析し

ました。今後、約50台のＩＴＳ車載器を産学官関

係者と一般ユーザーの車両に載して、さらに幅広

くデータを収集・分析していきます。

※４広島地区では、三菱自動車工
業株式会社、川崎重工業株式
会社、マツダが３社合同で公道
走行試験を実施。

※3 ITS：Intelligent Transport 
Systems（高度道路交通システ
ム）。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
交通問題の解決を目指す交通
システム。

●車車間通信を利用した「出会い頭衝突防止
支援システム」の開発

　マツダは、2008年３月から広島地区において、

先進安全技術を搭載した実験車両「ＡＳＶ-４」の

公道走行実験を開始しました。

　この実験は国土交通省が推進している「先進

安全自動車活動推進計画」に基づくもので、今

回の実験では車車間通信利用型の安全運転支

援システムの開発を進めています。マツダはＡＳＶ

のプロジェクトメンバー※４と合同でデータを収集・

分析し、出会い頭の事故や右折時の衝突事故、

追突事故を未然に防止する安全運転支援シス

テムを開発していきます。

●車両情報と運転情報を集めて安全や環境
に配慮した運転を支援するシステム

　マツダは、無線通信によって車両情報やドライ

バーの運転情報を集めて活用する「プローブカー

技術※５」を用いた運転支援システムを研究してい

ます。

　現在、インターネットＩＴＳ協議会と協力して開発

を進めている「ヒヤリハットマップ提供システム」も

その1つです。これは、プローブカーで集めた危険

事象のデータから危険地帯を統計的に割り出し、

それをカーナビゲーションなどに表示させるシステ

ムです。

　2007年度は、このシステムにエコドライブ支

援の機能を追加し、総務省が募集する「ユビキタ

ス特区事業」に「広島地区におけるモバイル

ＷｉＭＡＸ※６等を活用したサーバ型運転支援サー

ビス」として提案し、認められました。2008年度か

らは広島県の産官学と共同でプロジェクトを推進

していきます。

※5プローブカー技術：クルマをセン
サーとして、車両情報や運転情
報などを収集する技術。センサー
の役割を務めるクルマを「プロー
ブカー」と呼ぶ。

※6 モバイルWiMAX：「WiMAX」と
いう無線通信規格を移動通信
に活用する技術。モバイル端末
でＡＤＳＬ並みの速度と料金で通
信できる。

マツダMPV、IＴＳ実験車両 マツダの先進安全自動車実験車両「マツダＡＳＶ-４」
安
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社会報告

人々から信頼され、
期待される存在を目指して
マツダはお客さまや取引先、株主・投資家の皆さま、従業員、地域社会といった
さまざまなステークホルダーの声に耳を傾け、ともに理解し、協力し合いつつ、
持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えています。

29　製品責任

33　人権尊重

35　労働慣行

39　社会貢献活動
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品質の向上への取り組み

マツダは、製品責任を果たし、お客さまに満足していただくために、品質向上はもちろん、適切な情
報提供やアフターサービスの向上、さらには誰にでも使いやすいクルマの開発に取り組んでいます。

　マツダは、『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

質方針のもと、『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

（マツダクオリティ）活動」や、「開発品質革新」な

どの品質向上施策に、全社を挙げて取り組んで

います。

　従来のＱＣサークル活動を軸としてスタートした

Mazda Quality活動を、近年、「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、マネジメント、職場環境、仕事、一人ひとりの

行動についてもその質を重視し、品質の改善に

向けた活動を継続しています。

　また、ＱＣサークル活動は米国やタイの関連

工場、取引先にも展開し、グループ、サプライ

チェーン全体となって品質向上に取り組んで

います。

品質の向上
海外事業所での品質管理の支援
　マツダは世界同一品質を目指して、海外事業

所の設立にあたっても、その品質管理活動の迅

速かつ確実な立ち上げを支援しています。

　海外事業所で現地生産が本格的に開始され

るまでの間、品質体制の整備に関わるとともに、

生産技術、品質評価、品質管理において技術

面での支援も実施しています。

2007年度のリコールなどの状況
　事故の発生を一層低減し、お客さまや同乗者

の安全を一層高めるために、販売会社などを通し

て不具合に関する品質情報を入手し、それらをも

とに継続的に品質改善を行っています。また、リ

コール（製品の回収・無料修理）が必要な場合

は、法規に従って対応しています。2007年度、

国内で実施したリコールは7件でした。

　リコール・改善対策情報の詳細は、当社の

WEBサイトで開示しています。

製品責任 高品質で優れた
商品・サービスの提供

品質マネジメント
　マツダは1994年度にＩＳＯ9002を取得、1996

年度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に取得しました。

　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、全社で内

部品質監査を実施しています。PDCAサイクルを

まわし、改善を積み重ねています。

　2007年度は、合計184回の内部品質監査を

実施しました。

　社団法人日本プラントメンテナンス協

会が、TPMによって成果をあげている国

内外の事業場を審査、表彰する「TPM優

秀賞」において、マツダの防府工場中関

地区が「TPMワールドクラス賞」を受賞し

ました。

　同工場は1991年に当社ではじめて

TPMを導入し、高効率のラインづくりを進

めるとともに、素材から組立までの全プロセ

スでロスの低減を図る技術を開発・展開し

ています。

防府工場中関地区が
「TPM※ワールドクラス賞」を受賞

CLOSE-UP
※ TPM：Tota l  P roduc t i ve  
Maintenanceの略。生産システ
ムのライフサイクル全体を対象に
して、“災害ゼロ・不良ゼロ・故障
ゼロ”など、あらゆるロスの発生を
未然に防ぐ仕組みをつくり、ロスゼ
ロを達成する運動。

リコール情報
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サプライヤーへの要請と
支援
コミュニケーションを重視

人材育成を支援

　より良いクルマをつくるためには、サプライヤー

（購買取引先）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

略などの情報を早期に提供するとともに、活発に

情報交換しています。

　主要なサプライヤーに対しては「経営者懇談

会」や「購買連絡会」などを開催し、マツダの重点

施策について説明しています。

コンプライアンスや環境保全の要請
　近年では、サプライチェーン全体のマネジメント

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、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、環境面でも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。

　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2006年度から開催し、サプライヤーの人材

育成を支援しています。

　2007年度は計11回開催し、48社から96名

が参加しました。受講者からは、「マツダグループ

の品質向上への取り組みが理解できた」と、良い

評価を得ています。2008年度は、受講者から要

望の強かった「工程保証度評価」と「日常管理

（変化点管理、外注管理など）」の講座を中心と

し、講座内容の深堀やさらなる充実を目指します。

品質管理教育の実施
　マツダは、従来から地場サプライヤーを対象

に、「品質管理教育」を開催してきました。この

取り組みは、サプライヤーの品質向上活動の中

核を担うスタッフを対象に、ＱＣ的なものの見方・

考え方、改善の進め方などの役立つ手法を紹

介し、習得してもらうことで、品質改善の推進役・

アドバイザーとしての力の向上を図ることを狙い

としています。

　2007年度は、サプライヤーから例年の2倍以

上の受講希望者が集まり、延べ200名以上が

受講しました。業務改善・品質向上を支援
　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、各地のサプライヤーに対する支援を実施し

ています。

　特に取引が多い地場のサプライヤーに対して

は、「Ｊ-ＡＢＣ活動」として、ものづくりの無駄や問

題点を抽出し、改善策の検討などに一致協力し

て取り組んでいます。

1. 物流に関する業務削減を図るために、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。 

2. 部品の製造物責任リスクを軽減するPL保険加入の案内。 
3. 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。

その他のサプライヤー支援策

経営者懇談会 購買連絡会
高
品
質
で
優
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た
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品
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お客さま満足向上のための
4つの取り組み

　マツダは、お客さまの満足を高めていくことを企

業活動の重要課題と位置付け、常にお客さまの

声に耳を傾けながら、次の４つに取り組んでいます。

お客さま満足の向上
適切でわかりやすい情報提供
　マツダは、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す。

　2005年10月から本格的な導入をスタートさ

せ、2007年3月末現在で全国48の販売会社、

808店舗への導入を完了しました。また、2007

年度には、それまでの車種に加えて、新型「デミ

オ」、新型「アテンザ」を追加しました。

アフターサービスの向上
　マツダは、購入時から廃棄にいたるまで、お客

さまに快適に安心してクルマをお使いいただくた

めに充実したアフターサービスの提供に努めてい

ます。

　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」など独自のサービス商品を

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、お役立ち情報の提供にも

努めています。

製品責任

お客さまの声に耳を傾けて
　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WEB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。マツダは、これらの貴重な情報を日々 、商品

開発や販売・サービスの各部門にフィードバック

して、お客さまの満足をさらに高めるために役立て

ています。

　2007年度にコールセンターへ寄せられたお客

さまの声は、約75,000件ありました。

VIP（ビジュアルITプレゼンテーション）画面

高品質で優れた商品・サービスの提供

１. １回確実修理の実現
万一不具合が発生した場合は、1回
の入庫で確実に修理することで、お客
さまの不満解消を図ること。 

２. 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。

３. 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。 

４. 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
目指すこと。
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グローバルな整備技術力の向上を目指して

世界中のお客さまの要望を商品に反映

　マツダは1963年から、国内販売会社のサービ

ススタッフを顧客対応力や整備技術力に優れた

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も、地域毎に

こうしたサービス技術を競い合う大会を開催して

います。

　また、新型車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

車研修を国内外で実施しています。

販売の現場を支援する取り組み
　あらゆる面でお客さまに満足していただくために

は、販売を担当する販売会社・ディストリビュー

ター（卸売会社）とも一緒になって取り組む必要

があります。そこでマツダは、さまざまなコミュニケー

ションの場を通じて協力をお願いするとともに、支

援を実施しています。

　国内の販売会社には人材育成のための研修

プログラムなどを提供しているほか、海外ではディ

ストリビューター同士がお互いの成功事例を共有

する場やツールを用意しています。

　マツダは、世界中のお客さまからのご要望を製

品に反映する取り組みを進めており、現地市場

のニーズに焦点をあてた新型車をデザイン、開発

しています。

　2007年度は、主に北米向けに発売した7人乗

りSUV「CX-9」に続き、中国向けに「Mazda2」（日

本名「デミオ」）セダンを発売しました。さらに、2008

年の夏に発売を予定する北米向け「Mazda6」では

北米専用の大型ボディを採用し、V6 3.7Lのエン

ジンを搭載するなど現地のニーズに応えています。

多様な
お客さまニーズへの対応

誰もが使いやすいクルマづくり
　マツダは、「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、誰にとっても快適で使いやすい工夫を施し

たクルマの開発に取り組んでいます。

　例えば、2007年度に発売した「デミオ」では、

女性の意見を参考に、周辺を確認しやすい運転

視界を確保するための工夫や、最も操作性の高

い位置にシフトレバーやパーキングレバーを配置

しました。

販売会社・ディストリビューターの表彰
　国内では、通期、半期それぞれの期間内に優

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。2007年度は、

７社を経営優秀販売会社として表彰しました。

　海外でも毎年、販売台数とその増加率や品質

問題に対する対応力、セールス・サービス領域の

顧客満足度調査などを参考にディストリビュー

ターを表彰しています。

第44回マツダ全国サービス技術大会 販売会社代表者会議 中近東・アフリカディストリビューター会議

北米向けのMazda6

デミオの内装部分

高
品
質
で
優
れ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

製
品
責
任

Social & Environmental Report 2008 32



　「社会」というシステムが、お互いに人権を認め合う市民同士の

連帯によって初めてその機能を発揮するのと同様、「企業」におい

ても、従業員同士がお互いに個として認め合い、尊重し合ってこ

そ、個人がその力を十分に発揮することができ、組織が機能し、そ

れが会社全体の力になるとマツダは考えています。

　こうした考えに基づいて、マツダは2000年10月、人権擁護活

動のレビューボードとなる人権委員会を設置し、人権侵害撤廃規

則を制定。その翌月には「マツダは人権を尊重し、公正な処遇を

行う日本のリーダーカンパニーを目指す」という人権宣言を社内外

に発表しました。以来、人権研修や人権講演会、人権コンサート、

人権パネル展などを実施しているほか、人権ラッピングバスを導

入するなど取り組みを推進しています。

　現在、マツダの事業拠点は世界中に広がっています。そこには、

性別、年齢、国籍、障がいの有無といった異なる背景を持った人々

が集まっているため、その違いを認め合いながら働く、差別のない

就業環境をつくっていくことが重要です。そこで、2006年から

“One Mazda”として国内外のグループ会社をも巻き込んだグ

ローバルな人権擁護活動をスタートさせています。

　まずは各社が「人権尊重が企業活動の基本である」という考え方を

理解し、これをグループ全体で共有することから始めました。しかし「人

権」と言っても捉え方は国・地域によって異なります。そこでマツダが

情報発信の中心となり、各グループ会社の自主的な取り組みを尊重

して、世界各地の事情に配慮した活動を支援・指導してきました。

　この取り組みの柱は、「理念」「規則」「推進体制」「研修」「啓発

世界各地の事情に配慮しながら“One Mazda”
でグローバルに人権擁護活動を推進

株式会社京滋マツダ
管理本部 取締役本部長　 松本 和男

平等と思いやりを大事にしています
　当社は「平等と全従業員への思いやり」を重視し

て人権擁護活動に取り組んでいます。

　2007年度は、人権の大切さ、重要性を周知する

ために、新入社員教育や人権標語の募集、人権ポ

スター掲示、従業員の外部研修への積極的派遣な

どの施策に取り組みました。今後は、人権擁護活動

を推進する人権リーダーの育成、店舗への人権擁護

活動の積極的展開に努めるほか、子どもやお年寄

り、障がい者の方 な々どへの思いやりに基づいた活

動も、地域社会の中で実践していきたいと思います。

日 本

マツダ（中国）企業管理有限公司
CSRチーム 陳　燕

従業員教育に力を入れています
　当社のＣＳＲチームでは人権侵害を完全に撤廃す

るために、問題発生時の通報・申告の仕組みの整

備や、基本理念・規則／ガイドの制定、人権擁護活

動の推進体制の確立、教育などに取り組んでいます。

　特に重視しているのは従業員に対する人権教育

です。2007年度は新入社員教育の一環として、当

社の企業倫理行動規範、人権侵害撤廃規則、セク

ハラ追放ガイドなどに関するオリエンテーションを開催

して周知徹底を図りました。「公平・平等」「誠心・誠

意」「偏見なし」の企業文化醸成に努力していきます。

中 国

オートアライアンス（タイランド）
人事部 シニアマネージャー クン サライラユット

「誠実さ」「嫌がらせをしない」「多様性」を重視しています
　「誠実さ・嫌がらせをしない・多様性」からなる

Corporate Code of Conductが当社の人権に対

する基本的な考え方です。入社時にこの考え方に

関する研修を実施し、周知徹底しています。

　2007年度は、行動規範、セクハラガイドライン、当社

の方針を全従業員に周知徹底したほか、“People”を

テーマにタイ人、日本人、西欧人で話し合いを持ち、お互

いを理解しあいました。また、多様性尊重の一環として、

約120名（全従業員の約3％）のイスラム系従業員向け

の給食は、イスラムの教えに則ったメニューとしています。

タ イ

チャン ヤン

従業員が思う存分能力を発揮し、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尊重し認
め合う、働きやすい職場環境が必要です。マツダは人権の尊重を企業活動の基本として取り組んでいます。

人権尊重を
企業活動の基本として

人権尊重
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活動」の５つ。グループ全社に人権の担当者を置き、理念の共有

を進めながら、規則や体制を整備しました。グループ内で人権問

題が発生した場合は、その情報が迅速にマツダに報告され、グ

ループ全体で解決に取り組むこととしました。さらに、それまで研修

を実施していなかった会社にはマツダからサンプルプログラムを

提供し、研修体制の確立に向けた指導と支援を実施。啓発活動

についても、各社が当社の取り組みを参考にして工夫を凝らした

独自の活動を展開しています。

　こうした活動によって、グループ内の人権に対する意識は着実

に向上し、人権問題について解決しやすい環境も整ってきていま

す。人権に関する「日本のリーダー」から「世界のリーダー」へ──

これからもマツダは、グローバルに、そして誠実に人権擁護活動

のレベル向上に取り組んでいきます。

　マツダは2008年3月、法務省と全国人権擁護委員会連

合会が主催する「人権擁護功労賞」を受賞しました。

　2006年度に創設された同賞は、人権擁護活動に顕著な

功績があった団体および個人を表彰するものです。2007年

度の今回が創設後初

めての表彰で、企業とし

てマツダが全国初の受

賞となりました。

CLOSE-UP
企業としては全国で初めて「人権擁護功労賞」を受賞

オートアライアンス・インターナショナル
人事部 副社長 レックス ジョンソン

異文化・多様性を理解する研修を実施しています
　当社では雇用機会均等規程とオープンドアポリ

シーを制定しています。前者は人事上の処遇の平

等を定めたもので、後者は部下の意見を上司や会

社が自由に聞き、受け入れることを定めたものです。

　2007年度は全従業員向けに、全米自動車労組

とフォードの共同プログラム「異文化・多様性を理解

するための研修」をスタートさせました。今後はこうし

た研修プログラムを改善しながら、従業員やお客さま

への責任を果たします。

米 国

マツダモーターヨーロッパ
人事部 シニアマネージャー　 クリス サハキア

公平で調和のとれた人事システムの構築をめざします
　各国および欧州全体の法律に基づいて、公正な

処遇や就業者行動規範なども含め、広く人権全般

をカバーするBusiness Code of Conductを制定

しています。

　我々の目標は“One Mazda”のビジョンを広め、

人権に関して欧州で共通のチームスピリットを育む

ことです。公平で調和のとれた人事システムを構築

することで、前向きな組織風土があり、信頼・敬意

のこもった振る舞いができる職場をつくっていきたい

と考えています。

欧 州

マツダノースアメリカンオペレーションズ
人事部 副社長 レネエ ルイス

人権に留意することが企業の基盤です
　当社は最高水準の誠実さをもって事業を営むた

めの努力をしており、それは人権にも当てはまります。

人権侵害は絶対に許さないというポリシーのもと、

「ゼロトレーランス」「ノンハラスメント」「倫理規範」の

3つの基本ポリシーを制定して、誠実に人権擁護活

動を推進しています。

　当社は職場から全ての差別をなくし、いかなる人

権侵害をも排除するために、素早く対応しています。

人権に留意することが企業の基盤であり、マツダの

ビジネスを成功に導くと私は信じています。

米 国

人権コンサート 人権標語をボディにラッピングしたバス人権カード
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人がイキイキしている企業でありたい

キャリアミーティング

人事基本コンセプト

　マツダはどこよりも「人」がイキイキしている企業

でありたいと考えています。

　2003年4月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

とが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。

「なりたい自分」になるための支援制度

選択と自己実現

　マツダでは、社員一人ひとりの自己実現と、適

労働慣行

グループ全体の人事方針策定に向けて
　マツダグループ全体の人事方針の策定に向

けて、海外、国内の主要子会社の人事担当者

とのネットワークを構築し、定期的な情報交換

会やミーティングを開催しています。

キャリアチャレンジ
（社内公募・ＦＡ）制度
　社内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

度を設けています。前述のキャリアミーティング

とあわせ、これら制度により、社員の一人ひとり

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。

社員一人ひとりの成長と活躍を支援

切なキャリア選択を願って、社員の成長を支援す

るさまざまなキャリア開発支援制度や教育研修プ

ログラムを用意しています。

　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います。

ミーティングでは、業務目標の設定、達成状況の

振り返りとともに、目指す将来像の確認、そのた

めに必要な能力や取組み行動の設定、それらの

向上度合いを確認するなど、定期的に上司と部

下の間で十分にコミュニケーションをとり、今後の

課題を共有化します。この結果、社員意識調査

において、毎年、社員の仕事への満足度に関す

るポイントが向上するなど、着実に成果をあげて

います。

社員がイキイキと働ける風土を醸成するために、マツダは、「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」を実現するための各種支援制度を整備するとともに、安全
と健康の保持・向上、多様性の確保、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。

マツダの成功社員の成功

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

イキイキ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

人事制度とびうお

選択と自己実現

人・仕事・処遇の最適なマッチング

ワークライフバランスの促進
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MESSAGE

　上海に赴任して2年経過し、中国文化や中国人をある程度

理解しているつもりでしたが、「異文化（理解）トレーニング」を

受講して、まだまだだと実感しました。

　日本からの出向者と現地人スタッフとがベクトルを共有するこ

とが重要であり、そのためにも対話を重視したいと考えています。

マツダ（中国）
企業管理有限公司  
カスタマーサービス部

藤原  隆

　「異文化（理解）トレーニング」に参加した経験が非常に役

立っています。特に日本企業の仕事の進め方であるチームマ

ネジメントと部門間コミュニケーションは深く印象に残りました。

　学んだ知識をよく理解し、“One Mazda”の一員として顧客

満足の得られるサービスを提供したいと思います。

マツダ（中国）
企業管理有限公司  
カスタマーサービス部

張  小楠

　マツダグループでは世界で約39,000人の社員が働いており、「社員の成長を支援し、会社の成

長につなげていく」という考え方は、国内外のグループ会社にも共通しています。

　たとえば、マツダ（中国）企業管理有限公司では、マネジメントの現地化を進めるにあたって、互い

の文化を理解しあうことが重要であるとの考えから、日本人駐在員と現地人社員のそれぞれを対象

とした「異文化（理解）トレーニング」を年2回実施しています。また、マツダモーターヨーロッパでは、約

10カ月の期間をかけてマネージャー層を対象に、指導力やチーム力を育成する「欧州リーダーシッププ

ログラム」を2008年1月からスタートさせました。欧州のビジネススクール「IMD（Institute for 

Management Development）」ローザンヌ校とも提携して、社員の能力向上をサポートしていきます。

　さらに、オートアライアンス（タイランド）では、道場（DOJYO）というユニークな名前の研修場を持

ち、工場の技能社員を対象とした技能伝承プログラムを実施しています。また、タイでは珍しい社内

の技能検定制度も運用しており、2007年度からは新たに技術の「競技会」も開始しました。これら

機会を通じて、社員の技能・技術の向上とモチベーションアップを図っています。

キャリア開発も“One Mazda”の姿勢で

「異文化（理解）トレーニング」を受講して（中国）

　生産ラインで働いていた頃、品質向上のために技能の習熟レ

ベルを向上させたいという思いが強かった私は、技能伝承プログ

ラムのトレーナーの募集があるという話を聞きすぐ応募しました。

　日本の工場で研修を受け、現在はトレーナーとして指導にあ

たっていますが、この制度は個人の技能向上だけでなく、現場全

体のレベルアップに貢献していると感じています。

オートアライアンス
（タイランド）

サハラット・
ブーンマン

技能伝承プログラムのトレーナーとして（タイ）

CLOSE-UP

欧州リーダーシッププログラム、ＩＭＤローザンヌ校

ジャン    シャオナン

社
員
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人
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多様な働き方を支援

ワークライフバランス

　マツダは、多様な価値観やライフスタイルを持

つ社員が、個人の生活と会社生活とを両立させ

ながら、自分らしく活躍できるよう、さまざまな選択

肢を用意し、ワークライフバランスを促進する制度

の充実に取り組んでいます。

安定的な障がい者雇用
　マツダは、従来から、法定障がい者雇用率1.8％

の安定的確保に取り組んできました。2007年度

末、232人を雇用し、障がい者雇用率は1.82％

となっています。また、障がい者が働きやすい職

場環境の整備を進めています。

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

人・仕事・処遇の最適な
マッチング
　マツダでは、自分の仕事の成果や能力がどの

ように評価されているのかがわかり、今の成長と

活躍に見合った処遇を行っています。

　賃金の決定にあたっては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。

　またキャリアミーティングの結果をもとに、個々

人の育成計画への反映や適材適所を目指した

配置転換などを実施しています。

多様性の確保
　マツダは、社員の多様性を尊重するとともに、

社員がその個性を発揮しながら、力をあわせて会

社に貢献する企業風土の醸成を目指しています。

次世代育成を支援
　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、ワークライフバランス促進の

諸施策に加え、次のような取り組みを実施して

います。

社員一人ひとりの成長と活躍を支援

子育て中の社員のために、2002年度に
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。

主なワークライフバランス支援制度

・社内保育施設「わくわくキッズ園」

（eラーニング導入）

主な次世代育成支援策

・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

（専用パンフレットの全社配布）
・仕事と子育ての両立支援制度の理解促進

（看護休暇の半日取得制度導入）
・育児をしやすい勤務環境のさらなる充実

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。半日単位での取得も可能。

・看護休暇　

転勤した配偶者に同行する場合、一定期間を休職扱いとし、それまで培ってきたキャリアの
継続を可能にするための制度。

・赴任同行休職　

労働慣行
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高齢者雇用の促進と技能・ノウハウの伝承
　マツダは高齢者の雇用を促進し、技能、ノウハ

ウの伝承を進めています。1990年度に導入した

技能系社員の定年者再雇用制度を2006年度

4月に発展させ「エキスパート・ファミリー制度」と

し、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。2007年度定年再雇用者の登録数は

996名に上っています。

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／総合職区分の廃止など、

女性の雇用と活用の促進に取り組んできました。

　また、男女ともに働きやすい就業環境の実現

に取り組んでいます。

健康の維持・増進
　マツダでは、「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全

労働安全衛生
　マツダは2005年に「安全健康基本理念」を

制定し、全社員による「安全の誓

い」、安全衛生能力向上にむけ

た教育や安全意識高揚の啓発

活動および設備の安全化に取り

組んでいます。

　2007年度は社内で延べ242

回の安全衛生研修を実施し、延

べ11,475人の社員が参加しまし

た。こうした取り組みの結果、

2007年度の重大災害は０件、ま

た全災害件数も減少しました。

労使関係
　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、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。

•職場ストレス診断：966件
•管理者対象メンタルヘルス講演：318件
•セルフケアセミナー（自律訓練法）：72名（累計1,539名）
•メンタル出前教育：400名
•ラインケア（事例に学ぶメンタル対応）：542名
•新任管理監督者研修：338名

メンタルヘルスケアに関する主な施策（2007年度）

マツダ21世紀労使共同宣言

社的な健康づくり活動を

推進し、社員の健康の維

持・増進に努めています。

　2007年度には、メンタ

ルヘルスケアに関して右

記の施策を実施しました。

2008年度には、「特定

健診・特定保健指導」が義務化されたことにとも

ない、生活習慣改善・メタボリック予防を目的とし

たプログラムを強化する計画です。
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女性管理職者（係長級以上）推移（単独）
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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。

※関係会社は会計年度（4-3月）で集計
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地域に根ざす「良き企業市民」として マツダボランティアセンターの活動

基本的な考え方 国内での取り組み

　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、社内関係

部門やグループ会社を代表する委員で構成する

「マツダ地域貢献委員会」を設立。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、その活動を推進す

る地域貢献推進委員を中心に展開しています。

　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・OB・家族を登録して

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。

　2007年度には、フラワーフェスティバルでの清掃

ボランティア、海外援助米づくり、ホームステイの

受け入れなど36件の活動に116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、必要な

人材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。

　2007年度には、地域の行事や学校の授業

へ、南京玉すだれの実演や職場体験学習のた

めのマナー講

座、クルマの新

技術について

の講演など、合

計78件の派遣

を実施しました。

5,000名が清掃ボランティアに参加
　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・OB・家族がボ

ランティアで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。 

　2007年度は、各地で延べ約5,000名が、行

政が主催する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。

社会貢献
活動

マツダの社会貢献活動ツリー

企業市民としての活動を大切にして

図
マナー講座

マツダグループ

地域社会
マツダボランティアセンター マツダスペシャリストバンク

学術・教育
● 科学技術振興研究助成（マツダ財団）
● 青少年健全育成研究助成（マツダ財団）
● 大学講義（マツダ財団）
● 中学校・高校・大学への講師派遣
● 社会科学習支援研修会開催

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

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

社会福祉・医療
● 福祉施設への車両の寄贈
    （マツダ労働組合）
● 福祉機器寄贈キャンペーン
● マツダ病院の地域開放、公開医療講座
● 福祉施設へのサンタクロース
    ボランティア（マツダR&Dセンター横浜、
    マツダ労働組合）
● チャリティフリーマーケット開催
    （マツダR＆Dセンター横浜）

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

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

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

地域交流
● 地域イベントへの協賛、参加
    （ひろしまフラワーフェスティバル、
    三次きんさい祭、防府天神祭等）
● マツダミュージアム開設、一般公開
● 三次事業所、防府工場見学受け入れ
● マツダ短信発行
● 船積み見学会開催
● 講演会開催（マツダR＆Dセンター横浜）

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、グループ全体として、また事業拠点ごと
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展開しています。
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地域イベントへの参加
　広島の本社や三次事業所、山口の防府工場

は、それぞれ「ひろしまフラワーフェスティバル」「三

次きんさい祭」「防府天神祭」に毎年参加してい

ます。

　また、2007年度は防府工場が第15回「愛情

防府フリーマーケット」において、ＲＸ-８ハイドロ

ジェンＲＥの展示紹介やエコクイズ大会を開催し、

会場を盛り上げました。フリーマーケットの売上げ

の一部は、寄付金として来年の開催や防府市社

会福祉協議会の福祉活動などに役立てられます。

マツダミュージアムの活動
　本社にあるマツダミュージアムは開設以来、

2008年3月末までに約95万人の見学者をお迎

えしています。2007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。

感動する心をはぐくむ「感動塾・みちくさ」

（財）マツダ財団の活動

　マツダ財団は、子どもたちが自然とふれあうこ

と、仲間をつくること、そして生活の中の身近なも

のを題材に協力しあい創意工夫することを通じ

て、未知なる物への興味を喚起し、感動する心を

はぐくむ「感動塾・みちくさ」を開催しています。

　2007年度は広島市青少年野外活動セン

ターなど３カ所で実施しました。

子どもたちは、自然の中でエコロ

ジーやエネルギーについて学び、

貴重な思い出をつくりました。 

（財）広島市ひと・まちネットワー

クとの共催、中国電力（株）の協

賛で取り組んできた「感動塾・み

ちくさ」は、2007年度で10年目

を迎えました。

　（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。

多方面への寄付活動
　2007年度、マツダ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）マツダ財団や行政などに約１億7200万

円を寄付しました。

ひろしまフラワーフェスティバル

広島市青少年野外活動センターにて水生動物や
水の環境について観察を通じて学ぶ

マツダ財団主催
柳田邦男氏の講演会
演題　「大人が変われば子ども
も変わる ～いま、絵本の力～」
絵本を通じた親子間のアタッチ
メント（愛着）の重要性について
講演

2007年度のマツダ財団の主な活動
内容分野

科学技術への助成

青少年の健全育成

大学における寄付講義

講演会

•科学技術に関する基礎研究および応用研究30件に3300万円を助成。
•大学・研究機関等が中国地方で開催する小中高の生徒を対象とした
「科学体験」に関する研究会等10件に100万円を助成。
•科学わくわくプロジェクト：小中高校生を対象に、科学にわくわくする機会
を提供し、科学塾「海辺の生物の不思議をのぞいてみよう！」などを開催。

•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460万円を助成。
•次代を担う青少年の心豊かな成長の一助となる、広島県・山口県の
地域に密着した活動29件に750万円を助成。

•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。

•ノンフィクション作家で評論家である柳田邦男氏を広島に招いて講演
会を開催。

（財）マツダ財団の事業報告

企
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海外での取り組み

　マツダ財団USAは、学生による自然資源の

保護を推進する米国のNPO「SCA（Student 

Conservation Association学生自然保護

協会）」と提携して自然保護と青少年教育に

取り組んでいます。

　「マツダ・セイブ・アウア・アメリカン・リソース・

プログラム」を実施して、米国50州の州立公園

や国立公園で、

学生の自然保護

インターンシップ

プログラムを支

援しています。

　中国でマツダ車を販売している一汽マツダ汽

車販売有限公司では、設立2周年の2007年２

月28日に「温暖梦想（夢を暖める）」と題したチャ

リティイベントを開催し、孤児たちの成長と夢の

実現を手助けするために16台のコンピューター

を寄贈しました。

　マツダ自然保護基金では、

フォードサウスアフリカなどと連携

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、環境マネジメン

ト、雇用創出を支援しています。

　同基金は、これらの活動に、

年間約150万ランドを寄付して

います。1990年以来、累計で約2000万ランド

を寄付しました。

　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、米国に本拠を置くNPO

「YFU（Youth For Understanding）」と共同で、

高校生交換ホームステイプログラム「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を訪れました。滞在中

にはマツダの広島本社を訪問し、社長との面談

や工場、ミュージアムの見学を通じて、日本の自

動車メーカーについての理解を深めています。

　タイのAATでは、HIV患者の

支援とエイズ撲滅を目指して

「AAT Hope Club」を2003年

に設立しました。　

　以来、継続的に、HIV施設へ

の慰問やポスター展示、専門家

による教育などを通じて、従業員

だけでなくその家族に対しても啓

発活動を実施しています。

社会貢献
活動 企業市民としての活動を大切にして

コンピューターの寄贈

南アフリカでの自然保護活動

自然保護インターンシッププログラム

「AAT Hope Club」のメンバー

マツダミュージアムの見学

コンピューターを寄贈して
孤児たちの夢を応援

中 国
自然保護インターンシップ
プログラムを実施

米 国

国際文化交流活動「マツダ／
ＹＦＵスカラシップ・プログラム」

米 国

HIV／エイズの蔓延防止
タ イ

自然保護と地域開発を援助
南アフリカ
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　マツダ財団USAは、NPO「シューズ・ザット

フィット」への資金提供を通じて、経済的に困って

いる家庭の子どもたちに新しい靴や衣料を提供

することで、自尊心の確立を促しています。

　マツダでは2006年からこの団体に協力し、本社

が位置する南カリフォルニアでは、30,000人以上

の子どもたちが新しい靴と衣料を受け取りました。

　マツダ財団オーストラリアは、近年特に、精神

疾患に悩む人 を々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ています。

　メルボルン・ロイヤル・チルドレンズ・ホスピタル

のマードック幼児研究所青年健康センターへの

資金提供もその一例です。青年のうつ病の阻止

と精神面の健康促進を目指しています。 　マツダ財団コロンビアは、1990年に設立され

ました。教育や文化、芸術などの分野で同地の

発展を目指して、物理学や数学、

古典音楽などを研究する大学院

生への奨学金、中世古典の研

究プロジェクトやミュージシャン

のコンテスト、海外から音楽家を

招いて開催するクラシック音楽

のコンサートなど、多彩な活動を

助成しています。

子どもへの靴の寄贈

メルボルン・ロイヤル・チルドレン・ホスピタルの活動 財団の援助を受けたバイオリンのソリストのコンサート

オオカバマダラ蝶

小学校での植林活動

精神面の健康促進を目指して
オーストラリア

　マツダ財団ニュージーランドは、NPO「プロジェ

クト・クリムゾン」と共同で、「ツリーメンダス・スクー

ル・メイクオーバー」というプロ

ジェクトを2007年に立ち上げま

した。小学校のグラウンドに、同

地に自生する樹木を植林します。

　毎年４つの小学校を選定し、

各地に自生する樹木で美しい庭

園を設営し、児童や地域住民が

くつろげる空間をつくります。

固有種「オオカバマダラ蝶」の保護
ニュージーランド

ニュージーランド

教育や文化、芸術など
多彩な分野の活動を助成

小学校に自然の庭園を設営

コロンビア

子どもたちに靴や衣料を提供
米 国

　マツダ財団ニュージーランドは、NPO「モナー

ク・バタフライ・ニュージーランド・トラスト」への助

成を通じて、オオカバマダラ蝶のニュージーランド

固有種の保護を支援しています。

　これまでに、同NPOが主催した個体数調査プ

ロジェクトや、フラワーショーでの啓発活動を資金

援助しました。
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マツダは年々深刻化する地球環境問題に対して、自動車メーカーとしての責任を自覚し
地球温暖化防止、廃棄物や化学物質の削減、自動車リサイクルの推進など
事業活動のあらゆる領域で環境負荷低減に取り組んでいます。

環境報告

豊かな地球環境を
未来へと引き継ぐために

45　環境中期計画
　　  「マツダグリーンプラン2010」

47　事業活動と環境負荷の全容

48　ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）

48　環境会計

49　環境マネジメント

53　地球温暖化防止

55　廃棄物の削減

56　環境負荷物質の管理・削減

57　自動車リサイクルの推進

Social & Environmental Report 200843



Social & Environmental Report 2008 44



2010年度目標 2007年度目標 2007年度実績 2008年度目標

環境報告 環境中期計画
「マツダグリーンプラン2010」
事業活動のあらゆる側面で環境負荷を低減するために、2006年度に環境中期計画「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。

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
［日本］大部分の乗用車でSU-LEV
（★★★★）を達成する。 SU-LEV（★★★★）の導入を推進する。 大部分の乗用車（93.2%）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。 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（★★★★）の導入を推進する。

Tier2／LEV2規制に適合する。

［欧州］次世代クリーンディーゼル車を開発、
導入する。

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。

各市場の最も厳しい将来の排出ガス規制に
適合した新型ディーゼルエンジンの開発を推
進した。

新型ディーゼルエンジンの開発を推進する。

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。 一層の軽量化推進を行う。

新型アテンザで重量効率の高いボデー構造
の適用や高張力鋼板／発泡樹脂など軽い素
材の積極的な採用によって、安全性を向上さ
せながら軽量化を実現した。

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。

2007年に新型デミオで開発したＶＯＣ低減技
術を他車種へ展開する。 新型アテンザで達成した。 VOC低減技術を新型ビアンテにも展開する。

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、自主基準値の適合を継続する。 新型アテンザなど全車両で、自主基準値に

適合した。
新型車の騒音低減開発を推進し、全車両で
の自主基準値適合を継続する。

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。

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。

・プレマシーハイドロジェンREハイブリッド開
発を推進した。
・「RX-8ハイドロジェンＲＥ」1台をリース販売した
（累計10台登録）。また、ノルウェーのHyNor
（ハイノール）プロジェクト参画の調印を行った。

・プレマシーハイドロジェンREハイブリッドで
大臣認定取得、公道走行を開始する。また
2008年度中にリース販売を開始する。
・RX-8ハイドロジェンRE 30台をノルウェーの
HyNor（ハイノール）プロジェクトに2008年か
ら順次納入する。

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。 E20対応のMazda3を海外で導入開始した。

新型トリビュートハイブリッドを米国で発売開始
した。

E85対応の開発を完了する。

⑥ 環境負荷物質使用量の低減
六価クロム：全廃する。 全廃する。 2007年2月からの全廃を継続した。 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を継続する。 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。 新型アテンザなどで達成した。 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の更なる拡大
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（デミオ、プレマシーなど）。

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につき更なる解体・リサイ
クル容易な開発を推進する。

新型アテンザなどで易解体アース端子を採
用し、また、プラスチック部品等のリサイクル
性を向上した。

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。

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。

世界で初めて、植物由来100％の繊維からな
る自動車内装用バイオファブリックを開発し、
プレマシーハイドロジェンREハイブリッド（東京
モーターショー出展）に採用した。

プレマシーハイドロジェンREハイブリッドで実用
化する。
非可食バイオ材料の産学官共同開発に着手
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の開発を推進した。 環境負荷の低い新冷媒ACの開発を推進する。

CAFE規制値に適合する。

［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。 企業平均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。

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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2010年度目標 2007年度目標 2007年度実績 2008年度目標

⑫ VOC排出量低減

３. クリーンさを追求する事業活動

塗装面積当たりの排出量３０g/m2とする。 塗装面積当たりの排出量３４g/m2とする。 塗装面積当たりの排出量33g/m2まで削減した。 塗装面積当たりの排出量３3g/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１９９０年比資材使用量を
４０％削減する。※2

梱包･包装資材使用量を
１９９９年度比２７.９％削減する。
（１９９０年度比で総排出量を３７.９％削減する。）

梱包･包装資材使用量を
１９９９年度比２８％削減した。
（１９９０年度比で総排出量を3８％削減した。）

梱包･包装資材使用量を
１９９０年度比３９％削減する。

国内主要４拠点で全埋立廃棄物量をゼロレベ
ルにする。

全埋立廃棄物量を
１９９０年度比０.３％以下（２００ｔ/年）にする。

全埋立廃棄物量は
１９９０年度比０.０６％（４６ｔ/年）に削減した。 全埋立廃棄物量 ゼロ

国内主要４拠点で１９９０年度比ＣＯ2総排出
量を２０％以上削減する。※3

国内主要４拠点で１９９０年度比ＣＯ2総排出
量を１２.５％削減する。

国内主要４拠点で１９９０年度比ＣＯ2総排出
量を２０％以上削減する。

物流領域でＣＯ2排出量を
１９９０年度比２０％削減する。※2

物流領域でＣＯ2排出量を
１９９９年度比１５％削減する。
（１９９０年度比で総排出量を16％削減する。）

物流領域でＣＯ2排出量を
１９９９年度比１７％削減した。
（１９９０年度比で総排出量を1８％削減した。）

国内主要４拠点で１９９０年度比ＣＯ2総排出
量を２７.５％削減した。

物流領域でＣＯ2排出量を
１９９０年度比１９％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リサイクル率：70％、
車両全体のリサイクル実効率：95％

ＡＳＲリサイクル率：６９％、
車両全体のリサイクル実効率：９５％を達成した。
（未達要因の一部は、新潟県中越沖地震の影響である。）

ＡＳＲリサイクル率：７２％、
車両全体のリサイクル実効率：９５％

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 ６６,０００本/年以上とする。 回収量 ７１,５４４本/年を達成した。 回収量 ７７,０００本/年以上とする。

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。

・国内主要拠点で環境取り組みパネル展示を
開催した。　
・「エコカーワールドひろしま」「温暖化ストップ・
フェア」等の各種環境イベントへ出展した。

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

・環境取り組みを対外的に発信する。　
・環境イベントの開催や積極的参加を行う。

・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4,913名が地域清掃ボランティアに参加した。
・環境教育への講師の派遣を4件実施した。

・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ージメントシステム
（ＥＭＳ）構築を推進する。取引先へのＥＭＳの
維持と充実を図る。

・主要取引先は１００％ＥＭＳを構築した。
・地元２次取引先（自動車関連企業協同組合
  加盟企業）の８７％がＥＭＳを構築した。

・主要取引先でのＥＭＳ構築１００％を維持する。
・地元２次取引先のＥＭＳ構築の充実を図る。

・主要取引先に環境マネー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。

部品販売会社（１３社）にＥＭＳを導入する。
※販売会社の合併により、２００８年７月より販売会社数は
１３社より５社になった。

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。

先行２社は認定を取得した。
先行残り３社のＥＭＳマニュアルを整備した。 統合新会社のＥＭＳ導入を推進する。

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に基き自主改善活動を継続する。
全連結対象販売会社でエコアクション２１の導
入を開始する。

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
極的に発信する。
・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

・社員の環境意識向上のために環境情報を積
極的に発信する。
・社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

・社長メッセージ
・エコ駅伝（イントラによる地球温暖化防止
に対しての取り組み情報発信）
・環境講演会
・環境取り組み事例発表会を実施した。

・社長メッセージ
・環境講演会
・環境取り組み事例発表大会

※2 物流領域（温暖化＆資材）：基準年を変更したことに伴い、見直しを行った。
※3 生産領域：対象を生産領域から間接領域まで拡大し、地球温暖化防止対策の推進に関する法律（温対法）に基づき算出し、見直しを行った。 

ＭＥＣＡ２１に基き、自主改善活動を継続する。
販売会社ＥＭＳを構築する。

ＭＥＣＡ２１自己診断の実施と自主改善を継続中。
１社でエコアクション２１認証を取得した。

環
境
中
期
計
画「
マ
ツ
ダ
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
2
0
1
0
」

環
境
報
告
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環境報告

※１エネルギー使用量と温室効果ガス排出量および国内物流における物流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）と「温室効果ガス排出量算定･
　　報告マニュアル Ver.2.3」（2007年）に基づいて算出しています。

事業活動と環境負荷の全容
マツダは事業活動の全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。

（対象範囲）数値は、2007年度（2007年4月～2008年3月）における、マツダ（株）の主要生産拠点、オフィス領域、国内連結子会社35社、国内持分法適用関連会社
8社およびその他2社の実績です。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、海外連結子会社１社と海外持分法適用関連会社２社が含まれます。
※対象会社リストについては、65ページを参照ください。

エネルギー使用量※1

21,938×103GJ

101.9万t

紙（OA用紙など）

1,097t
原材料（鉄・アルミ等） 

11,489t
化学物質投入量

2,090万m3
水使用量

エネルギー種別
電力

A重油

Ｃ重油

灯油

12,220
390
960
115

546
666
239
3,328

806
992
1,676

軽油

ガソリン

LPG

都市ガス

一般炭

コークス

産業用蒸気

［海外生産拠点３箇所を含む］

42,488t
梱包・包装材

●取引先のISO14001認証取得の促進
●グリーン調達の推進

1,239,561台  
国内　256,563台
海外　982,998台

購 買

●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

研究開発

●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

生 産

●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

物 流

●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

販売・
アフターサービス

●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

使用済み自動車の
リサイクル

シュレッダーダスト（ＡＳＲ） エアバッグ類

総引取り量

再資源化重量

引取り台数

30,934t

23,819t

180,798台

フロン類

再資源化重量 

引取り量

引取り台数

10,009kg

113,262個

65,097台

総引取り量

引取り量

引取り量

合計 42,446ｋg 138,129台
総引取り台数

排出量 移動量1,776t 288t

142万t-CO2

国内物流における物流量※1

594,740×103t-km

損傷バンパー回収・リサイクル

71,544本

温室効果ガス排出量※1

833万m3

SOx排出量

579t
NOx排出量

1,018t
排水量

化学物質排出・移動量［販売会社を除く］

7,568t
直接埋立廃棄物

自動車リサイクル量
自動車リサイクル法に基づく
2007年度の実績値

国内物流における温室効果ガス排出量※1

101,177t-CO2

出荷台数
（車両、海外生産用部品、ＯＥＭ車などを含む）

CFC

HFC

8,386ｋg

34,060ｋg

CO2排出量

CO2以外の
温室効果ガス排出量

138万t-CO2

4万t-CO2

引取り台数

引取り台数

30,697台

107,432台

低公害車等の出荷台数（国内） 188,768台

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

1台

8台

162台

181,772台

6,801台

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 ☆☆☆

24台

G-LEV
平成12年基準排出ガス
25%低減レベル ☆

CO2

SOx NOx

CO2

［マツダ㈱および材料供給先含む］

［海外生産拠点３箇所を含む］
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環境保全コスト

分類 主要活動内容
マツダ単体 マツダグループ全体

投資額 経費額 合計 投資額 経費額 合計

LCA（ライフサイクルアセスメント）
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目指します。

自動車のライフサイクル全体で環境負荷を低減
　マツダは一層の環境負荷の低減を目指し、

LCAの実施手法やLCAの評価に必要なデータ

ベースの構築、方法などの検討を進めてきました。

　現在、国内生産車を対象としたLCAの実施に

向け、素材製造、加工・

組立、使用、廃棄の各

段階におけるデータ収

集を進めています。

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。

環境会計

環境保全効果

分類
環境保全効果

マツダ単体 マツダグループ全体

経済効果（単位：百万円）経済効果（単位：百万円）

LCA実施画面の例

LCAの概要

素材製造

電力／資源などの
投入

CO2／廃棄物
などの排出

Life Cycle

Input

Output

加工・組立

電力などの
投入

CO2／廃棄物
などの排出

使用

燃料などの
使用

CO2などの
排出

廃棄

電力などの
投入

CO2／廃棄物
などの排出

クルマ1台あ
たりのライフ
サイクルトー
タルで環境
負荷を定量
的に評価

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

地球環境保全

公害防止事
業
エ
リ
ア
内

大気汚染、水質汚濁、悪臭防止等の法規制対策など

地球温暖化防止・省エネ、オゾン層破壊防止、その他環境保全など

社員への環境教育、環境マネジメントシステムの構築・運用、環境負荷の監視測定など

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

緑化・美化・景観改善、地域住民・団体への支援、情報提供など

資源の有効活用、廃棄物のリサイクル、廃棄物処理・処分

容器回収、使用済み自動車のバンパー回収

集計期間：
集計範囲：

2007年4月～2008年3月　　　　　　　「環境会計ガイドライン」を参考に、マツダ独自基準で集計しています。
マツダ（株）、国内連結子会社４社（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））　国内持分法適用会社２社（ヨシワ工業（株）／（株）日
本クライメイトシステムズ）　海外連結子会社１社（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（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.）

̶

1,748

801

163

0

17

2,216

0

0

4,945

2,753

2,295

1,370

381

1,129

37,155

84

0 

45,167

4,501

3,096

1,533

381

1,146

39,371

84

0 

50,112

2,513

815

165

0 

17

2,257

0 

0 

5,767

3,096

2,342

1,898

385

2,162

37,493

86

0 

47,462

5,609

3,157

2,063

385

2,179

39,750

86

0 

53,229

単位：百万円

資源循環

上下流

その他

合　計

地球環境保全
国内全拠点
物流領域

地球温暖化防止

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

30.6ｔ-CO2/億円
53,235万ｔ・㎞/年

44,354t/年
174,365t/年
71,544本/年
102,743t/年
931t/年

21,742本/年
4,310t/年
62枚/年

－
－

38

－
－
24

9,658
37

9,213

 
シェル砂 
鋼屑類
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 

ＣＯ２排出量（売上高当り）

9,967

9,455
23

18,955 19,460

集計基準：

－

事
業
活
動
と
環
境
負
荷
の
全
容
／
L
C
A（
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）／
環
境
会
計

環
境
報
告
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サプライチェーン全体を視野に入れて 全社横断的な内部監査と
ISO審査登録機関による外部監査

環境マネジメント体制 環境監査

　マツダは、下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

での事業の全プロセスで、環境負荷と環境事故

発生リスクを軽減するための環境マネジメントを推

進しています。

  グループ会社を含めた“One Mazda”としての

環境マネジメントをさらに強化するため、2008年

度に生産、購買、販売・サービスの事業サイトの

取り組みの推進体制を１つに集約するとともに、

廃車リサイクルの推進を開発段階から一体化さ

せるため、体制の再構築、強化を進めています。

　環境マネジメントシステムが有効に機能してい

ることを確認するために、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

なものとして実施しており、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。

　2007年度の内部監査では重大な指摘はな

く、軽微な不適合が21件、観察事項が139件あ

りました。外部審査については、軽微な不適合が

１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。

環境リスクマネジメント

環境報告

環境マネジメントシステムの構築

リスクアセスメントを実施し、
予防対策を徹底

　マツダでは、環境マネジメントシステム（EMS：

Environmental Management Systems）の構

築を推進しています。国内外の主要６生産拠点

全て、生産物流系の国内連結子会社６社、本社

研究開発部門で国際規格ISO14001の認証を

取得しており、長安フォードマツダ汽車有限公司

では2008年12月の認定取得を目標に内部審

査結果の修正、国家審査等を受審中です。

　さらにマツダでは、サプライチェーン全体を視野

に入れて、販売会社や購買取引先のＥＭＳ構築

も促進しています。

　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・物流面・研究開発

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に、環境リスクアセスメントを

行い、さまざまな予防対策を実施しています。また

各工場・事業所では環境事故などを想定した訓

練を定期的に実施しています。

マツダ環境推進体制（2008年３月現在）

環境マネジメント

開発環境委員会

生産環境委員会

販売・サービス環境委員会

リサイクル環境委員会

購買環境委員会

マツダ環境委員会
委員長：

代表取締役社長
環境担当役員

マツダは、開発から調達、生産、販売・サービス、リサイクルにいたるまでの全プロセスで環境保全
活動を推進していくために、グループ会社やサプライヤー、販売会社も含めたサプライチェーン全体
に広がるマネジメント体制の整備に取り組んでいます。
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2007年度、事故、指導はゼロ

グリーン調達ガイドライン

マネジメントシステムの構築を支援

環境法令遵守

サプライヤー（購買取引先）

　2007年度も、環境汚染を引き起こす恐れの

ある環境事故や行政からの指導はありませんで

した。

　苦情については、臭気に関するものが本社工

場で３件ありましたが、操業管理を徹底するととも

に、計画的に臭気対策を進めています。

　マツダは、サプライチェーン全体での環境負荷

の低減に取り組んでおり、2005年度に「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

の運用・構築と法令順守、環境負荷物質の管

理が適切にされているサプライヤーから優先的に

購入を進めていくことを明記しています。 環境負荷物質の適切な管理
̶ＲＥＡＣＨへの対応

　マツダは、2008年6月1日から本格的に施行

される欧州の化学物質規制ＲＥＡＣＨ※への対応

を、（社）日本自動車工業会の取り組み方針に準

じて推進しています。

　規制の対象である部品、調剤（オイル・塗料な

ど）、意図的放出部品（ウォッシャー液など）に含ま

れている化学物質について、予備登録（2008年

6月1日～2008年12月1日）および 本 登 録

（2008年12月1日から順次）を、サプライヤーと

連携を取りながら進めています。

※ REACH：Registration, 
Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals の略。
企業に対して、生産・輸入する化
学物質（１トン/年 以上）の、「人
類・地球環境への影響について
の調査」「欧州化学庁への申請・
登録」 を義務付けるＥＵ指令（2007
年6月から段階的に実施）。

主要サプライヤーのISO14001認証取得状況

　マツダは部品や資材、生産用設備・要具のサ

プライヤーに、ISO14001認証の取得を要請す

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。2007年度も新規サプライヤーを含

め、認証取得100%を継続しています。

　また、地元の自動車関連企業共同組合に加

盟している、さらに小規模な企業については、

2010年度100％取得を目標に、環境マネジメン

トシステム構築の推進活動をサポートしています。

・ 関連会社5社へ「環境関係法令＆環境リスク自
己診断チェックシート」を配布し、診断結果の確
認を実施。

・ サプライヤーへ環境事故発生後の緊急連絡網
の構築を依頼

・ マツダの環境取り組み紹介をテーマとした環境
講演の開催

2007年度の主な活動

100
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40
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0
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比率の推移
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環境マネジメントシステム
「エコアクション21」の導入を開始

2010年度までに
環境マネジメントシステムを導入

販売会社 部品販売会社

　マツダは、国内の販売会社における環境保全

の取り組みを強化するために、2008年４月から

全国のマツダ系およびマツダアンフィニ系販売

会社に、環境省がISO14001をベースに策定し

た環境マネジメントシステム「エコアクション21

（EA21）※１」を順次導入していきます。

　2010年度末までに全国のマツダ系およびマ

ツダアンフィニ系販売会社で同システムを導入

し、認証取得を完了させる予定です。

　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、万が一のオイル漏れリスクの

低減や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・ケミカル類を適切に保

管できるよう、危険物保管庫の点検や設備の整

備、危険物取扱者の配備などの環境法令遵守

活動に取り組んでいます。また、部品販売会社

の環境保全活動に役立つ環境マネジメントシス

テムを、2010年度までに部品販売会社13社※２

に導入する予定です。

環境報告

※１ エコアクション21（EA21）の認
証取得には以下の施策が求め
られる。
・環境経営システムの構築  
・CO2排出量、廃棄物、水使用
量の把握、削減目標設定と取
り組み 
・環境活動レポートの定期的な
作成と公表

※2 合併によって2008年7月から
は５社。

MESSAGE

　数値データをどう収集するか、従業員の環境意識をどう向上させるかなど、課題

がたくさんありました。前例のない中、手探りで始めたため、認証取得した時はと

ても安堵しました。今後、各店舗の取り組みをサポートし、2008年度中に全50

店舗での認証取得を目指します。（営業支援部 高巣 博之）

　施設関係の資料の入手や、地下の排水経路の確認など、工数のかかる作業

が多く、大変でした。認定取得した時はこれらの活動が報われた思いで大変嬉し

かったです。今回の取得はゴールではなくスタートであり、今後、積極的にこの活

動を進めていきたいと思っています。（サービス営業部 中川 行信）

　2007年度に、他の販売会社に先立っ

てトライアルとして株式会社九州マツダで

「エコアクション21（EA21）」の導入を進

めました。2007年8月から本社および８

店舗で構築を開始し、2008年4月3日に

認証を取得しました。

　九州マツダでは、2008年度中に全50

店舗での認証取得を目指して、引き続き

活動を推進していきます。

九州マツダの本社および８店舗が、
「エコアクション21」の認証を取得

今後、各店舗の認証取得をサポートしていきます

ゴールではなくスタートだと考えています

CLOSE-UP

環境マネジメント

九州マツダ
サービス営業部

中川 行信（写真右）

九州マツダ
営業支援部

高巣 博之（写真左）
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オフィス
紙の使用量削減・リサイクル・
省エネルギー推進

環境教育
全社単位、各事業部門単位で実施

社外ステークホルダーへの情報発信

環境コミュニケーション

　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。

　マツダの環境への取り組みをご理解いただくた

めに、社外のステークホルダーに対するコミュニ

ケーションも積極的に実施しています。

社内啓発

総務省中国総合通信局、他　

自動車技術会

JHFC

環境省、横浜市、他

マツダ（株）

JHFC

中国経産局

山口県ゆとりある住生活推進協議会

広島市、広島市地球温暖化対策地域協議会

4/22

5/17-18

5/23-25

5/27

6/2-3

6/2-3

8/23

9/25-10/2

10/20-21

12/1

未来館ランドセルミーティング

u-Japanフェスタinひろしま

人とくるまのテクノロジー展

首都高エコロードF（10-19） 展示・試乗

エコカーワールトﾞ2007

ロータリーエンジン40周年イベント

大阪水素ステーション開所式

中国地方水素キャラバン

やまぐちいきいきエコフェア

温暖化ストップフェア

2007年度の主な環境関連イベントへの参加
イベント月/日 主催

経済産業省
「水素・燃料電池実証プロジェクト」（JHFC）

　マツダでは、環境マネジメントシステムの一環と

して、中途入社を含め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

では社員への部門独自の環境教育を継続的に

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

奨し支援しています。

　マツダでは、イントラネットでの啓発や報告、社

内報などの情報提供などを通して、グループ社員

の環境に対する意識を啓発しています。

　2006年度からは、社員一人ひとりに環境問題

を身近に感じ、環境に対する意識を高めてもらう

ために、環境保全に役立つ改善アイデアを社員

から募集しています。2006年度には817件だっ

た応募が、2007年度は1,186件に増加しました。

　2007年度の環境月間には、新たに「エコ駅

伝」を実施しました。これは、チームマイナス６%活

動の取り組みについて、社員一人ひとりに参加を

呼びかける活動です。イントラネット上で６つの取

り組みを毎週1つずつリレー形式で紹介したこと

から、「エコ駅伝」と名付けました。参加型のプロ

グラムであったため、社員の環境意識の向上に

貢献しました。

　また環境取り組み事例発表

大会では、バイオプラスチック

の開発や、輸送の効率化の推

進など、マツダが着 と々進めて

きた取り組みをあらためて、社員

に伝えました。

１．社長メッセージ放送  
２．環境取り組みパネルの展示
３．クールビズ（夏季軽装）の推進
４．エコ駅伝　 
５．環境講演会   
６．環境取り組み事例発表大会

2007年度の環境月間イベント

環境教育体制、環境教育の受講者数

エコカーワールド2007への出展
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環
境
報
告
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1990年度比でCO２総排出量を27.5％削減

生産での取り組み

環境報告

地球温暖化防止

※1 主要4拠点は以下の通り。
・広島本社
・三次事業所
・防府工場 西浦地区
・防府工場 中関地区

種類別エネルギー使用量

　工場から排出するＣＯ2の４分の１近くを占める塗装工程においては、ＶＯＣ排

出量45％削減とＣＯ2排出量15％削減を同時に実現する独自のスリー・ウエット・

オン塗装技術を、2005年度までに国内の全ての工場に導入しました。

　2007年には中国の長安フォードマツダ汽車南京工場に、またタイのオートア

ライアンス（タイランド）にも2008年度7月に同技術を導入しました。

CO２排出量を15％低減できる塗装技術「スリー・ウエット・オン塗装」を中国・タイの生産会社に導入

CLOSE-UP

中国長安フォードマツダ汽車南京工場

　マツダは、「マツダグリーンプラン2010」におい

て、2010年度までに国内主要４拠点※1（開発

等間接領域も含む）におけるCO2総排出量を生

産拡大の影響を吸収した上で、1990年度比で

20％以上削減することを目標にしています。

　2007年度には、重油燃料から都市ガス（LNG）

への燃料転換をさらに進め、既存ボイラーすべて

で燃料転換を完了しました。また、マツダは三菱

商事（株）と共同で、電力と蒸気を効率的に社内

外に供給する事業会社を設立、新会社では本社

工場内にコジェネレーション設備の能力を増強し、

本社工場および防府工場で運用を開始しました。

　工場ではエネルギー使用量の半分以上を占め

る素材・機械加工領域において、あらゆるムダ・

ロスを徹底的に削減する改善活動により、2001

年度から2007年度の6年間で、1台あたりのエ

ネルギー使用量を約20％削減しました。

　これらの取り組みの結果、2007年度の国内

主要４拠点でのＣＯ2の総排出量は1990年度比

で27.5％削減となる73万8000トンCO2/年、売

上高あたりの排出量では34.6％削減となる29.9

トンCO2/億円となりました。

　今後は、変種変量生産への移行を進めること

で全体のエネルギー効率を高め、ＣＯ2排出量の

一層の低減を図ります。

地球温暖化は、全世界が一致して取り組むべき緊急の課題です。マツダでは、「グリーンプラン
2010」に基づいて、生産においても、物流においてもＣＯ２排出量の抑制に取り組んでいます。

マツダ国内主要４拠点におけるＣＯ２排出量／
売上高当りのＣＯ２排出量の推移

11,65511,342

13,748
12,89412,674 12,578
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Ａ 重 油
B 重 油
Ｃ 重 油
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灯 油
軽 油
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2,809
0

6,125
406
199
0

645
132
18
29
50
929

11,342

4,722
0

5,082
766
599
11

1,188
189
100
81
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21

13,748
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0
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388
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0
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135
17
33
49

1,086
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0
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0
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349
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17
41
61

1,864
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0
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411
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0

256
115
19
35
59
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注）マツダ国内主要４拠点におけるＣＯ２排出量算出は、「地球温暖化対
策の推進に関する法律（温対法）」の温室効果ガス排出量算定・報
告マニュアルに準拠し、2006年以前はコジェネレーション設備、2007
年は電気事業者からの購入として算出しています。
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物流での取り組み
前年度比でＣＯ２排出量を
1,491トン削減

　マツダは、「マツダグリーンプラン2010」で、

2010年度までに物流によるCO2排出量を

1990年度比で20％削減することを目標に掲げ

ています。

　2007年度の国内総輸送量は5億3200万

トンキロ※2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※3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※4の輸出があります。

　2007年度のCO２排出量は、物流増などに

よって前年比7,200トン増が見込まれましたが、

1,008トン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、前年比1,491トン削減と

目標を上回りました。

※2 輸送貨物の重量（トン）×輸送
距離（キロメートル）。

※3 補修のために交換する部品。
※4 ノックダウン生産：部品を輸出し
海外工場で組み立てる方法。

※5 ミルクラン：牧場を巡回して牛
乳を集荷するさまをなぞらえたも
の。マツダのミルクランは2003
年度に、広島の一部と九州地
区から始まった。

2007年度の主な施策と状況、効果

物流ＣＯ２排出量と削減率（国内）

鉄道コンテナ往復利用の推進
　トラック便から専用コンテナを用いた鉄道輸送

へのシフトを進めています。ミルクランシステムと、

サービスパーツ出荷の鉄道輸送を核とした広島・

東海地区間のグリーン物流システムを構築し、専

用コンテナによる鉄道往復輸送を2007年度か

ら開始しました。これによってCO２排出量を29％

削減することができました。

ミルクランの活用
　生産部品調達では1台のトラックで、複数のサ

プライヤーを巡回して集荷することにより、1台あた

りのトラックの積載率を向上させるとともに、トラック

の便数を減らす活動を推進してきました。2007年

度には、日本全国への展開をほぼ完了しました。

輸送経路の見直し
　2006年度から、従来広島港しか寄港しなかっ

たコンテナ船を防府港にも寄港させることで、防

府港から直接積み出しができるようになりました。

　これによって、防府－広島間のトラック便を減

らすことができました。

鉄道輸送用専用コンテナ
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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港出荷を拡大

完成車の海上輸送は
90％を維持
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主要な取り組みテーマ 2007年度の
主な施策と状況商品領域 2007年度

効果

近隣の取引先 近隣の取引先遠方の取引先遠方の取引先

マツダ マツダターミナル

地
球
温
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全埋立廃棄物ゼロに向けて、
取り組みを強化

生産での取り組み

　2005年度から、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。

　2007年度は、鋳物砂や廃プラスチックの分

別排出をさらに徹底し、リサイクルした結果、生産

領域の全埋立廃棄物量は前年度比186トン削

減、1990年度比0.06％の46

トンとなり、2007年度目標値

（1990年度比0.3％以下（200

トン以下）を達成しました。

　これまで全埋立廃棄物量を

ゼロとする目標の達成年を

2010年度としていましたが、そ

れを２年前倒しし、2008年度に

完全ゼロを達成できるよう挑戦

していきます。

環境報告

梱包・包装資材の省資源化を推進

物流での取り組み

　マツダは「グリーンプラン2010」で、2010年

度までに梱包・包装資材使用量を1990年度比

で40％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、段ボール材の再利用（Reuse）、包装仕様

の改善などによる資材の減量（Reduce）の「３Ｒ

活動」を推進しています。

　2007年度は、前年比918トン削減を目標とし

て、下記の施策を実施しました。その結果、

2007年度の削減量は1,172トンと目標を上回

り、1990年度比では38％の削減になりました。

廃棄物の削減

全埋立廃棄物量の推移

梱包・包装資材の削減量累計

主要な取り組みテーマと
2007年度の主な施策と状況、効果

2007年度の生産領域における副生物・廃棄物のリサイクル

廃棄物量 基準年比率

100,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

100

10

8

6

4

2

0

（t/年） （%）

20061990 20042003 2005 （年度）

2321,492

2.1

0.3
0.06

3,728

2007
46

3.9
5.3

100

71,28771,287

3,034

原材料・エネルギー 

総合リサイクル率：99.99% 

副生物・廃棄物

製
品 

工場内リサイクル
工場外
リサイクル

49.48%
・石炭灰
・集じん砂

0.01%
・埋立処分
・廃棄物

工 場

100.00% 50.51%

49.49%

・金属くず
・鋳物砂  

（千t） （%）

200620031990 2004 2005 2007実績2007成行 （年度）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

資材使用量 1990年比削減率（％）

1.0

28.0

29.0

32.0

37.0 38.0

51.7 42.143.3

71.0

44.1

49.0

41.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

物
量
増

+1.7 削
減

‒1.2

1,172t

リユース

リデュース

リターナブル
（リサイクル）

2007年度の主な施策と状況

中国向けKD部品の包装仕様
改善による資材削減

国内向けCS部品の充填率向上

中国向けなどに部品に
鋼製リターナブル容器を導入

欧米向けCS部品に
鋼製リターナブル容器を導入

廃段ボール材を梱包の
緩衝材として再利用を継続

2007年度
効果
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マツダは、限りある資源を将来世代に残しておくために、生産領域でも、物流領域でも、徹底して再
資源化と廃棄物削減に取り組み、事業の省資源化を進めています。



鉛、水銀、六価クロム、カドミウムを全廃

開発での取り組み

　マツダは自動車工業会の自主行動計画に基

づき、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。2007年2月

までに、自動車工業会の自主目標に対し、上記4

物質について、全て前倒しで達成しています。さ

らに2007年度には、ベアリングブッシュ、機械加

工用アルミに含まれる鉛の削減も行いました。

車室内VOC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。

　2007年に発売した新型「デミオ」と、2008年

に発売した新型「アテンザ」では、インテリアに使

われる主要な樹脂や塗料、接着剤などの素材そ

のものを低VOC化し、厚生労働省室内濃度指

針値をクリアしています。

化学物質等安全データシートの活用

生産での取り組み

　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、労

働衛生や環境の観点から事前審査をしています。

　この審査の結果、不適であると判明した場合

は、使用禁止や削減、他の化学物質への代替な

どを進めています。

独自のスリー・ウエット・オン塗装技術で
塗装時のＶＯＣ使用量を削減

PRTR法対象物質を43％削減

　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」を国

内の全工場に展開しており、VOCとCO2の排出

低減に大きな効果をあげています。

　こうした取り組みの結果、2007年度の塗装面

積あたりのVOC排出量は33g/m2となり、目標を

達成しました。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。

　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、2007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43％減となる1,564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。

環境負荷物質の管理・削減

マツダの塗装工程

塗装工程

＜機能＞ 塗装膜密着性

化成処理
塗装膜の
構成
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環
境
負
荷
物
質
の
管
理
・
削
減
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告

Social & Environmental Report 2008 56

マツダでは、自動車工業会の自主行動計画に基づき、有害な重金属を全廃しています。また化学物
質については、適切に管理するとともに、独自に開発したスリー・ウエット・オン塗装などにより、排出
の低減に取り組んでいます。



新車のリサイクル性向上に向かって

植物由来の樹脂素材
マツダバイオテックマテリアルの開発

開発での取り組み

　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シュレッダーダストとして処理さ

れていました。

　マツダでは、解体・分離が容易な車両の設計、

解体技術の研究などを推進することで、新車のリ

サイクル性を向上させています。

　2008年1月に発売した新型「アテンザ」では、

ワイヤーハーネスを取り外しやすい構造にするな

どリサイクル性向上のためのさまざまな工夫をして

います。

術によるリサイクルバンパー※１の導入を開始し、

2006年度には「MPV」、2007年度には「デミオ」

「プレマシー」「CX-7（欧州向け）」「CX-9（米国向

け）」へ適応車種を拡大しています。

　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射出成形

可能でカーボンニュートラル※２な植物由来の樹

脂素材の開発に成功しました。マテリアルリサイ

クルだけでなく、生分解によるバイオリサイクルも

可能です。

　2007年度には、耐久性に優れる植物由来

100%の繊維「バイオファブリック」も世界で初め

て、開発に成功しました。

　また、これら植物由来材料に「マツダバイオテッ

クマテリアル」というブランドネームを冠し、第40回

東京モーターショーにて参考出品した新型「プレマ

シー ハイドロジェンREハイブリッド」の内装部品に

採用しました。さらに2008年6月には、産学官連

携で、稲わらや間伐材などを原料とした非可食系

バイオプラスチックの技術開発にも着手しました。

　サステイナブルな社会を実現するため、これら

の研究開発を加速させています。

環境報告

バンパーtoバンパー
リサイクル技術の開発

　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「バンパーtoバンパーリサイクル」技術

を確立しています。

　2005年3月生産分の「RX-8」から、この新技

「アテンザ」に施したリサイクル性向上の工夫

※１ リサイクル材の混入率は30%
以下。損傷バンパーの回収量
などの状況によって混入率は変
化する。

※２ 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
えない。このような性質を「カー
ボンニュートラル」と呼ぶ。

世界初植物由来100％の
バイオファブリック

自動車リサイクルの推進
マツダは、リサイクルしやすいクルマの開発を推進するとともに、使用済み自動車のリサイクルを着
実に進めることで、限りある資源の有効活用を進め、循環型社会の構築に貢献していきます。

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

易解体アース端子
ハーネスを引抜く際に端子
部がちぎれハーネスが残ら
ない構造

ATシフトノブ
熱可塑性エラストマー
（TPO）採用

ダッシュインシュレータ
遮音材と吸音材を同素
材の熱可塑性フェルトに
統一
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販売会社などと協力して
損傷バンパーを回収し、リサイクル

国内では、自動車リサイクル実効率
95％を達成

使用済み自動車での
取り組み

　マツダは、修理・交換した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。2007年度は71,544本の損傷バンパーを回

収し、樹脂材料としてリサイクルしました。

海外での自動車リサイクル
　マツダでは国内だけでなく海外においても自動

車のリサイクルを推進しています。欧州では、ほ

とんどの国で2007年1月から法律が整備され、

自動車メーカーの義務として、最終所有者から無

償で廃車を回収し、リサイクル費用の全額もしく

は大部分をメーカーが負担するように定められて

います。欧州各国では廃車の回収が始まってお

り、フォードグループと連携して廃車回収ネットワー

クを構築しています。

　また、中国では2010年の自動車リサイクル法

の施行に向け準備を進めており、マツダでも対応

策を検討しています。

※3 ASR：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。

138,129台

65,097台

200,238台

94%（法定基準85％）

69%（法定基準30％）

¥1,535,133,119

¥1,552,223,553

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 

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

2007年度の３品目の再資源化等の実績

エアバッグ類

ASR

使用済み自動車リサイクルプロセス
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

全部利用施設
（電気炉等）

解体業者（エアバッグ類適正処理）

再資源化施設

マテリアルリサイクル施設
サーマルリサイクル施設
焼却／埋立施設

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

　マツダ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※3）を適切に処

理・リサイクルしています。その結果、2007年度

の使用済み自動車のリサイクル実効率は、2006

年度同様95％となりました。

　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。

自動車リサイクルデータ

バンパー回収本数の推移（国内）
80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

0

（本）

47,30045,314

20062003 2004 2005 （年度）

58,651

52,476

2007

71,544
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動
車
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サ
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進
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事業の継続と安定的な発展のためには、マネジメント体制の整備と強化が必要です。
マツダはグループを挙げて経営の透明性を高めるとともに、公正かつ誠実な経営を実践し
これからも、社会に有益な企業であり続けたいと願っています。

マネジメント

公正かつ誠実な事業を
展開するために

61　コーポレートガバナンス／内部統制

62　リスクマネジメント

63　コンプライアンス

64　情報セキュリティ
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法定の機関に加えて、各種の諮問機関
を設置

グローバルな内部統制システムを
目指して

　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。

2008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。

経営諮問委員会
　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。監査体制
　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

年間計画にしたが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。

　マツダは2007年6月、「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するために、

CSR推進部の中に専任の部署を設置しました。

　同部署は、①社内および関係会社の内部統

制推進に関する指導・教育および支援、②マツ

ダ・グローバル・ホットライン（通報窓口）の企画・

運営、③機密情報、個人情報を含む情報の管

理・活用の全社的統括などグローバルレベルで

の内部統制を中心となって推進する役割を担っ

ています。

　さらに、マツダは2008年1月、適正な財務報告

プロセスの構築を目的に、財務統制を立案・推

進する専門部署を財務本部内に新設しました。

マネジメント

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス／
内部統制
マツダは、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、さまざまな施策を積
極的に実施しています。また、グローバルな内部統制システムの構築に注力しています。

経営会議その他
社内諮問機関

株主総会

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

会計監査人

取締役会
取締役

代表取締役

執行役員

本部長他

監査役会
監査役

（　　  ）5名中
3名が
社外役員
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リスクを適切に管理し、緊急時に備えて
　マツダでは、平常時にはリスクマネジメント基本

ポリシー、リスクマネジメント規程およびその他関

係する社内規程にしたがって適切に管理してい

ます。個別のビジネスリスクについては、該当する

業務を担当する部門が、全社レベルのリスクに

ついては、全社横断的な業務を担当する部門が

管理しています。

　また、経営上重大な事態や災害などの緊急事

態が発生した場合は、必要に応じて緊急対策本

部を設置するなど適切な措置を講じることとして

います。

平常時のリスクマネジメント体制

緊急時の危機管理体制

リスクマネジメントの理念
企業活動を取り巻く環境は、IT化・グローバル化の進展、地球環境問題
や法令遵守への意識高揚など、急速に変化しており、今後もさらに多様に
変化していくものと予想されます。『企業ビジョン』の実現に向けては、これ
らの環境変化にも的確に対応することはもちろん、企業活動の継続的・安
定的な推進を阻害する潜在的なリスクを最小化していくとともに、異常事
態や緊急事態の発生に対しても迅速な復旧を可能とする体制を確立し、
お客さまや株主、そして社会からの強い信頼を得ていく必要があります。マ
ツダは、グループを挙げて「リスクマネジメント」に取り組み、真に信頼される
企業をめざします。

リスクマネジメントの目的
以下を通じて『企業価値の増大と社会との調和』を図り、『企業ビジョン』の
達成を実現します。

1. マツダグループを構成する人々および地域住民の安全と健康の確保を
図ります。 

2. 社会からの信頼の維持・拡大を図ります。 
3. マツダグループの有形・無形の企業財産の利活用を図ります。 
4. 利害関係者（ステークホルダー）の利益を図り、信頼と期待に応えます。 
5. 異常時、緊急時の組織機能の維持と業務の迅速な復旧を図ります。 

行動指針
全役員・全社員は、自らが、リスクマネジメントを行う‘主体’であり、企業活
動のあらゆる場面にリスクは存在するとの認識に立ち、その業務遂行のあ
らゆる段階でそれぞれの立場でリスクマネジメントに取り組むものとします。

取組方法
1. 日々 の職務に潜在するリスクについて継続的に予防・軽減を図り、その
利活用を推進する活動（リスク管理）と、 

2. 発生した危機による被害の最小化および迅速な復旧のための活動
（危機管理）の2つの活動区分において、それぞれに必要な体制・ルー
ルを整備します。 

適用範囲
1. すべてのビジネスリスクを管理の対象とします。 
2. 子会社・関係会社を含むマツダグループ全体を、適用範囲とします。

リスクマネジメント基本ポリシー

リスクマネジメント
マツダは、事業の継続と安定的な発展を確保するとともに、ステークホルダーの利益を図り、信頼と
期待に応えるためにリスクマネジメントに取り組んでいます。

代表取締役社長 

リスクマネジメント担当役員 

緊急対策本部

社内各部門

代表取締役社長 

リスク・コンプライアンス委員会 

グループ会社
部門長

全社員

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
／
内
部
統
制
／
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
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ン
ト

マ
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グローバルな通報・相談体制を整備

知的財産管理体制

取引先との共存共栄に向けて
コンプライアンスを一層強化コンプライアンス体制

知的財産の尊重

　マツダは、1997年に社長直属の委員会として

設立された「倫理委員会」が中心となって、「マツ

ダ企業倫理行動規範」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

り組んできました。また、1999年には「倫理相談

室」が設置され、社員からのコンプライアンスに関

する相談の受け付けと調査にあたってきました。

　2007年9月には、この「倫理相談室」の対象

範囲を拡大して「マツダ・グローバル・ホットライン」

に改めました。マツダの社内外に通報受付窓口

を置き、国内だけでなく海外のグループ会社から

も法令違反などに関する通報・相談を受け付け

ています。

　また、2008年4月には連携強化と機動性の

向上を図るため「倫理委員会」を「リスク・コンプラ

イアンス委員会」に改めました。

　マツダは、2008年6月に公正取引委員会から

下請代金支払遅延防止法に違反があったとして

勧告を受けました。これは、2005年7月から

2006年11月の間に下請事業者から購入した自

動車部品の価格について、下請事業者に対す

る発注前の合意手続きが十分でなく、代金減額

があったと判断され、今後再び下請事業者の責

に帰すべき理由がないのに下請代金の減額を行

うことがないようにとの勧告を受けたものです。

マツダでは、減額代金を返還するとともに、取引

先との合意手続きの変更、従業員ならびに取引

先に対しての説明会の実施など、再発防止に向

けたあらゆる施策を、勧告を受ける前に自主的に

実施していました。

　マツダでは、かねてよりコンプライアンスを最重

要と認識しており、是正すべきものは自ら是正し、

対応すべきものは迅速に対応するとの方針を掲

げており、今後ともあらゆる領域でのコンプライ

アンス強化に努めていきます。

　マツダは、「マツダ企業倫理行動規範」のなか

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、知的財産担当役員

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、知的財産に関する重要

事項について審議・決定しています。また、専任

部署として知的財産部を設けています。

マネジメント

コンプライアンス体制

コンプライアンス
マツダは、コンプライアンスを法令遵守という狭義に捉えず、社内ルールや、社会の期待・要請など
の社会通念に適ったものと定義し、「マツダ企業倫理行動規範」に則って、誠実で公正な事業活動
への取り組みを進めています。

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。

（「マツダ企業倫理行動規範」から）

「誠実」な行動の５原則

マツダ・グローバル・ホットライン ＣＳＲ推進部

代表取締役社長

リスク・コンプライアンス委員会

連携
通報 対応検討

勧告助言

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
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推進体制の再構築と啓発活動の強化 基本方針にしたがって適切に保護

情報セキュリティ推進体制 個人情報保護

　マツダは2005年の個人情報保護法の全面

施行に併せて、機密情報を含むマツダが扱う全

ての情報を対象とする情報セキュリティ推進体制

を再構築しました。

　情報の取り扱いについては、全社の情報取扱

統括部門であるCSR推進部のもと、各本部長を

部門の情報取扱責任者に任命し、適正な管理

を図るとともに、ITソリューション本部がITセキュリ

ティの管理ルールを定め、社内のみならず各関係

会社に対しても情報セキュリティに関するガイドの

提供や管理システムの強化をサポートすることに

よって、グループ全体で情報セキュリティの確保

に取り組んでいます。

　さらに、社員への啓発活動として、機密情報管

理については入社時などに集合教育を実施して

います。また、個人情報、ＩＴセキュリティをテーマと

したeラーニングも実施しています。これらは入社

時と年1回の定期的な受講を義務づけており、

2007年度からは派遣スタッフの受講も開始しま

した。さらに、イントラネット上には、情報管理に役

立つさまざまな知識を学べる専用サイトを設けて

います。

情報セキュリティ

　マツダでは、個人情報保護に関する法規制

はもちろん、「個人情報保護方針」にしたがって、

ステークホルダーの個人情報の保護に努めて

います。

　個人情報の取り扱いは、全社の個人情報取

扱統括部門であるCSR推進部のもとに、「顧客

情報」「社員情報」「（マツダ病院の）患者情報」

「その他一般情報」の分野別に主管部門を設け、

適正な管理を図っています。

　なお、お客さまからの個人情報の取り扱いに関

するお問い合わせや開示請求などについては、

マツダコールセンターが対応にあたっています。

1. 当社は、個人情報の取り扱いに関し、業務に携わるすべての者が遵守すべき社内規程
を定め、周知徹底します。

2. 当社は、個人情報の取り扱いに関する統括責任者を設置するとともに、当社の従業者
（役員・従業員・パートタイマー・派遣社員等）その他の関係者に対し、教育啓発活動を
行います。

3. 当社は、個人情報を適正な手段によって取得します。また取得にあたっては、その利用
目的、当社対応窓口などをご本人に個別にお知らせするか、ウェブサイト等の容易に知
りうる手段にて公表します。

4. 当社においては、個人情報は、ご本人にお知らせし、または公表した利用目的の範囲内
で、その個人情報の取り扱い権限を与えられた者のみが、その取り扱い上必要な範囲
内で利用するものとします。

5. 当社は、個人情報を第三者に提供するに当っては、その個人情報のご本人からの同意
を得るなど法令上必要な措置を講じます。 

6. 当社は、個人情報に関する業務を社外に委託する場合は、適切な業務委託先を選び、
必要かつ適切な監督を行うなど、法令上必要な措置を講じます。 

7. 当社は、保有する個人データの開示、訂正、利用停止、削除等の求めを受けた場合に
は、ご本人からの求めであることを確認した上で、法令に従って適切に対応します。 

8. 当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等について予防等
の合理的な安全対策を講じ、継続的な改善に努めます。 

個人情報保護方針

当社は、個人情報保護に関する法令および以下に定める基本方針に従い、
お客様・お取引関係者様・当社従業員などの個人情報の適切な保護に努めます。

マツダは、お客さまからお預かりした大切な個人情報など、重要な情報を適切に管理し、保護するた
めに情報セキュリティの確保に努めています。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
／
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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マツダ（株）対象範囲

「事業活動と環境負荷の全容」（p47）における対象範囲会社のリスト

本社／本社工場／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 中関地区／マツダＲ＆Ｄセンター横浜／北海道剣淵試験場／

北海道中札内試験場／美祢自動車試験場／海田パーツセンター／流通センター（9カ所）／マツダテクニカルサービスセンター仙台／

マツダテクニカルサービスセンター東京／マツダテクニカルサービスセンター名古屋／マツダテクニカルサービスセンター大阪／

マツダテクニカルサービスセンター九州／マツダトレーニングセンター鯛尾／マツダ教育センター／東京本社／大阪支社／マツダ病院

連結子会社

 国内３５社

製造会社
（株）マツダＥ＆Ｔ／倉敷化工（株）／マイクロテクノ（株）／トーヨーエイテック（株）／マロックス（株）／マツダエース（株）

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）

部品販売会社
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）／

 海外１社

コンパニア コロンビアナ アウトモリスＳ.Ａ.

持分法適用関連会社

 国内８社
ヨシワ工業（株）／（株）日本クライメイトシステムズ／ＭＣＭエネルギーサービス（株）／（株）マツダプロセシング中国／（株）サンフレッチェ広島／
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）

 海外2社
オートアライアンス インターナショナル,Inc. ／オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd. 

その他

 国内２社
（株）神戸マツダ／マツダ部品千葉販売（株）
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第三者意見

社会的責任投資のための企業情報の提供を金融機関に行っている立場から、昨年度に引

き続き、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。

●自動車の引き起こす環境負荷や交通事故の発生というネガティブな影響をいかに小さく

できるかが、自動車メーカーとして最も重要な社会的責任であることは言を俟ちません。こ

の点を直視しようとする姿勢を評価します。技術開発長期ビジョン「サステイナブル

“Zoom-Zoom”」宣言の内容も、製品使用時のCO2排出量削減目標などのかたちで具

体化しました。水素ロータリーエンジン車の取り組みにも進捗がありました。

●人権尊重と労働慣行の記載についても、マツダグループが積極的な取り組みを講じよう

としている分野として注目しました。ただ、海外10ヶ国の生産拠点と123社の海外販売

会社を擁することから考えると、昨年同様、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要望したいと考えます。また、KPI（キー パフォーマン

ス インジケーター）の導入に大いに工夫の余地があると判断しました。

●2004年12月のCSR委員会の設置から3年が経過し、「やらなければならない」領域での

キャッチアップには一定の目処をつけられたと判断します。2008年4月に「CSR経営戦

略委員会」に改組され、今後は“マツダらしさ”を活かすと記載された点は、マツダグループ

の取り組みが第二ステージに進化していくことを予感させます。「『社会からの要請レベル

が高まっていく領域』と『マツダの強みを活かしていける領域』で改善や挑戦を重ねる」と明

記されたことにも注目しました。この「領域」を、ステークホルダー・エンゲージメントなどを通

じて、早期に抽出し、社内で共有されるとともに社外にも発信されることを要望します。

●前項の要望は、とりわけ社会貢献活動をより戦略的に再構築することが必要ではないか

という意見にもつながります。現状では、記載のとおり幅広い取り組みがあるものの、本

業とのつながりや目的、グローバルな統一性といった点に課題が残ると判断しました。

　また、マツダグループは中国、アジア、中近東、アフリカ、中南米にも拠点を有する企業グ

ループです。国連ミレニアム開発目標にどう貢献できるかなどの新たな視点を獲得される

ことを期待します。

●自動車メーカーは、今後も、原油価格の高騰や環境問題を含む公的規制の強化に直面し

ていくことが予想されます。「CSRの取り組み」が「モノ造り革新」と「強力なブランド戦略」と

ならぶマツダグループの競争優位の源泉となり、そうしたビジネスケースが本書で順次、報

告されていくよう、取り組みの「実績づくり」に期待します。

なお、このコメントは、本書が、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
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GRIガイドライン対照表

1. ビジョンと戦略

2. 報告組織の概要

   

 

3. 報告要素

 

4. ガバナンス、コミットメントおよび参画

７～10
７～10

３
５
５
５
５～６
５～６
５～６
５
５～６
５～６

34

３
３
３
３
3
3

67～68

61
61

61

1、７～10

ガイドラインの開示要請項目 WEB
サイト

関連情報の
掲載ページ

組織にとっての持続可能性の適合性とその戦略に関する組織の最高意思決定者（CEO、会長またはそれに相当する上級幹部）の声明
主要な影響、リスクおよび機会に関する記述

報告組織の名称
主要な、ブランド、製品および／またはサービス
主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの、組織の経営構造
組織の本社の所在地
組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っているあるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名
所有形態の性質および法的形式
参入市場（地理的内訳、参入セクター、顧客／受益者の種類を含む）
・従業員数
・純売上高（民間組織について）あるいは純収入（公的組織について）
・負債および株主資本に区分した総資本（民間組織について）
・提供する製品またはサービスの量
規模、構造または所有権に関し、報告期間内に発生した重大な変更
報告期間内に受けた賞  

提供する情報の報告期間（会計年度／暦年など）
前回の報告書発行日（該当する場合）
報告サイクル（年次、半年ごとなど）
報告書またはその内容に関する質問の窓口
報告書の内容決定プロセス
報告組織の範囲（例：国、部門、子会社、リース施設、合弁会社、供給業者）
報告書の報告内容の範囲または報告組織の範囲に関する具体的な制約を記載する。報告組織の範囲および報告内容の範囲が組織
の重要な経済・環境・社会的影響の全範囲を取り扱っていない場合は、全範囲を網羅するための戦略と予定スケジュールを記載する
合弁会社、子会社、リース施設、外部委託業務、その他の、期間および組織間の比較可能性に重大な影響を及ぼしうる組織における報告の根拠
データ測定法および計算の根拠。報告書に記載される指標その他の情報の集計に適用される予測値の基盤をなす前提条件および技法を含む
過去の報告書に記載された情報を再掲載することの趣旨と再掲載の理由（例：合併および買収、基準年度および期間、事業の種類、測定法の変更）
報告書において適用される報告内容の範囲、報告組織の範囲、または測定法について過去の報告期間と著しく異なる点
報告書中の標準的開示の箇所を示す表
報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行。サステナビリティ報告書に添付された保証報告書内に記載がない場合は、
外部保証の範囲および基盤を説明する。また、報告組織と保証の提供者との関係を説明する

戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造（ガバナンスの構造）
最高統治機関の長が執行委員を兼ねているかどうかを示す（兼ねている場合は、組織の経営における役割と、兼ねている理由も示す）
単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび／または非執行メンバーの人数を明記する
株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム
最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬（退任の取り決めを含む）と組織のパフォーマンス（社会的および環境
的パフォーマンスを含む）との関係
最高統治機関が利害相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス
経済・環境・社会的トピックに関する組織の戦略を導くため、最高統治機関のメンバーの資質および技能を判断するためのプロセス
経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で開発したミッション（使命）およびバリュー（価値）について
の声明、行動規範および原則
組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、マネジメントしていることを最高統治機関が監督するためのプロセス。関連のある
リスクと機会および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む
特に経済・環境・社会的パフォーマンスに関し、最高統治機関自体のパフォーマンスを評価するためのプロセス
組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうかおよびその方法はどのようなものかについての説明
外部で作成された経済・環境・社会的憲章、原則類やその他の提唱（イニシアチブ）で組織が署名または承認しているもの
組織が会員となっている団体（企業団体など）や、国内外の提言機関
組織に参画したステークホルダー・グループのリスト
参画させるステークホルダーの特定および選択基準
種類ごと、ステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ
ステークホルダー参画を通じて提起された重要なトピックと懸案事項、また、組織は報告による対応を含め、これらの重要なトピックおよび
懸案事項にどう対応したか

収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に対する支払いなど、
創出したおよび分配した直接的な経済的価値
気候変動の影響による財政面への影響、その他の組織の活動にとってのリスクおよびチャンス
確定給付制度の組織負担の範囲
政府から受けた高額な財務的支援
重要な事業地域において標準的な新入社員の賃金が、現地の最低賃金と比較して、どの程度の比率の範囲内に位置しているか
重要な事業地域での地元のサプライヤーに対する方針、業務慣行、および支出の割合
重要な事業地域での、現地採用の手順、および現地のコミュニティから上級管理職に採用された従業員の割合
商業ベース、物品、あるいは無償の取り組みを通じ、主に公益のために提供した、基盤施設（インフラ）投資およびサービスの進展状況およびその影響
重要な間接的経済効果およびその効果の範囲に関する見解および記述

使用した原材料の重量あるいは容量
原材料のうち、リサイクル由来の原材料を使用した割合
一次エネルギー源ごとの直接エネルギー消費量
一次エネルギー源ごとの間接エネルギー消費量
省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量
エネルギー効率の高い、あるいは再生可能エネルギーを基礎とした製品およびサービスを提供する率先的取り組み、およびこの取り組みの
結果として得られた、必要エネルギー量の減少
間接的エネルギーの消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●

プロフィール

指標プロトコル（●：中核指標）
経済
マネジメントアプローチ
パフォーマンス指標

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

4.17

環境
マネジメントアプローチ 
パフォーマンス指標 

   

 

報告内容の範囲
および
報告組織の範囲

   組織概要

報告書の
プロフィール

GRI報告内容インデックス

保証

ガバナンス

外部の
イニシアティブへの
コミットメント

ステークホルダー
参画

経済的パフォーマンス

市場での存在感

間接的な経済的影響

原材料

エネルギー

5

７～10 ●

●

５～６ ●

30 ●

７～10 ●

47

47、53
47、53
53

21～22

54

●

●
●
●

●

●

●EC1.

●EC2.
●EC3.
●EC4.
EC5.
●EC6.
EC7.
●EC8.
EC9.

●EN1.
●EN2.
●EN3.
●EN4.
EN5.

EN6.

EN7.

下表では、GRI※の「サステイナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006」の開示要請項目と、本レポートにおいて、その項目に関連する情報を掲載しているページを対照させています。
※GRI：Global Reporting Initiativeの略。1997年に、企業のサステイナビリティ（持続可能性）報告に関する国際的なガイドラインの作成とその普及を目的に設立された国際機関
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ガイドラインの開示要請項目 WEB
サイト

関連情報の
掲載ページ

人権 
マネジメントアプローチ 
パフォーマンス指標 

   

 

社会 
マネジメントアプローチ 
パフォーマンス指標 

   

 

●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●EN11.
●EN12.
EN13.
EN14.
EN15.
●EN16.
●EN17.
EN18.
●EN19.
●EN20.
●EN21.
●EN22.
●EN23.
EN24.
EN25.
●EN26.
●EN27.
●EN28.
EN29.
EN30.

●PR1.  

PR2.  
●PR3.  
PR4.  
PR5.  
●PR6.  
PR7.  
PR8.  

●PR9.  

●LA1.  
●LA2.  
LA3.  
●LA4.  
●LA5.  
LA6.  
●LA7.  

●LA8.  
 

LA9.  
●LA10.
LA11.
LA12.
●LA13.
●LA14.

●HR1.  
●HR2.  
HR3.  
●HR4.  

●HR5.  
 

●HR6.  
●HR7.  
HR8.  
HR9.  

●SO1.  
●SO2.  
●SO3.  
●SO4.  
●SO5.  
SO6.  
SO7.  
SO8.  

保護地域内および隣接している土地、もしくは保護地域外でも生物多様性の価値が高い地域のうち、所有、賃借、管理している土地の所在地および面積
保護地域および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域での活動、製品、およびサービスが及ぼす重大な影響についての記述
保護または回復されている生息区域
生物多様性への影響を管理するための戦略、現在の活動、および将来の計画
事業によって影響を受ける地区に生息するIUCNのレッドリスト種（絶滅危惧種）および国内の保護対象種の数。絶滅危険性のレベルごとに分類する
重量で表記する、直接および間接的な温室効果ガスの総排出量
その他の関連する間接的な温室効果ガスの重量ごとの排出重量
温室効果ガスを削減するための率先的取り組み、および達成された削減量
オゾン層破壊物質の排出重量
NOx、SOxおよびその他の重大な排気物質についての種類別排出重量
排水の水質および流出先ごとの総量
種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量
重大な漏出の総件数および流出量
バーゼル条約付属文書Ⅰ、Ⅱ、ⅢおよびⅧで有害とされる廃棄物の輸送、輸入あるいは輸出、または処理の重量、および国家間を移動した廃棄物の割合
報告組織による排水および流出液により著しい影響を受ける水域および関連する生息環境の特定、その規模、保護状況、および生物多様性の価値
製品およびサービスの環境影響を軽減する率先的取り組みと軽減された程度
販売された製品および包装資材に対し、使用済みとなり再生利用された割合（種類別）
適用される環境法および規制への不遵守に対する罰金の金額または罰金以外の制裁措置の総数
組織運営のために利用される製品およびその他の物品、材料の移動、および労働力の移動が、環境に与える重大な影響
種類別の環境保護目的の総支出および投資

製品およびサービスの安全衛生面での影響改善へ向けた評価を行うための、ライフサイクルの諸段階、および評価の手順の対象となる
主要製品・サービス区分の割合
製品およびサービスの安全衛生面の影響に関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数（結果の種類別に記す）
手順に基づき求められる製品・サービスの関連情報の種類、およびそれらの情報要請の対象となる主要製品およびサービスの割合
製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数（結果の種類別に記す）
顧客満足度を測定する調査の結果を含む、顧客満足に関する実践
広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する法律、基準および自主規定を遵守するためのプログラム
広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する規制および自主規定への不遵守の件数（結果の種類別に記す）
顧客のプライバシー侵害および顧客情報紛失に関する正当な根拠のあるクレームの件数
製品およびサービスの提供および使用に関する法律および規制への不遵守に対して課された罰金総額

雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力
従業員の総離職数および離職率の年齢層、性別および地域ごとの内訳
主要な業務ごとの、派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが正社員には提供される福利
団体協約の対象となっている従業員の割合
業務上の重要な変更に関する最短通知期間。団体協約として特定されているか否かも含む
労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる従業員総数の割合
地域ごとの、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合、および業務上の死亡者数
深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニケーションのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリン
グ、予防および危機管理プログラム
労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ
従業員カテゴリー別の、従業員一人あたりの年間平均研修時間
従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム
定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている従業員の割合
性別、年齢、マイノリティグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体（経営管理職）の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳
従業員カテゴリー別の基本給の男女比率

人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた主要な投資協定の割合および総数
人権に関する適正審査を受けた主要なサプライヤーおよび請負業者の割合、および審査により取られた対処措置の内容
業務に関連した人権的側面に関する方針および手順についての従業員研修の総時間数、および研修を受けた従業員の割合
差別が行われた事例の総数、および対処措置の内容
結社および団体交渉の自由を侵害する重大な恐れのある業務、
およびこれらの権利の支援のために実施された活動内容
児童労働の深刻な危険がある業務、および児童労働の根絶に寄与するために取られた措置
強制および義務労働の深刻な危険がある業務、および強制・義務労働の根絶に寄与するために取られた措置
業務に関連した人権的側面に関する組織の方針および手順の研修を受けた保安要員の割合
先住民の権利侵害事例の総数、および対処措置

参入、事業展開および撤退を含む、コミュニティに対する事業の影響を評価し管理するためのプログラムおよび実践の性質、対象およびその実効性
汚職・不正行為に関連するリスク分析を受けた事業ユニットの総数およびその割合
組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合
汚職・不正行為に対して取られる措置
公共政策に関してとっている立場と、公共政策形成への参加およびロビー活動
国別の、政党、政治家または関連組織への献金および物品提供の総額
非競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の総件数とその結果
法律および規制の不遵守に対する罰金の金額および非金銭的制裁の総数

環境

   

 

生物多様性

水

放出物、排出物
および廃棄物

製品とサービス

パフォーマンス指標

雇用

労使関係

労働安全衛生

研修および教育

投資および
調達慣行

多様性と機会均等

差別対策

児童労働
強制・義務労働

地域社会

保安慣行
先住民の権利

組合結成と
団体交渉の自由

法令遵守
輸送
その他全般

労働慣行とディーセントワーク
マネジメントアプローチ 7～10

●7～10

●35

●37～38

●7～10

●
●

30
30

●

●

7～10

29

●31～32

38

38

35～36

不正行為

公共政策

非競争的な行動
法令遵守

顧客の安全衛生

プライバシーの尊重
法令遵守

製品とサービスの
ラベリング

マーケティング・
コミュニケーション

製品責任 
マネジメントアプローチ 
パフォーマンス指標 

   

 

●EN8.  
EN9.  
EN10.

水源からの総取水量
取水により著しい影響を受ける水源
水のリサイクルおよび再使用が総使用水量に占める割合およびその総量

47、53～54

53～54

47

47
50

21～22
57～58
50
54、55
48

●

47 ●

●

●
●
●
●

社会
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