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　マツダのCSRの全容をステークホルダーの皆さまにご
理解いただくために、ユーザビリティを考慮した構成で制
作しています。ステークホルダー別にカテゴリー分類した
「マツダのCSR」と、自動車メーカーの責任である「環境保
全」と「安全」そして、マツダが継続的に取り組みを続けて
いる「社会貢献」の4つのカテゴリーで分かりやすく分類。
冊子で報告しきれなかった取り組みやデータを含め、網
羅的に報告しています。
　また、「社会貢献活動レポート」では、マツダの社会貢献
への取り組みをタイムリーにご覧いただけるよう、随時更
新しています。

マツダサステナビリティレポート2009 データ編

編集方針

報告メディアの考え方

マツダ株式会社の情報開示ツール

　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。本年度からは、「サステナビリティレポート」に名称を変更して、マツダのCSR

（企業の社会的責任：Corporate Social Responsibility）の取り組みを中心に、そ

の背景にある考え方、方針をステークホルダーの皆さまにご報告しています。

　また本冊子は、マツダのCSRの３つの重点領域のエピソードを紹介する「ストーリー

編」と、情報開示を主体とした「データ編」を両開きの2部構成でお届けしています。

　マツダは今後も情報開示を強化し、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。このレポートを通じて社会とともに持続

可能な発展を目指すマツダをご理解いただき、添付のアンケートやWEBサイトなど

から、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。

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
2008年4月から2009年3月を中心に報告。一部、2009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2006
環境省 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）

2009年8月（前回発行2008年8月、次回発行2010年夏予定）
発行時期

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

データ編

ストーリー編

http://www.mazda.co.jp/
corporate/investors/
library/annual/

アニュアルレポート

　マツダのCSRの重点領域として定めた3つの領域や安

全の取り組みを、読者の皆さまに分かりやすくお伝えする

ために、社員の声を通してストーリー形式で報告する「ス

トーリー編」と、情報開示を主体とした「データ編」の2部

構成でお届けしています。データ編は、マツダのCSR活動

の6つの分野である、「環境保全」「お客さま満足」「人間尊

重」「社会貢献」「コンプライアンス」「情報開示」を構成の

柱として、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、冊子で報告しきれなかった活動やデータはWEB

に掲載し、冊子上では以下のようなマークでWEB掲載情

報をお知らせしています。

リスクマネジメント基本ポリシーWEB例）

サステナビリティレポートに加えて、以下のツールでも、マツダの考え方、活動、データの情報開示をしています。

URL
http://www.mazda.co.jp/
corporate/investors/
library/s_report/

有価証券報告書
URL

http://www.mazda.co.jp/
corporate/profile/
outline/library.html

会社概況
URL

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

冊子

WEB
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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から、将来の事業環
境に関する予測、事業に関する計画などさまざまな情報を記載しています。これらの掲載事項は、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異なったものとなる
可能性があります。読者の皆さまには、以上をご了解いただきますようお願い申しあげます。
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マツダ株式会社（英訳名：Mazda Motor Corporation）

大正9年（1920年）1月30日

代表取締役社長兼CEO　山内 孝

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番１号

乗用車・トラックの製造、販売等

四輪自動車、レシプロエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジン、

自動車用手動・自動変速機

1,500億6千8百万円

22,298名（単独：出向者1,103名を含む）

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

国内    本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、三次事業所

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

国内    277社　   海外    121社(2008年12月31日現在)

社　　　　名

会 社 設 立

代　  表　  者

本 社 所 在 地

主な事業内容

主  要  製  品

資 本 金

従  業  員  数

研究開発拠点

生 産 拠 点

販  売  会  社

マツダの由来と意味

マツダブランドシンボル（1997年6月制定）

（2009年3月31日現在）会社概要

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、自動車事業を始めた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。

ブランドメッセージ"Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）"
マツダ独自の創造性と革新性で、子どもの時に感じた動くことへの感動を

愛し持ち続ける人々に、「心がときめくドライビング体験」を提供したい。という

マツダの想いを示した言葉です。

"Zoom-Zoom"を体現する新型車
2008年～2009年を代表するマツダの新型車は、グローバルに販売を展開し、これまで累計200万台以上生産したマツダ

の基幹車種「マツダ アクセラ」の新型モデルと、新開発の8人乗り中型トールタイプミニバンの「マツダ ビアンテ」です。

両車種に共通するのは、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。

マツダコーポレートマーク

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。

初代モデルが確立したスポーティな走りとスタイリングをさらに進化させる
のと同時に、質感が高く機能性に優れた室内空間、先進の環境・安全性能を
兼ね備えた新型「マツダ アクセラ」。

広くて扱いやすく、クリーンな室内空間、躍動感のある個性的なスタイリン
グ、乗員に安心感を与える優れた走行性能を特長とする国内専用の新型車
「マツダ ビアンテ」。
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マツダ株式会社（英訳名：Mazda Motor Corporation）

大正9年（1920年）1月30日

代表取締役社長兼CEO　山内 孝

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番１号
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マツダの由来と意味

マツダブランドシンボル（1997年6月制定）

（2009年3月31日現在）会社概要

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、自動車事業を始めた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。

ブランドメッセージ"Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）"
マツダ独自の創造性と革新性で、子どもの時に感じた動くことへの感動を

愛し持ち続ける人々に、「心がときめくドライビング体験」を提供したい。という

マツダの想いを示した言葉です。

"Zoom-Zoom"を体現する新型車
2008年～2009年を代表するマツダの新型車は、グローバルに販売を展開し、これまで累計200万台以上生産したマツダ
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マツダコーポレートマーク

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
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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。

初代モデルが確立したスポーティな走りとスタイリングをさらに進化させる
のと同時に、質感が高く機能性に優れた室内空間、先進の環境・安全性能を
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地図上のデータは2008年12月31日現在
生産拠点は非連結を含む
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4
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3
277
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2008

2007200620052004
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※2005年度以前の金額は、2006年度以降の表示に合わせて、
　少数株主持分を純資産に含めて組み替えてあります。
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0

研究開発費
証券会社

10,623,472株

0.75％

政府・地方公共団体
10,000株

0.00％

株式の所有者別の状況

1,418,509,399株

外国法人等
435,555,321株

30.71％

金融機関
486,407,445株

34.29％

個人・その他
311,963,597株

21.99％

その他の法人
173,949,564株

12.26％
6％

北米347,345台
28％

地域別売り上げ構成比

中南米44,095台
3％

日本218,559台
17％

欧州  321,645台
26％

オセアニア 86,804台
7％

アジア 25,213台
2％

中国／台湾143,715台
11％

中近東／アフリカ80,231台

1株あたり当期純利益
1株あたり当期配当金

マツダグループの概要（2009年3月31日現在）
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ディストリビューター

販売拠点

4
2

212

アジア
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

3
10
189

日本
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

3
277
1,100

北米
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

2
4

859

カリブ・中南米
生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

2
36
233

（億円）

（年度）20082007200620052004

35,000

29,198
26,956

32,475 34,758

25,359
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

売上高
（億円）

（年度）20082007200620052004

20,000

19,000

18,000

17,000

16,000

17,88717,678

19,078

19,856

18,010

0

総資産
（億円）

（年度）20082007200620052004

1,000
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200

721679
796 755

818

0

設備投資

（円）

（年度）20082007200620052004

70

51.5

37.6

52.6

65.2

-52.1

60
50
40
30
20
10
0

1株当たりの当期純利益／配当金

3 5 6 6 3

2,000

500

1,000

1,500

0

（億円）

（年度）
2008

2007200620052004
営業利益 当期純利益

1,234

829

458
667 737

918

-715

1,585 1,621

-284

営業利益／当期純利益
（億円）

（年度）20082007200620052004

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

4,072

2,758

4,799
5,542

4,147

0

純資産※

※2005年度以前の金額は、2006年度以降の表示に合わせて、
　少数株主持分を純資産に含めて組み替えてあります。

（億円）

（年度）20082007200620052004

1,200

1,000

800

600

400

200

957908
1,076

1,144

960

0

研究開発費
証券会社

10,623,472株

0.75％

政府・地方公共団体
10,000株

0.00％

株式の所有者別の状況

1,418,509,399株

外国法人等
435,555,321株

30.71％

金融機関
486,407,445株

34.29％

個人・その他
311,963,597株

21.99％

その他の法人
173,949,564株

12.26％
6％

北米347,345台
28％

地域別売り上げ構成比

中南米44,095台
3％

日本218,559台
17％

欧州  321,645台
26％

オセアニア 86,804台
7％

アジア 25,213台
2％

中国／台湾143,715台
11％

中近東／アフリカ80,231台

1株あたり当期純利益
1株あたり当期配当金

マツダグループの概要（2009年3月31日現在）
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マツダは、企業ビジョンの実現を目指し、従業員一人ひとりが「Mazda Way」をベースに、マツダを取り巻くすべての
ステークホルダーを視野に入れながら、CSR活動を展開しています。

マツダのCSR

新しい価値を創造し、最高のクルマとサービスにより、
お客様に喜びと感動を与え続けます。

私たちは情熱と誇りとスピードを持ち、
積極的にお客様の声を聞き、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。

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。

企業ビジョン

企業ビジョン

CSR

ビジネス
パートナー

マツダで
はたらく人々

お客さま

グローバル
社会

地域社会

次世代の
人々

 マツダを取り巻くすべてのステーク
ホルダ

ー

コンプライアンス

人間尊重

情報開示

社会貢献

環境保全

お客さま満足
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基本的な考え方
　マツダは、1999年に従来の「経営理念」を進化させ、「企業ビ

ジョン」を制定しました。「新しい価値を創造し、最高のクルマと

サービスにより、お客様に喜びと感動を与え続けます。」という

企業ビジョンを実現することで、マツダは社会と共にこれから

も成長、発展していくことができると考えています。

　具体的には、2004年に「CSR委員会」を設置し、お客さま、株

主・投資家、ビジネスパートナー、地域社会、次世代の人々など

マツダを取り巻くすべてのステークホルダーを視野に入れた

CSR活動を全社的に開始しました。

　そして、現在、この活動のベースとなるのが「Mazda Way

（マツダウェイ）※1」です。これは、マツダグループで働く従業員

一人ひとりが仕事を進める上で大切にすべき考え方をまとめた

ものです。CSR活動の担い手である従業員全員が、この考え方

に基づいて、さまざまなステークホルダーの要望や期待に応え

るよう努力することを通して、マツダは社会から信頼される企

業となるとともに、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

マツダのCSR活動の6つの分野
　マツダは、（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章※2」な

どを参考に、CSR活動を「環境保全」「お客さま満足」「人間尊重」

「社会貢献」「コンプライアンス」「情報開示」の6分野に分類し、

自らの活動を評価しています。そして、ステークホルダーからの

要望や期待を常に把握しながら、活動の優先順位を明確にする

と同時に、個々の分野においても確実に改善を図っています。

　マツダでは、さまざまなステークホルダーとの交流を通し

て、6つの分野のうち、人類の緊急課題であると同時に、自動車

メーカーの最優先課題でもある「環境保全」、社会の基盤であ

り、かつ企業活動の基盤である人材育成などの「人間尊重」、地

域社会に根ざした良き企業市民としての「社会貢献」を3つの

重点分野と定め、積極的な活動を推進しています。

※1 P58参照
※2 マツダは、（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」を積極的に支持して

おり、自己評価を行う際には「実行の手引き」を参考にしています。

CSR推進体制
　マツダは、2004年12月に社長を委員長とする「CSR委員会」

を、2007年6月に専任組織としてCSR推進部を設置し、関連

部門と連携しながら活動を推進してきました。そして、2008年

4月にはCSR委員会を「CSR経営戦略委員会」に改め、社会的

環境変化を踏まえ、グローバルな視点でマツダらしさを活かす

活動を推進する体制に移行しました。

　同委員会は、年に2回、経営会議メンバーが出席して開催さ

れ、中長期視点からCSRの取り組み方針や優先課題の設定、ま

た各分野・領域別の課題設定などを行っています。この委員会

で決まった方針のもと、社内各部門は、各分野別に中長期お

よび年度別の業務目標や計画などを策定し、国内外のグルー

プ会社と連携を図りながら、CSR活動を展開しています。一方、

CSR戦略コアチームは、CSR関連部門で実務を担っているワー

キングメンバーから組織され、同委員会への提案内容の事前

討議、新しいアイデアの発掘や創出、同委員会で決まった方針

を受けて具体的活動の方向付けなどを行っています。

 

WEB 従業員への啓発

マ
ツ
ダ
の
C
S
R

■6つの取り組み分野

環境保全

お客さま満足

人間尊重

社会貢献

コンプライアンス

情報開示

環境対応型商品の開発、地球温暖化防止対策、自動車リサイクルなど

魅力商品の開発、CS・サービスブランドの向上、製品信頼性など

労働環境配慮、ワークライフバランス、人権尊重の風土の確立など

地域活動への参加、交通安全の普及、社会福祉支援など

内部統制、適正取引の徹底、「企業倫理行動規範」の浸透・徹底など

取り組み情報の積極的発信、ステークホルダーとのコミュニケーション、
財務諸表の開示など

CSR経営戦略委員会

事務局
（ビジネス戦略部・CSR推進部）

国内グループ会社

社内各部門

海外グループ会社

■体制図（2009年3月31日時点）

環
境
保
全

お
客
さ
ま
満
足

人
間
尊
重

社
会
貢
献

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

情
報
開
示

委員長：代表取締役社長
副委員長：CSR・環境担当役員
メンバー：経営会議メンバー

CSR戦略コアチーム
グローバル監査部
企画本部
商品戦略本部
品質本部
グローバルマーケティング本部
広報本部
人事本部
コーポレート業務推進本部

ビジネス戦略部
アシスタントマネージャー

潮
うしおだ

田 寿
と し お

男

　マツダのCSRを推進していくために重要なことは、社員の

意識啓発だと考えています。社員全員が会社の良いところ、改

善が必要なところを理解し、同じゴールを目指して取り組ん

でいく必要があります。私は、事務局のメンバーとして特に社

会貢献・コミュニケーション戦略の推進をしています。ただ戦

略をつくるのではなく、私自身も実際の活動に積極的に参加

し、その時の一社員としての自分の感想や感度を大切にする

ことで、それらを戦略立案に生かしていきたいと思います。今

後の活動としては、ステークホルダーと対話をするイベントな

ども考えています。

VOICE

CSR活動は社員の意識から
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マツダのCSR

マツダグループのCSRにおける、主なステークホルダーとの関わり・情報開示
主なステークホルダー マツダグループの主な責任 対話の主な機会・情報開示

● お客さま満足の向上

● 安心・安全かつ魅力的な商品・サービスの提供

● 商品・サービスの適切な情報提供

● お客さまへの適切で迅速な対応・サポート

● お客さま情報の適正な管理

● 日常の営業活動

● コールセンターの設置

● CS（お客さま満足度）調査

● マツダオフィシャルホームページ

● 公平・公正な取引 ● 経営者懇談会の実施

● 購買連絡会の開催

● 日常の調達活動

● 販売会社代表者会議

● ディストリビューター会議の開催

● 優秀サプライヤー・販売会社・ディストリビューターの表彰

● 販売会社と本社をつなぐ「ホットライン室」

● トップからのダイレクトコミュニケーション（MBLD）

● 従業員意識調査

● 上司・部下の話し合い制度

● キャリアチャレンジ制度（公募・FA）

● 集合・選択研修

● 安全衛生大会

● 労使協議会

● オープンな取引機会

● CSR遂行への協力要請・支援

● 適切な情報提供・共有

● 人権の尊重

● 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

● 従業員の安全確保と健康維持・増進への配慮

● ダイバーシティの促進

● 労使の相互理解・相互信頼

● 地域の文化や慣習の尊重 ● マツダミュージアム・工場見学コースの一般公開

● 地域貢献活動の実施およびボランティア参加

● 環境への配慮

● 事業所での事故・災害防止

● 地域社会への貢献活動

● 事業活動を置く地域での災害時支援

● 法令の遵守 ● 経済団体、業界団体を通じての対話

● 有価証券報告書の発行

● ヒアリング対応・情報提供など

● 協働を通じた対話・支援

● 税金の納付

● 政策への協力

● グローバルな社会的諸問題の解決に向けた協働・支援

● 社会貢献活動における協働

● 適時・適切な情報開示

● 企業価値の最大化

● 議決権行使の尊重（株主総会）

● 積極的なIR活動 ● 株主総会の実施

● 四半期毎の決算説明会

● 投資家向け説明会

● 株主・投資家向け工場見学会

● 株主・投資家向けホームページ

● 株主通信の発行

● アニュアルレポートの発行

お客さま

株主・投資家

従業員

グローバル社会・
地域社会

行政機関

NGO・NPO

ビジネスパートナー
サプライヤー
国内販売会社
海外ディストリビューター



マネジメント
11   コーポレートガバナンス／内部統制

12   リスクマネジメント

13  コンプライアンス
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■コーポレートガバナンス
　マツダは、株主総会、取締役会、監査役会などの法定の機関

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。これにより、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。2009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33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や、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。

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従って取締役の職

務執行を監査しています。なお、マツダと社外監査役の間には

取引関係その他の利害関係はありません。

　内部監査部門としてはグローバル監査部が、経営の健全化

と効率化を目的として経営の目標・方針・計画や、諸法規・諸規

程に対する適合性を監査しています。

　会計監査については、マツダと監査契約を締結している監

査法人が担当しています。

　なお、監査役ないし監査役会、グローバル監査部と監査法人

の間では定期的に会合を行うなど相互の連携をとっています。

経営諮問委員会
　マツダは、社外有識者と当社全取締役から構成する経営諮

問委員会を年4回開催しています。社外有識者には幅広い分

野から卓越した専門知識・見識を有する方々を選出しており、

ご提案いただいたグローバル視点での幅広い意見を、マツダの

経営に反映することで経営の健全性、透明性の向上を図って

います。

■内部統制
内部統制推進体制
　マツダは、1998年に国内の連結子会社を対象に初めて

チェックリストを使用した内部統制の自己診断を実施しまし

た。そして、翌1999年からはマツダ本体および国内外の関係

会社に対して、主要な業務別にカスタマイズされたチェックリ

ストを用いた内部統制自己診断の仕組みを順次導入するなど、

早くから内部統制の強化に努めてきました。

　2007年6月、CSR推進部の中に内部統制推進の専任部署を

設立。関連部門や主要な関係会社と連携して金融商品取引法

に基づく内部統制報告制度への対応を進めるとともに、自己

診断の仕組みをさらに充実させ、社内や関係会社への教育･

啓発および支援活動を行うなど、グローバルレベルの内部統制

を推進してきました。これらの活動が一定の成果を収めたため、

2009年2月、内部統制推進の機能をCSR推進部からグローバ

ル監査部に移管しました。監査部門との情報共有化や一層の

効率促進を行い、内部統制のさらなる強化を図っています。

　また、適正な財務報告を行うプロセスを強化する観点から、

2008年1月、財務本部に財務統制管理部を設置し、グローバル

な財務統制ガイドラインの展開や、会計･税務的な視点での統

制活動の促進および支援を行っています。

内部監査体制
　マツダ本体の内部監査部門としてグローバル監査部を設置

しているほか、北米、欧州、豪州および南米の主要拠点に業務

部門から独立した内部監査部門を設置し、緊密に連携しながら、

監査計画に基づきグローバルでの内部統制評価を含む監査を

実施しています。

　これらの内部監査部門では、CIA（公認内部監査人）および

CISA（公認情報システム監査人）などの監査の公的資格を持つ

専門性の高い監査人を多数配置し、質の高い監査ができるよう、

人材育成にも注力しています。

マツダは、コーポレートガバナンスの充実と内部統制の強化を経営の重要課題の一つと認識し、
さまざまな施策を展開しています。

コーポレートガバナンス／内部統制

株主総会

■コーポレートガバナンス体制

選任／解任

監査役会
監査役

報告 諮問
会計監査人

報告 監査 取締役会
取締役

監督

代表取締役

経営諮問委員会

経営会議その他
社内諮問機関

執行役員

選任／解任

諮問

選任／解任

本部長他

（    ）5名中3名が
社外役員

　監査役に就任以来、取締役会に出席するほか担当役員のヒアリング、工場や子会社
の視察、からくり改善くふう展等のイベントへの参加など、いろいろな場面で役員・社
員の方々と直接触れ合う機会を持っています。その中で、社員が堅実で、また改善に前
向きに取り組み、経営者、管理者は彼らの努力を彼ら自身の成果として認め、第三者に
も功績をきちんと伝えていることに感激しました。また、トップマネジメントに対する
役員・社員の発言は率直で、これに応えるトップもその内容を正当に評価し、感謝の意
が伝わる言葉をいつも返していることに気がつきました。このようなオープンで相手
を尊重する企業をつくり上げてきたマツダの方々に心からの敬服の念を覚えます。こ
のような風土、経営の姿勢に対して、私自身忌憚のない意見を述べ、より良いコーポ
レートガバナンスの形成のために役立ちたいと思います。

監査役 赤岡　功
（公立大学法人 県立広島大学 理事長兼学長）

VOICE
社外監査役からのメッセージ ステークホルダーの皆さまへ
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■リスクマネジメント
リスクマネジメント体制
　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

従って、当社を取り巻くリスクを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各リスクに応じた全社横断的

な業務を担当する部門が管理しています。

　また、大規模な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。
WEB リスクマネジメント基本ポリシー

災害・緊急事態への対応
　マツダでは、防火管理規程、危機管理規程などの社内規程に

基づき、毎年、全社緊急連絡訓練や避難訓練、消防訓練など緊

急事態を想定した訓練を実施し、初動対応を確認しています。

　社内の災害だけでなく、サプライヤーが被災した際の対応手

順についても「サプライヤー被害時の

危機管理要領」としてまとめており、

異常発生時の対応体制、初動対応、復

旧支援などについて規定しています。

新型インフルエンザ対策
　マツダでは、従来より鳥インフルエンザウイルスに起因する

新型インフルエンザを念頭に、国内・海外のグループ会社も含

めた情報収集・連絡体制の整備やマスクや消毒剤の備蓄等を

進めてきました。

　2009年4月の新型インフルエンザA（H1N1）流行時には、地

域性を考慮しながら、感染予防策や患者発生時の対応手順の

周知徹底を図るとともに、事業継続も視野に入れ、副社長を本

部長とする対策本部を立ち上げ、マツダグループとして適切に

対処しました。

　マツダでは、今回の新型インフルエンザ対応をベースに、

引き続き、感染予防策や事業継続の検討を進めていきます。
WEB 大規模地震対策の推進

■情報セキュリティ
情報セキュリティ推進体制
　マツダは、お客さまからお預かりした個人情報など、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。2005年の個人情報保護法の全面施行にあわせ

て、機密情報を含むマツダが扱うすべ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、本部長を部門の情報取扱責任者に任命し、適

正な管理を図っています。そして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、社内だけでなく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

トし、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。

　従業員への啓発活動として、入社時などに機密情報管理につい

て集合教育を実施しています。また、入社時と年1回、個人情報・IT

セキュリティをテーマとした独自のeラーニングの受講を義務づ

け、さらに、イントラネット上に、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。関係会社に対しても、ツー

ルの提供を含めた教育支援をしており、今後はeラーニングにつ

いても展開していくことを検討しています。

個人情報の保護
　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」に従って、個人情報の保護に努めています。

　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、個人情報の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しています。
WEB 個人情報保護方針

知的財産管理体制
　マツダは、「マツダ企業倫理行動規範」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き、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。専門部署である

知的財産部では、新技術の特許権や基本マーク・車種名に対す

る商標権の取得、他者特許権や商標権、著作権の侵害防止活動

など、知的財産権全般の管理と遵法行動定着に向けた啓発活

動を実施しています。またグローバルに、連結子会社や関連会社

の知的財産取り扱い規程や運用についても支援しています。

■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

代表取締役社長 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

リスク・コンプライアンス委員会

部門長

全従業員
グループ会社

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

マツダは、リスクマネジメントに取り組み、事業の継続と安定的な発展確保を図ります。

リスクマネジメント

合同消防訓練の様子
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■コンプライアンス
「誠実」

　マツダは、コンプライアンスを単なる法令遵守にとどまらず、

社内ルールや、社会の期待・要請など社会通念に適ったものと

捉え、「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。海外においても、国際ルール

や法令だけでなく現地の歴史、文化、慣習等も尊重しています。

　大切なのは、単に法令やルールを遵守することではなく、な

ぜそうしなければいけないのかを理解し、自らの中に基準を

うち立て、浸透させ、実践していくことであると考えています。

マツダではこれを「誠実」という言葉で表しています。
WEB「接待・贈答品に関するガイドライン」

 

コンプライアンス教育
　教育・研修の中で強調しているのも「誠実」です。判断に迷っ

た時は「マツダ企業倫理行動規範」に照らし合わせ、個人で判

断できない場合は職場でしっかりとコミュニケーションするこ

とを推奨しています。2008年度は新入社員や中途採用者、新

任管理職、新任幹部社員を対象にコンプライアンス研修を実

施し、全社で1,379名が受講しました。また、「知らなかった」「関

心がなかった」ことによるコンプライアンス違反を防ぐととも

に、職場でのコミュニケーションのテーマを提供するため、イン

トラネットを活用した啓発活動も実施しています。2007年度

には、コンプライアンスやリスクマネジメントの観点から他社

の問題点や優れた対応を紹介する「他社事例から学ぶ」を配信、

さらに2008年度からは、コンプライアンス意識の一層の向上

を目指し、身近な問題を取り上げた「コンプライアンス通信」も

毎月1回配信しています。これらの情報は一部グループ会社に

も提供しています。

　国内外のサプライヤーに対しては、2005年以降、労働関係

法令を遵守し、強制労働、児童労働、虐待的指導・訓練などを行

わないよう要請する「労働関係法令遵守のお願い」文書の送付

をしています。

グローバル通報窓口「マツダ・グローバル・ホットライン」
　マツダは、1999年に「倫理相談室」を設置し、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、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通報・相談

を受け付けています。マツダ企業倫理行動規範では「法令違反

の事実を通報した人や調査に協力した人に対する報復や不利

益取扱をしない」と明記しています。

　このように、マツダは通報受付窓口を整備していますが、こ

れは最終的な手段であり、それ以前に職場での十分なコミュニ

ケーションで解決を図ることが、コンプライアンスの最も理想

的な姿であると考えています。
WEB コンプライアンスに関する活動の概要

マツダは、「マツダ企業倫理行動規範」に基づき、誠実で公正な事業活動を進めています。

コンプライアンス

■マツダ・グローバル・ホットラインの流れ

通報者

経営トップ監査役

調査対象部門

社外窓口（弁護士事務所）社内窓口

CSR推進部

回答
（通知可能の場合）

回答
（通知可能の場合）

実名／匿名原則、実名
通報 通報

報告 指示

通知

車両開発本部 主幹

采
う ね め

女 佳
か よ こ

代子

　企業倫理やコンプライアンスの重要性は認識しているつも

りでも、いつのまにか自分の経験に基づいた考え方や判断を

していることがあるのだと気づかされました。研修を受けるこ

とで、改めて「マツダ企業倫理行動規範」という基本に立ち返

ることができました。会社が社会から信頼され続けることの

重大さを心にとどめながら、マツダの社員として自分の行動

や言動に注意し、日々の業務を行っていきたいと思います。

VOICE

コンプライアンス研修に参加して

「マツダ企業倫理行動規範」の概要

1法律や社内規則、国際社会の常識・健全な慣行に従う。
2公平・公正である。           3企業の社会的責任を果たす。 
4自分の職責を忠実に果たす。  5正直である。 

「誠実」な行動の5原則

1法令および社内で適用される規程を守る。また明確に定めがない
　ことでも、これらの精神を尊重して判断する。 
2従業員、顧客、取引先を公平・公正に扱う。業務上の地位を利用して
　不当な利益・便宜を得たり、与えたりしない。 
3公私をわきまえ、会社の資産を着服したり乱用しない。 
4機密を守る。当社または他者の知的財産を侵さない。 
5人への安全・環境に配慮した商品作りを追求する。 
6常に健全な利益を追及すべく行動する。 
7人権と人間の尊厳を尊重する。 
8社内・社外への報告において常に真実をタイムリーに述べる。

行動指針  

全従業員に配布している
コンプライアンス・カード
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15  「サステイナブル "Zoom-Zoom" 宣言」 -技術開発長期ビジョン-

19   環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」

21   環境マネジメント

26   次世代に向けた先進技術の取り組み

25   事業活動と環境負荷の全容

29   環境に配慮したクルマづくり

32   地球温暖化防止

34   廃棄物の削減

35   自動車リサイクルの推進

37   環境負荷物質の管理・削減

38   環境コミュニケーション

27  CLOSE-UP “i-stop（アイ・ストップ）”-環境に配慮したクルマづくり-
自然な乗り心地と環境性能を両立した
スマートなアイドリングストップシステムを実現
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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。この技術

力をベースに、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年比で30％向上させ

る計画を発表。CO2排出量の削減に向け、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。

　また、さらなる燃費性能改善を目指してハイブリッドを含め

た電気デバイス技術※1の開発も加速していきます。

※1 モーターやバッテリー、電子制御技術など。

環境保全と交通安全という2つの課題に対して
　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、「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。

マツダは、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、
サステイナブルな未来の実現に向けて取り組みを進めています。

「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」-技術開発長期ビジョン-

マルチソリューション

■自動車での環境課題と取り組み

現在
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自動車の抱える環境課題に対しては、複数の解決策（マルチソリューション）が必要

1970 2000 2030

■平均燃費の向上

2001 2008 2015（年）

日本国内販売車の
平均燃費の向上率約30％達成

グローバルでの
平均燃費の向上計画

全
車
平
均
燃
費

約30％目標

　2007年 3月、マツダは技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を策定しました。

　これは「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マツダが取り組むこと」を宣言したものです。

　私たちはこの宣言に基づき、走る歓びと優れた環境安全性能が調和した、進化する“Zoom-Zoom”の世界を追求していきます。そしてマツダの

“Zoom-Zoom”の木をもっと大きく育てていきます。

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

基本ポリシー

2007 2010 2015

Zoom-Zoom
STYLISH,INSIGHTFUL,SPIRITED

Zoom-Zoom
STYLISH,INSIGHTFUL,SPIRITED

Zoom-Zoom
STYLISH,INSIGHTFUL,SPIRITED
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CO2削減の要となる「ベース技術」の進化
　マツダでは、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年比で30％向上させる目標を達成するた

めに、前述のような考え方に基づいて、エンジンやトランスミッ

ションなどパワートレインの革新や車両の軽量化など、クルマ

づくりの基本となる｢ベース技術｣を着実に進化させていきます。

　例えば、次世代ガソリンエンジン車では、現行車両と比較し

て1クラス下のクルマの燃費を、次世代ディーゼルエンジン車

でも現行の軽自動車やコンパクトカー並みの大幅な燃費向

上の実現を目指します。さらに新開発のオートマチックトラ

ンスミッションの導入や、車両全体で100kg以上の軽量化な

ど「ベース技術」の改善を徹底的に追求し、2011年以降に発

売する商品から順次導入していく予定です。

2011年以降に導入する次世代技術

●新開発 直噴ガソリンエンジン

　エンジンの基本構造を徹底的に見直し、燃焼効率を大幅改

善します。動力性能で15〜25％、燃費性能で12〜15％の改

善を実現します。

マツダのグローバルな環境技術についての
考え方と今後の展望
　自動車の抱える環境課題に対応していくためには、複数の

解決策（マルチソリューション）が必要であるという考えのも

と、自動車関連業界では、さまざまな代替エネルギーを利用

する環境技術の研究・開発が行われています。最近では、自動

車のエネルギー効率を改善するハイブリッドエンジンや電気

自動車の技術開発が進んでいます。CO2排出量の削減など地

球規模での課題に向け、これら環境技術の開発は加速してい

くものと予想されています。

　このような状況下において、マツダでは、こうした環境技術

の普及に向けては、素材の供給量や、コスト、インフラなど、ま

ださまざまな課題が存在しており、2020年時点でもグローバ

ル市場における主要なエネルギーは石油資源であり、動力技

術は内燃機関であると考えます。また、ハイブリッド技術など

の電気デバイスの段階的な普及、拡大は予想されますが、これ

らの技術も内燃機関がベースです。

　こうした展望から、マツダではベース技術となる内燃機関

の改善こそがまず、自動車メーカーとして取り組むべき重要

な課題であり、CO2排出の総量削減に向けて大きな効果が期

待できると考えます。

　さらに長期的には、化石燃料に依存しないクルマ社会の実

現に向けた取り組みも必要です。マツダでは、次世代エネル

ギーとして着目されている水素を燃料として利用する、水素

自動車の開発・市場導入も着実に進化させていきます。

 次世代パワートレイン

■環境技術の採用拡大展望（～2020）

●グローバルで、さらに厳しい燃費規制
●エネルギー効率の大幅な改善が必要
●電気デバイス技術の普及の拡大

パワートレイン（動力系）技術のグローバル市場に占める割合のイメージ

2009
●ハイブリッド技術やアイドリングストップ技術の導入 ●電気デバイス技術の拡大、電気自動車の導入も増加

※2 減速時に生じるエネルギーを電気に置き換えて再利用するシステム。

内
燃
機
関

ハイブリッド 電
気
デ
バ
イ
ス

2015 2020

電
気
デ
バ
イ
ス

電
気
デ
バ
イ
ス内

燃
機
関

内
燃
機
関

アイドリング
ストップシステム

アイドリング
ストップシステム

減速エネルギー
回生

ハイブリッド

電気自動車
電気自動車

ベースエンジン（内燃機関） ベースエンジン（内燃機関） ベースエンジン（内燃機関）

アイドリング
ストップシステム

減速エネルギー回生※2

ハイブリッド

新開発
直噴ガソリンエンジン
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「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」

未来につながる環境技術の確立に向けて
　マツダは、できるだけ多くのお客さまに「走る歓び」と「優れた

環境安全性能」を大きなコスト負担を伴わない形で提供し、全

体のCO2排出量の削減に貢献していく方針です。

　このため、さらなる環境性能の改善に向けて、電気デバイス

技術の開発も着実に進めており、ベース技術の進化とともに段

階的に展開していく予定です。

●新開発 クリーンディーゼルエンジン

　エンジンの基本構造を徹底的に見直し、燃料噴射制御など

の技術の進化により燃焼効率を大幅に改善。さらにアルミ素材

の使用により軽量化を図り、燃費性能を20％改善。またグロー

バルな排出ガス規制にも対応するクリーン性能を実現します。

●新開発 オートマチックトランスミッション

　構造の見直しや徹底した機械抵抗の低減により、優れた伝達

効率を持つオートマチックトランスミッションを新開発。現行

のトランスミッションに比べ、燃費を4〜7％向上させ、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実現します。

　軽量化は、クルマの運動性能の向上と燃費を両立させる重

要な技術です。マツダでは、安全性能を向上させながら車両構

造の徹底的な最適化を図る「理想構造の追求」、新しい加工技

術や接合技術による「新工法の開発」、材料技術や材料自体の

見直しによる「材料置換」の3つの視点で、100kg以上の大幅な

軽量化の実現に取り組んでいます。

100kg以上の軽量化

■電気デバイスの段階的実用化
革新的な環境性能を持つ、ベースエンジンに段階的に電気デバイスを
組み合わせることで、さらなる環境性能の向上を図ります。

アイドリング
ストップ
システム

減速
エネルギー
回生

ガソリン
ハイブリッド プラグイン

ハイブリッド※1
など水素

ハイブリッド

ベース技術の改善（パワートレイン、軽量化など）

バッテリーマネジメント技術

減速エネルギー回生

モーター駆動技術

※1 家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車

新開発
クリーンディーゼルエンジン

Step-1　アイドリングストップシステム
一時停止時に自動的にエンジンが止まるアイドリング
ストップシステムを採用。約8〜10％の燃費改善を実現
します（国内モデル）。2009年より、電気デバイス技術の
第1段として、新型アクセラやビアンテに搭載しました。

Step-2　減速エネルギー回生
クルマの減速時に発生するエネルギーを電気として回収
し、クルマが必要とする電気エネルギーとして再利用す
る回生技術。再利用の目的によって効果は異なりますが、
数％〜10％以上の燃費改善効果が見込まれます。

Step-3　ハイブリッドシステム
エネルギー効率の悪い低回転・低負荷時に、走行をアシ
ストする電気モーターの活用。ハイブリッドシステムは、
アイドリングストップシステムや減速エネルギー回生技
術との組み合わせも可能で、トータルで高い効率改善を
実現していきます。

■総合的な軽量化開発

理想構造の追求

材料置換 新工法の開発

個別ユニットの理想化／小型化

CAE技術

加工技術

接合技術

車体基本構造の最適化
材料・板厚の選定

・アルミニウム／マグネシウム
・樹脂材料　など
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技術開発計画における主な取り組み

サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル

“Zo
o

m
-Zo

o
m

”

宣
言

環
境
保
全

パワートレイン
技術取り組み 達成目標

デザイン&プラットフォーム
技術取り組み 達成目標

技術取り組み 達成目標

ガソリンエンジン

新開発直噴ガソリンエンジン
・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：12～15％改善

E85対応
フレックスフューエルエンジン
・E85※2まで対応可能なフレックスフューエルエンジンを2009年度に北米市場に導入

燃費性能：8～10％改善（国内）
アイドリングストップシステム
・マツダ独自のアイドリングストップシステムである「i-stop」を新型アクセラおよびビアンテに導入

排出ガス性能の改善
燃費性能：20％改善ディーゼルエンジン 新開発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

トランスミッション 走行性能：MT並みの走行感の実現
燃費性能：4～7％改善（国内）

新開発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改善させた
  新型オートマチックトランスミッションを市場導入

動力性能／燃費性能の劇的改善
新開発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：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）

水素ロータリーエンジン
マツダRX-8ハイドロジェンRE
・ノルウェーのHyNor（ハイノール）プロジェクトに参画。2008年10月からモニター車の
  走行を開始し、2009年夏からノルウェーでリース販売を開始する

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

プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
・2009年3月よりリース販売を開始。新開発のハイブリッドシステムを搭載、
 かつRX-8ハイドロジェンREから動力性能と航続距離を向上

ロータリーエンジン

燃費性能100％改善

ガソリンハイブリッド車
・2007年より、北米市場にトリビュートハイブリッドを導入
・i-stopに始まる電気系デバイス技術開発を加速。将来を見越して減速エネルギー回生、
  ハイブリッドなど段階的に技術を積み重ねていく

ハイブリッド

デザイン＆
プラットフォーム 100kg以上軽量化新開発プラットフォーム

・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以上の軽量化を目指す

車両技術

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

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

セーフティ
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

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実証実験を実施

材料技術
生産技術

マツダバイオテックマテリアル技術(バイオプラスチック、バイオファブリック)

アクアテックペイント(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目指す

バンパーリサイクル技術
・2005年より、ディーラーなどで回収した損傷バンパーを、新車用バンパーの材料に再利用。
  デミオ、MPV、RX-8などに採用
・2009年3月に、あらゆる使用済み自動車バンパーに関して、破砕から再生材製造までに至るまで
  の一連の工程を自動化したリサイクル技術を開発

VOC排出量：57％削減

・産学官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およびバイオファ  
  ブリックを開発し、2009年3月からリース販売を開始したプレマシーハイドロジェンREハイ   
  ブリッドの内装に採用
・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

※2 E85：バイオエタノール85％燃料
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環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」に基づき、
5つの分野で2010年度目標達成に向けた取り組みを進めています。

環境中期計画「マツダグリーンプラン 2010」

1. 環境を配慮した技術と商品の創造

SU-LEV（★★★★）の導入を推進する。

Tier2／LEV2規制に適合する。

新型ディ－ゼルエンジンの開発を推進する。

95.9%の乗用車でSU-LEV
（★★★★）を達成した。

すべての車種で、Tier2／LEV2規制に
適合した。

新型ディーゼルエンジンを搭載した
新型Mazda6(アテンザ)、新型Mazda3
(アクセラ)を市場導入した。

SU-LEV（★★★★）の導入を推進する。

Tier2／LEV2規制に適合を維持する。

新型ディ－ゼルエンジンの開発を推進する。

2010年度燃費基準を乗用車の全重量
ランクで達成する。

CAFE規制値に適合する。

企業平均CO2発生量を低減する。

［日本］2010年度燃費基準を乗用車の全重
量ランクで継続的に達成、さらなる燃費向上
を推進する。

[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。

［欧州］企業平均CO2発生量の低減を推進
する。 企業平均CO2発生量を低減した。

2010年度燃費基準を乗用車の全重量
ランクで達成した。

CAFE規制値に適合した。 CAFE規制値に適合する。

2010年度燃費基準を乗用車の全重量ランク
で達成する。

企業平均CO2発生量を低減する。

② 燃費向上（CO2低減）

③ 車両の軽量化

① 排出ガスのクリーン化

車両重量の自主目標を達成する。 軽量化推進を行う。
ビアンテでボデー構造の最適化や高張力
鋼板の積極的な採用によって、安全性を確
保しながら軽量化を実現した。

軽量化推進を行う。

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。

新型車の騒音低減開発を推進し、すべての
車種で自主基準値適合を継続する。 すべての車種で、自主基準値に適合した。 新型車の騒音低減開発を推進し、すべての

車種で自主基準値適合を継続する。

⑤ 代替燃料車の開発

⑥ 環境負荷物質使用量の低減

⑦ 車室内VOC（揮発性有機化合物）の低減

⑧ 自動車リサイクルの推進（開発段階） 

水素ロータリーエンジン車の開発と導
入を推進する。

ハイブリッド車の開発を推進する。 トリビュートハイブリッドを販売した。 ハイブリッド車開発を推進する。

バイオ燃料や合成燃料などの代替燃料
対応技術の開発を推進する。 E85の開発を完了する。 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。E85の開発を完了した。

ハイブリッド車の開発を推進する。

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。

六価クロム：全廃する。 全廃を継続する。 全廃済み。 全廃を継続する。

1995年度比HFC使用量10%以上削減する。 1995年度比HFC使用量10%以上削減する。

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。

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。 すべての車種で達成した。

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。 VOC低減技術をビアンテにも展開する。 デミオ、アテンザ、ビアンテで達成した。 VOC低減技術を新型車に展開する。

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
  で実用化する。
・非可食バイオ材料の産官学共同開発に
　着手する。

・プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
  に採用した。
・非可食バイオ材料の産学官共同開発に
  着手した。

非可食バイオ材料の一貫製造プロセスを
開発し、材料を試作する。

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拡大
を推進する。

廃車バンパーリサイクル自動化技術を確立
した。

バンパーtoバンパーリサイクルの拡大
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解体・リサイクル
容易な開発を推進する。

バンパー、インパネ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解体・リサイクル
容易な開発を推進する。

※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。

［日本］大部分の乗用車でSU-LEV
（★★★★）を達成する。

［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。

［欧州］次世代クリーンディーゼル車を開発、
導入する。

・動力性能を40％高め、航続距離を
200kmに向上させたプレマシーハイドロ
ジェンREハイブリッドの大臣認定を取得、
公道走行を開始、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。

・プレマシーハイドロジェンREハイブリッ
ドの大臣認定を取得し、リース販売を開
始した。

・RX-8ハイドロジェンREをノルウェーの
HyNor（ハイノール）プロジェクトに、評
価車両として現地導入した。

・プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
の確実なリース販売/市場フォローを行う。

・RX-8ハイドロジェンREをHyNor（ハイ
ノール）プロジェクトに確実なリース販売
/市場フォローを行う。

2010年度目標 2008年度目標 2008年度実績 2009年度目標
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全

「環境・安全技術フォーラム2008（横浜）」「やまぐち
いきいきエコフェスタ」「キッズエンジニア2008」「温
暖化ストップフェア」「エコプロダクツ2008」「ひろし
まフラワーフェスティバル」といったイベントへ参画。

・マツダボランティアセンターの主催による各
種ボランティア活動を実施（活動件数：36件
135名参加）
・延べ 5,000名がボランティアに参加。
・地域イベントや学校にて新技術や環境取り組
みの講演などで合計88件の派遣を実施。

2. 資源･エネルギーを大切にする活動

3. クリーンさを追求する事業活動

4. 事業活動の仲間と共に、よりよい環境づくり

5. 社会や地域と共によりよい環境づくり

国内主要4拠点で全埋立廃棄物量を
ゼロ（ｔ/年）にする。

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の
ゼロ（ｔ/年）を達成した。

梱包・包装資材使用量を1990年度比
40.７％削減し、当初目標を達成した。

国内主要4拠点で全埋立廃棄物量の
ゼロを継続する。

梱包･包装資材使用量を2008年度実績か
らさらに 1.5％上乗せし、42.2％とする。

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
19％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％以上削減する。（当初目標）

国内主要４拠点で1990年度比 CO2総
排出量を40.2％削減した。※2

物流領域でCO2 排出量を1990年度比
20%削減し、当初目標を達成した。

物流領域でCO2 排出量を2008年度実績
からさらに 1.0％上乗せし、21％とする。

国内主要４拠点で1990年度比 CO2 総排
出量を40％以上削減する。

⑩ 温暖化防止

⑪ 自動車リサイクルの推進

⑨ 廃棄物の低減

・ASRリサイクル率及び車両全体のリサイ
　クル実効率のさらなる向上を推進する。
・ASRリサイクル率：80％
・車両全体のリサイクル実効率：96％

・ASRリサイクル率：72％
・車両全体のリサイクル実効率：95％

・回収量 77,000 本 /年以上とする。 ・回収量 85,000 本 /年を達成した。 ・回収量 88,000 本 /年以上とする。・マツダ特約販売店からの廃バンパーの
　回収量88,000 本 /年以上を維持する。

・ASRリサイクル率:75%、車両全体のリサ
　イクル実効率96％を達成した。

・ASRリサイクル率：79％
・車両全体のリサイクル実効率：96％

⑫ VOC排出量低減

⑬ 購買取引先との活動充実

⑭ 販売会社の環境保全活動推進

⑮ 部品販売会社の環境保全活動推進

⑯ 環境啓発活動の推進

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

国内主要４拠点で全埋立廃棄物量を
ゼロレベルにする。

梱包･包装領域で1990年度比資材使用量
を40％以上削減する。（当初目標）

・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。

・主要取引先はEMS構築100％を維持した。
・地元の自動車関連企業協同組合に加盟
　し、直接・間接的に取引がある企業のほ
　とんどが EMS構築または導入準備を完
　了した。

・主要取引先での EMS構築 100％を維持
　する。
・２次取引先のさらなるEMS 構築の充実
　を図る。

・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。

左同。
・社長メッセージ
・クールビズ (夏季軽装 )の推進
・夏季および冬季の省エネ活動の展開

・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。

・環境イベントの開催や積極的参加を行う。 ・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。
・環境教育の講師派遣を行う。

・地域清掃活動の参加人数拡大。
・学校への環境教育講師派遣の拡大。
・グループ企業も巻き込んだ積極的な活動
　の拡大。

塗装面積当たりの排出量を30g/㎡以下とする。 塗装面積当たりの排出量を33g/㎡とする。 塗装面積当たりの排出量を32.4g/㎡まで削減した。

取引先での環境マネジメントシステム
(EMS) 構築を推進する。
取引先への EMSの維持と充実を図る。

連結販売会社でエコアクション21の導入
を開始する。

すべての連結販売会社でエコアクション21
の導入を開始した。

塗装面積当たりの排出量を32g/ ㎡以下とする。

その他のマツダ・マツダアンフィニ系及び
マツダオートザム系販売会社で順次エコア
クション21の導入を開始する。

・全部品販売会社(４社)にEMSを導入する。
※連結部品販売会社の合併により、2009年４
　月より導入対象部販社は全４社になった。

・部品販売会社のEMS導入準備をほぼ
　完了した。・部品販売会社のEMS導入に向け準備する。 ・EMSの導入を連結部品販売会社のマツダ

　パーツ（株）から開始する。

2007年度より、連結販売会社でEMSの
構築を開始し、マツダ・マツダアンフィニ系
販売会社へ順次導入する。

※2 地球温暖化防止対策の推進に関する法律（温対法）に基づき算出した結果。

左同。

・社員の環境意識向上のための環境情報
　の積極的発信。
・社内に対する環境イベントの開催。
・グループ企業も巻き込んだ環境
　イベントの開催。

2010年度目標 2008年度目標 2008年度実績 2009年度目標
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フォードマツダエンジン有限公司においても、2008年度末には

認証を取得しました。

　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、

販売会社やサプライヤーのEMS構築も促進しています。
WEB 国内生産拠点・事業拠点におけるISO14001の認証取得一覧

■環境マネジメント体制
　マツダは、グループ会社を含めた環境マネジメント体制をさ

らに強化するため、2009年度より環境マネジメント体制を再

構築しました。社長を委員長としたCSR経営戦略委員会のも

と、開発からリサイクルまでの商品に関する環境保全事項を

検討する「商品環境委員会」、生産、購買、販売・サービス領域

に関する環境保全の推進体制を一つに集約した「事業サイト

環境委員会」、さらに社会のニーズにあった環境啓発活動や

社会貢献活動を検討・推進していく「社会環境委員会」の3つ

の委員会を設け、グループ全体での環境保全の取り組みを推

進しています。

環境マネジメントシステムの構築
　マツダでは、環境マネジメントシステム（EMS:Environmental 

Management System）の構築を推進しており、マツダも含め

た国内外の製造系関連企業14社で、国際規格のISO14001

の認証の取得を完了しています。特にマツダでは、現在グローバ

ルでの構築を推進しており、2007年末に稼動開始したばかり

の中国の長安フォードマツダ汽車有限公司（南京工場）、長安

マツダでは、環境負荷を低減するために、グループ会社をはじめ、販売会社やサプライヤー（購買取引先）も含めた
サプライチェーン全体でマネジメント体制の構築に取り組んでいます。

環境マネジメント

■マツダ環境推進体制（2009年3月31日時点）

CSR経営戦略委員会
委員長：代表取締役社長
副委員長：CSR・環境担当役員

環境担当役員

商品環境委員会 環境に配慮した商品や技術の開
発など、開発における環境保全関
連の重要事項の検討・推進

事業サイト環境委員会 生産・物流分野における環境保全
の重要事項の検討・推進、および販
売会社・購買取引先などサプライ
チェーン全体での環境負荷低減の
検討・推進（含、グループ企業への
EMSの展開）

社会環境委員会 社内およびグループ企業への環境
啓発活動および環境に関する社会
貢献活動の検討・推進

委員長：研究開発担当役員

委員長：環境担当役員

委員長：マーケティング・販売担当役員

マツダ地球環境憲章

環境理念

行動指針

マツダグループは国内外全ての企業活動において、自然との調和を図りながら、
地球環境の保護と豊かな社会づくりに貢献します。
・私たちは地球にやさしい技術と商品を創造し、社会に提供します。 
・私たちは資源やエネルギーを大切にし、環境を配慮した事業活動を行います。 
・私たちは社会や地域と共に、よりよい環境をめざした活動をします。

（1992年制定、2005年 4月改定）

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

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

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

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

5. 社会や地域と共に、よりよい環境づくり 
私たちは環境に関する社会の要請に積極的に耳を傾け、企業活動に反映させます。 
私たちは環境に関する技術・システム・情報などを公開し提供します。 
私たちは事業活動に留まらず、環境保全に寄与する社会的活動にも積極的に取り組みます。 
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に関するものが3件ありました。騒音については、工場周辺の路

面を整備し部品などを運搬する際の音を低減するなどの対策

を行い、臭気については、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。

■オフィスでの環境活動
　マツダでは、書類や財務帳票類の電子化を進め、オフィスで

の紙使用量の削減を進めています。また、古紙（シュレッダーダ

スト）を部品輸送の緩衝材として活用したり、廃紙の分別を徹

底するなど、リサイクルにも努めています。

　さらに、エネルギー使用量の削減も進めています。電力消費

の少ない事務機器、什器類の購入、照明やパソコンなどの不要

時電源オフの徹底、アイドリングストップ運動の周知徹底など

に継続的に取り組んでいます。

■環境教育
　マツダでは、環境マネジメントシステムの一環として、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。

WEB 環境教育体制

■環境監査の実施
　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※1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。問題が抽出された

場合は、迅速に対応、改善し、さらなる向上を目指して活動して

います。

　2008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107件ありました。外部監査については、

軽微な不適合が0件、観察事項が9件でした。これらの結果は

経営層へ報告するとともに、迅速に是正しました。

WEB 内部監査員数の推移

■環境リスクマネジメント
　マツダの環境リスクは生産工程や生産設備などの製造面、

さらに製品面・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

期的に実施しているほか、定期的に環境モニタリングを実施し、

大気汚染、水質汚濁などの状況を確認しています。
WEB 環境モニタリング

■環境法令遵守
　2008年度も、引き続き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、本社工場で騒音に関するものが2件、臭気

※1  2009年4月にR&D部門は広島地区に統合されました。

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環
境
保
全

■内部監査の実施状況

■外部監査の実施状況

指
摘
事
項
件
数

重大な不適合

軽微な不適合

観察事項

0

62

112

2004年度

0

36

122

2005年度

0

20

142

2006年度

0

21

139

2007年度

0

21

107

2008年度

指
摘
事
項
件
数

重大な不適合

軽微な不適合

観察事項

0

0

7

2004年度

0

0

8

2005年度

0

2

5

2006年度

0

1

5

2007年度

0

0

9

2008年度

■環境教育受講者数

管理者教育

係長教育

職長教育

125

288

45

2004年度

110

270

50

2005年度

80

258

81

2006年度

81

187

77

2007年度

81

134

76

2008年度

新入社員教育 378 769 677 1,005 923
※このほか、各部門において、一般の従業員に対する教育も実施しています。

（人）

MLE

　 ベルギーのウィルブローク
にあるマツダモーターロジス
ティクスヨーロッパ（MLE）は、
AlpEnergie（アルプエネルギー
会社） と契約し、2008年から
100％再生可能エネルギーだ
けを利用することになりました。
アルプエネルギー会社によって
供給された電気は100％再生可能エネルギーを起源としたエネルギー
として、ドイツのTÜV認証※を受けています。
　MLEは、そのほか、施設照明を自動的に点灯・消灯したり、看板照明の
点灯節約、屋外の照明状況に応じた光量調節など、合理的にエネルギー
消費するための取り組みも積極的に推進しています。

TOPICS

マツダモーターロジスティクスヨーロッパで
100％再生可能エネルギーに転換

※TÜV：ドイツに本社をおく製品安全試験・認証、マネジメントシステム認証を行う国際的な第三者機関
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環境マネジメント

「法令への対応と遵守の要請」、および「関係各省庁が主催する

説明会への参加要請」をサプライヤーに対して行いました。

■化学物質の適正な管理
自動車部品の材料情報収集・管理
　マツダは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを自動車の部材

に含ませることを原則として禁止した欧州ELV（End-of-Life 

Vehicle：使用済み自動車）指令、（社）日本自動車工業会の自主

規制、さらには国際的な標準であるGADSL※4といった各種規

制で定められている環境負荷物質群について、自動車部品の

材料情報収集・管理のためのシステム「IMDS※5」を用いてサプ

ライヤーから調達資材・部品の含有量データを収集し、含有状

況を把握し適切に管理しています。2009年3月末時点で、これ

ら物質群の数は144にのぼっています。

　サプライヤーにはIMDSに適切にデータを入力していただ

くために、ガイドラインを毎年発行し、法規動向やデータ更新

対象を案内しています。また、IMDSを通じて収集したデータは、

車両のリサイクル率の算出や、消費者への化学物質含有情報

の開示にも活用しています。

REACH※6への対応
　2008年6月1日から本格的に施行された欧州の化学物質

規制REACHについては、欧州、アメリカ、韓国、日本の自動車

業界が連携して、自動車のサプライチェーンと協力して対応

しています。

　マツダも対象となるすべてのサプライヤーへの説明会を開催

し、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、

2008年11月末までに予備登録を完了し、12月からは本登録

を進めています。順次公表される高懸念物質（SVHC）について

は、届出または代替の対応が必要になる場合があります。引き

続き、サプライヤーと連携を取りながら対応を進めていきます。

※4 GADSL：Global Automotive Declarable Substance Listの略。世界の自動車業界の申告物質リスト。
※5 IMDS：International Material Data Systemの略。自動車部品の材料情報収集・管理の

ための国際標準システム。
※6 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）。

■販売会社の環境マネジメントシステム
　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、環境マネジメントシステム「エコア

クション21（EA21）※1」の導入を順次開始しました。2009年7

月までに、4社が認証を取得しています。

■部品販売会社の環境マネジメントシステム
　部品販売会社では法令に従って油脂・ケミカル類を適切に

保管できるよう、危険物保管庫の設置や危険物取扱者を配備

するなど、積極的に、環境リスクに対する取り組みを推進して

います。

　また、部品販売会社の環境保全の取り組みを維持強化して

いくために、環境マネジメントシステム※2を、2010年度までに

全部品販売会社4社※3に導入する予定です。

■サプライヤーの環境マネジメントシステム
グリーン調達の推進
　マツダは、サプライチェーン全体で環境負荷を低減すること

を追求しています。その一環として、2005年5月に「グリーン調

達ガイドライン」を制定しました。同ガイドラインは英語版も

作成し、国内外のサプライヤー（購買取引先）に適用しています。

このガイドラインでは、環境マネジメントシステムの構築・運用

と法令遵守、環境負荷物質の管理が適切になされているサプラ

イヤーから優先的に購入を進めていくことを明記しています。

サプライヤーの環境マネジメントシステム構築支援
　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

プライヤー約400社のすべてが認証取得を完了し、2008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。

今後も100％取得を維持できるよう活動を続けます。

　また、主要な購買1次サプライヤーを通じて、2次以降のサプ

ライヤーの環境マネジメントシステム構築も推進しています。

　2010年度に改定される国内の環境関連法案に対する取り

組みの一環として、マツダグループは環境法令遵守のために

※1 エコアクション21（EA21）:環境省が環境マネジメントシステムの国際規格である
ISO14001をベースに策定した環境マネジメントシステム。認証を取得するために
は、■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、が求められる。

※2 マツダ独自のマネジメントシステム。
※3 合併によって2009年4月から連結子会社1社に、持分適用会社3社合わせて4社。

■IMDSの仕組み

マツダ サプライヤー

IMDSサーバー
データをインプットデータをダウンロード

調査依頼
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■LCA（ライフサイクルアセスメント）
自動車のライフサイクル全体で環境負荷を低減
　マツダは自動車を製造する過程、お客さまのご利用段階、使

用後まで、あらゆる側面から環境負荷を検証し、自動車のライ

フサイクル全体で環境負荷低減を目指しています。

　LCAの実施手法や評価に必要なデータベース構築の検討を

進め、マツダ独自のLCAを確立しました。それを活用してRX-8

ハイドロジェンRE（水素自動車）のLCA評価を行いました。そ

の結果、RX-8ハイドロジェンREのCO2排出量は、RX-8（ガソリ

ン車）と比較し1/2以下となります。

■環境会計
　マツダは、環境保全活動に投入したコストとその効果を「環境会計」として把握し、活動の効率化を図っています。

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環
境
保
全

13 6 11

15 6 19

68

（%）

1 1

0 12

■RX-8ハイドロジェンREのLCA評価（CO2の例）

廃棄メンテナンス燃料燃焼燃料製造加工・組立素材製造

RX-8

RX-8ハイドロジェンRE

0 20 40 60 80 100

※ マツダ独自の手法で算出しています。
※ RX-8ハイドロジェンREのベース車であるRX-8基準として、CO2排出量を指数で示しています。 
※ 自動車の生涯走行距離10万kmを10-15モードで走行した場合で算出しています。

約57％削減

分類 主要活動内容

■環境保全コスト

2,209 2,128 4,337 4,603 9,023 13,626

917 413 1,330 1,917 1,251 3,168

296 850 1,146 613 2,826 3,439

0 281 281 0 847 847

0 819 819 0 2,719 2,719

3,139 34,505 37,644 6,299 103,854 110,153

0 109 109 0 328 328

0 0 0 0 0 0

6,561 39,105 45,666 13,432 120,848 134,280

集計期間：2008年4月～2009年3月　　　集計基準：「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。なお、金額には減価償却費は含まれていません。
集計範囲：マツダ（株）、国内連結子会社5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）／マツダエース（株））　、国内持分法適用会社3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））

分類

■環境保全効果

（単位：百万円）

マツダ単体

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
事
業
エ
リ
ア
内

公害防止 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地球環境保全

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

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

－

資源循環

上下流

管理活動

研究開発

社会活動

環境損傷

合計

環境保全効果

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） 

地球環境保全

資源循環

上下流 製品・商品のリサイクル

資源有効活用・リサイクル

地球温暖化防止
生産領域 CO2排出量（売上高あたり） 33.3t-CO2/億円 24

物流領域 － 47,136万t-km/年

シェル砂 34,626t/年 13

鋼屑類 125,644t/年 8,218

廃バンパー回収本数 85,000本/年 44 44

その他 有価物売却

107,639t/年 4,396金属類

733t/年シンナー、廃液

16,764本/年
15

4,959空ドラム、ホイール、廃タイヤ

3,196t/年回収砂、プラスチック類、ダンボール屑

91枚/年パレット類

12,686 13,258合計

8,232

－ －

－
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マツダは事業活動すべての領域で環境負荷低減に取り組むために、環境データの把握に努めています。

事業活動と環境負荷の全容

（対象範囲）マツダ（株）／連結子会社 国内27社・海外1社／持分法適用関連会社 国内5社・海外5社
（対象期間）2008年度（2008年4月～2009年3月）

※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、「エネルギー使用の合理化に関する法律」（2005年）および「温室効果ガス排出量
　   算定報告マニュアル Ver.2.4」（2009年）に基づいて算出しています。
　   本年度から、連結子会社と持分法適用会社の数値に関しては、当社の株式保有に比例して算出しています。

エネルギー種別

［海外生産拠点5カ所を含む］

紙（OA用紙など）
1,625t

1,593万㎥
水使用量

84.7万t
原材料（鉄・アルミなど）
［マツダ（株）および材料供給先含む］

化学物質投入量
9,093t

自動車リサイクル量

エアバッグ類

シュレッダーダスト（ASR）

フロン類

合計

CFC

HFC

（自動車リサイクル法に基づく2008年度の実績値）

損傷バンパー回収・リサイクル

85,044本

購 買

510,619×103t-km

梱包・包装材
55,879t

16,609×103GJ

エネルギー使用量 ※1

国内物流における
物流量 ※1

引取り量
5,561kg

引取り台数
21,079台

引取り量
37,968kg

引取り台数
119,364台

灯油 都市ガス73 2,106

電力 軽油 一般炭9,739 231 785

A重油 ガソリン コークス247 531 487

産業用蒸気C重油 LPG663 116 1,631

総引取り量 31,291t

再資源化重量 11,726kg
引取り量 168,166個
引取り台数 83,145台

再資源化重量 25,711t
引取り台数 175,282台

総引取り量

43,529kg
総引取り台数

140,443台

● 取引先のISO14001
　認証取得の促進
● グリーン調達の推進

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

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

物 流

SOx排出量
259t

排水量
767万㎥

8,353t

［販売会社を除く］

排出量1,508t  移動量267t

※1
国内物流における
温室効果ガス排出量

84,287t-CO2

97万t-CO2

［車両、海外生産部品、OEM車などを含む］

1,116,320台

出荷台数

CO2排出量 97万t-CO2
CO2以外の温室効果ガス排出量 0.2万t-CO2

134,916台

220,386台国内

895,934台海外

低公害車などの出荷台数（国内）

0台水素自動車

11台天然ガス自動車

0台ディーゼル代替LPG自動車（車両総重量3.5t超）

低燃費かつ低排出ガス認定車※

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

129,320台
SU-LEV（平成17年基準排出ガス75％低減レベル☆☆☆☆）

3,072台
U-LEV（平成17年基準排出ガス50％低減レベル☆☆☆）

2,513台
平成17年基準排出ガス適合（SU-LEV、U-LEVを除く）

● 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

● 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

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

対象範囲会社の詳細リストWEB

NOx排出量
247t

直接埋立廃棄物

化学物質排出・移動量

※1温室効果ガス排出量
［海外生産拠点5カ所を含む］

※海外生産、OEM車などを除く

AI
Fe

CO2

CO2

SOX

NOX
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　CO2排出量ゼロ・脱化石資源の次世代エネルギーとして、注目を

集める水素。マツダは、その水素を内燃機関の「燃料」として利用す

る水素ロータリーエンジン車の開発にいち早く取り組んできました。

　2006年より国内でリース販売を行っている「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、「マツダ プレ

マシー ハイドロジェンREハイブリッド」を開発し、2009年3月よ

り日本国内でリース販売を開始しました。

　「プレマシー ハイドロジェンREハイブリッド」は、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引き継ぎつつ、水素の

燃焼エネルギーを高効率に電気エネルギーに変換し、モーターを

駆動するシリーズハイブリッドシステムを採用した世界初の水

素ハイブリッド車です。アクセルを踏むとエンジンとモーターが

同期し、力強い走りが特長です。クリーンでサステイナブルな水

素社会の実現に向けて、マツダは、走る歓びと環境安全性能が調

和する水素ロータリーエンジン車の研究開発を継続し、さらに進

化させていきます。

　2007年からは、水素を燃料とするモビリティー社会構築を目

標としたノルウェーの国家プロジェクト「HyNor」に協力。2008

年にはノルウェーで水素ロータリーエンジン車「マツダ RX-8 ハ

イドロジェンRE」の公道走行を開始し、海外で初めての本格的な

公道走行により、水素エンジン自動車の実用化に向け新たな一

歩を踏み出しました。

　次世代のクルマには、脱石油資源やCO2排出量の削減の観点

から新しい自動車部品材料が求められています。

　マツダは、植物由来の材料からなる新しい自動車部品材料を

「マツダ バイオテックマテリアル」として積極的に研究開発を進

めています。すでに、業界初の射出成形可能で、高耐熱・高強度な

「バイオプラスチック」の開発や、耐久性に優れた世界初の植物由

来100％繊維による「バイオファブリック」の開発に成功。2009

年３月に国内リース販売を開始した「マツダ プレマシー ハイド

ロジェンREハイブリッド」のインストルメントパネル周辺の内装

パネルやシートやドアトリムに採用しています。

　2008年からは広島大学と産業技術総合研究所との共同研究で、

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

スチック技術開発に着手しました。間伐材や稲わらなどを原料とす

るセルロース系バイオマスは、植物由来で食糧と競合しない持続可

能な資源で、製造工程におけるCO2排出量の削減にも貢献します。 

事
業
活
動
と
環
境
負
荷
の
全
容
／
次
世
代
に
向
け
た
先
進
技
術
の
取
り
組
み

環
境
保
全

世界初の水素REハイブリッド自動車
「マツダ 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

食糧と競合しないバイオプラスチックの実用化を目指して 

マツダはサステイナブルな社会の実現に向け、水素ロータリーエンジンをはじめ、
独自の技術開発に積極的に取り組んでいます。

次世代に向けた先進技術の取り組み

2009年3月にリース販売を開始した　「マツダ プレマシー ハイドロジェンREハイブリッド」

　2009年5月ノルウェーの首都オスロで「HyNor」の
水素ステーションの開所を祝う記念式典が行われま
した。マツダはこの「HyNor」に「マツダ RX-8 ハイドロ
ジェンRE」を供給していきます。この式典で、マツダは、
ノルウェー仕様の「RX-8 ハイドロジェンRE」1号車を
公開しました。

TOPICS

HyNorの水素ステーション開所式

スタトイルハイドロ社
水素ビジネス開発長

ウルフ・ハフセル様

※写真の他、リアシート表皮、水素タンクカバーにも
　マツダバイオテックマテリアルを使用

ロアパネルロアパネル

フロント
コンソール
フロント
コンソール シート表皮シート表皮シート表皮シート表皮

シフト
パネル
シフト
パネル

ドアトリム表皮ドアトリム表皮

グローブリッドグローブリッド

□ HyNorプロジェクト関係者コメント
　HyNorプロジェクトでは、2006年以降すでに2つの
水素ステーションがオープンしており、今回新しくノル
ウェーの首都オスロに設置することができ嬉しく思っ
ています。これにより首都オスロ近郊での水素インフラ
が構築されることになり、その点でも今回の水素ステー
ション開所の意味は大きいでしょう。
　マツダの「RX-8 ハイドロジェンRE」は、水素を燃料と
して走るクリーンでサステイナブルというだけでなく、
魅力的で運転も楽しいクルマです。今後、水素ロータ
リー車がノルウェーに納車されていくことを楽しみに
しています。

水素ステーション開所式

HyNorプロジェクトURL http://www.hynor.no
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　マツダは、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年比で約30％向上させる計画を発表しまし

た。すべてのマツダ車のCO2排出量の削減に貢献するためには、

多くの車種に活用でき、将来的にも展開性がある技術であるこ

とが重要です。

　i-stopは、そうした考え方で開発したマツダ独自の環境技術

です。マツダは、今後もこのi-stopを燃費向上のための重要な

ベース技術の一つとして確立していきます。

　アイドリングストップシステムとは、信号待ちなどでドライ

バーがクルマを停止させると自動的にエンジンが切れ、発進の際

にエンジンが再始動するシステムです。一般的なアイドリングス

トップシステムでは、スターターモーターを使って再始動します。

　これに対して、i-stopでは再始動の最初から、停止しているエ

ンジンのシリンダー内に燃料を直接噴射し爆発させることで

ピストンを押し下げ、エンジンを再始動させる「燃焼始動式」を

採用。「燃焼始動式」では、エンジン停止時にピストンを最適な

位置に停止させる必要があるため、ピストンの正確な位置を検

出し、制御する技術を確立しています。

　また、スターターモーターを再始動時に補助的に作動させて

いますが、主に燃焼力で再始動させることにより、作動時間が

従来よりも短くなり、消費電力を低減しています。

　この独自の技術により、i-stopのエンジン再始動時間は、ク

ラストップレベルの0.35秒（AT車、社内計測値）を実現。ブレー

キを離すとすぐにエンジンが始動するため、右折待ちから対向

車の合間をぬって発進するような場面でも、素早い発進ができ、

ドライバーに不安を感じさせないシステムになりました。

　i-stopは、ドライバーの操作や負担を増やすことなく、こまめ

にエンジンを停止させることにより、約10％の燃費改善（アク

セラ、国内10-15モード）※1を実現しました。これは2009年4

月から実施された新グリーン税制の燃費基準「+25％」にも適

合しています。

※1　直噴エンジン効果なども含め、新型アクセラの燃費は、旧アクセラから約
15％の燃費改善を実施。

燃費約30％向上のための
ベース技術の一つとして確立

独自の技術で再始動時間を
従来の約半分に短縮

エンジン始動

スロットルボディ スロットルボディ

オルタネーター オルタネーター

スターターモーター スターターモーター

オルタネーター

スターターモーター

スロットルボディ

オルタネーター

スターターモーター

停止位置
目標

停止位置
目標

ピストン位置制御中
スロットル制御＋オルタネーター制御

エンジン停止 エンジン始動燃焼＋モーターアシスト

エンジン停止中

スロットルボディ

自然な乗り心地と環境性能を両立した
スマートなアイドリングストップシステムを実現
マツダは、直噴エンジンならではの原理を活用した独自のアイドリングストップ技術「i-stop（アイ・ストップ）」を開発しました。
i-stopは、大幅な燃費の改善と、素早い再始動でドライバーに違和感を与えない操作感を両立。
2009年に発売の新型「マツダ アクセラ」に搭載するとともに、燃費向上の基幹技術の一つとして、今後も広く採用していく予定です。

環境に配慮したクルマづくりCLOSE
UP

 ■ i-stop の作動原理
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VOICE

プログラム開発推進本部
主査

猿渡 健一郎

より多くのお客さまに使っていただき、
環境に貢献できるシステムを目指します　燃費向上に役立つことは分かっていても、アイドリングス

トップが普及しない大きな理由の一つに、再始動に時間がかか

ることや、停止・再始動時に発生する音や振動に違和感がある

ことがあげられます。

　i-stopは素早い再始動の実現とともに、違和感のない乗車感

覚にこだわり、エンジンの停止と再始動に伴って発生する音と

振動を極限まで低減しました。そして、安全性はもちろん、乗車

中の快適性を損なうことがないように設計しています。

　どのような走行条件でも最適の条件に設計するために、

i-stopの開発にあたっては、世界5都市と国内8都市で実車に

よるモニター調査を実施。クルマの安全性・快適性・盗難防止

を最優先で確保しながら、自然な乗り心地で環境に貢献できる

従来にはないアイドリングストップシステムが誕生しました。

自然な乗り心地に
徹底的にこだわって開発

　i-stopは、高い環境性能を持ちながら、走る歓び“Zoom-Zoom”
をまったく損なわないマツダ独自の技術です。地球環境と交通環
境のサステイナブルな将来に向けて、ぜひ実現しなければならない
技術であると、開発メンバーが一丸となり、強い意志を持って開発
に挑みました。
　最大の難関は、どうすればさまざまなお客さまに「違和感がな
い」と感じていただけるシステムにできるかということでした。徹
底した走行調査、システム調整に最も時間を費やし、誰もが納得
していただけるフィーリングを追求しました。こうして誕生した
i-stopは、これまでにない自然な感覚で乗っていただけるアイドリ
ングストップシステムになったという自信があります。ぜひ、より
多くのお客さまにご利用していただきたいシステムです。
　i-stopの開発においては、エンジン開発と車両開発の技術者は
もちろん、生産、検査の技術者も今まで以上に、密接に協力して量
産開発に取り組みました。組織としてもステップアップした手ごた
えを感じています。今後もマツダは、広く環境に貢献することを目
指して、技術の進化に取り組んでいきます。

環
境
に
配
慮
し
た
ク
ル
マ
づ
く
り

環
境
保
全



Sustainability Report 200929

■｢新グリーン税制｣適合車種

減免率 適合車種

免税 OEM1車種（タイタンCNG）

75%軽減
デミオ、アクセラ（i-stop車）、ビアンテ（i-stop車）、
MPV、OEM4車種（AZ-W、AZ-Wカスタムスタイル、
キャロル、ファミリアバン）

50%軽減

※減税措置は車種・グレード・車両重量などによって、適用内容が異なります。

新グリーン税制適合75％減税車

デミオ、ベリーサ、プレマシー、ビアンテ、MPV、アクセラ、
OEM4車種（AZ-W、AZ-WCスタイル、キャロル、タイタン）

1車種 

8車種 

10車種 

■排出ガスのクリーン化・燃費向上
「新グリーン税制」に10車種が適合

　マツダは、2007年3月に策定した「サステイナブル“Zoom-

Zoom”宣言」に基づいて環境・安全技術の開発に注力してい

ます。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％向上させており、「2010年度燃費基

準を乗用車の全重量ランクで達成する」という目標も2007年

度に引き続き、2008年度も達成しました。また、排出ガスのク

リーン化においても、2008年度に超低排出ガス車「SU-LEV認

定車」率が国内自動車メーカートップレベルの95.9％を達成

しています（OEM車を除く）。

　2009年4月1日から、「新グリーン税制（環境対応車普及促

進税制）」が施行されました。この税制は、2012年度（平成24

年）までに一定以上の「燃費基準」と「排出ガス基準」を満たす

環境性能が優れた対象車を新車で購入した場合、自動車重量

税や取得税を減免するものです。

　新グリーン税制の対象となる「燃費基準」と「排出ガス基準」

に適合するマツダ車は、2009年時点で「アクセラ」「ビアンテ」

「デミオ」など10車種※1に達し、登録乗用車にて、約70％以上

の適合率となる予定です。

WEB マツダのエコカー補助金＆エコカー減税適応車

貴金属の使用量を約70％削減する
自動車用触媒を世界で初めて実用化
　自動車の触媒では、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白金などの貴金属が使われています。

従来の触媒は、ベースとなる触媒材料上に付着させた貴金属が

熱で移動、凝集して、大きな粒子になることで貴金属の表面積

が減り、使用とともに触媒性能が低下します。そのため、あらか

じめ多くの貴金属を使用する必要がありました。

　この新型触媒は、貴金属の表面積を増やすために5nm（ナ

ノメーター）以下の貴金属の粒子を触媒材料に埋め込み、シン

グルナノサイズのまま固定する世界初の触媒構造を実現しま

した。その結果、貴金属が凝集することがなくなり、貴金属の使

用量を従来に比べ約70％削減しながらも優れた浄化性能を持

つと同時に浄化性能がほとんど劣化しません。国内モデルでは

「平成17年基準排出ガス75％低減レベル（SU-LEV）」を達成し

ています。

※1 OEM車5車種を含む。グレードにより適合しない車種もあります。

マツダは、地球環境に配慮したクルマづくりを推進しており、
環境性能の高い技術の開発に積極的に取り組んでいます。

環境に配慮したクルマづくり
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　マツダではこの新型触媒の採用を2008年10月より開始、今

後順次拡大し、貴金属の使用低減とともに排出ガスのクリーン

化に貢献していきます。

出力性能と環境性能を大幅に向上させた
新型クリーンディーゼルエンジンを開発
　クリーンディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンに比べて

燃費が良く、CO2排出量も少ないことから、環境型エンジンと

して欧州を中心に注目を集めています。

　マツダは、ガソリン車に匹敵する出力性能と環境性能を兼

ね備えた新型クリーンディーゼルエンジン「MZR-CD 2.2」を開

発し、2009年1月より欧州にて本格的に販売を開始した

新型Mazda6（日本名：マツダ アテンザ）に搭載しています。

　新しく開発したクリーンディーゼルエンジンは、従来型の

「MZR-CD 2.0」から排気量を1割拡大し、400Nmというクラ

ストップレベルのトルク性能を備えながらも、インジェクター

の改善や低圧縮比化などにより低燃費を実現しています。ま

た、独自開発した世界初の触媒活性メカニズムを持つ高耐熱

性のディーゼル・パティキュレート・フィルター（DPF）を採用す

ることで、ディーゼルエンジン特有のスス（PM）の燃焼処理に

おいて処理時間を従来比で約60％効率化。これによりススの

燃焼処理に必要な燃料を節約することができ、低燃費化によ

るCO2排出量の削減と排出ガスのクリーン化を両立しました。

サポート材
（セラミックス）

熱が加わると貴金属粒子が表面
を移動し凝集してしまう。

貴金属粒子はサポート材に埋め
込まれているので凝集しない。

貴金属粒子
10nm以上

貴金属粒子
5nm以上

数10nm
～数100nm

数10nm

従来触媒

開発触媒

サポート材
（セラミックス）

■新触媒技術による貴金属分散モデル

■セラミックス・サポート材・イメージ

　2009年3月、マツダ技術研究所の5名が化学分野における国内最大の
学会である（社）日本化学会より「化学技術賞」を受賞しました。この賞は、
日本における化学工業の技術に関して特に顕著な業績のあった研究者に
対して贈られるものです。今回の受賞対象となったのは、ディーゼルエン
ジンから排出されるスス（PM）の燃焼触媒において、世界初の触媒活性メ
カニズムを持つPM燃焼触媒の独自開発を行ったことに対してです。
　PM燃焼除去メカニズムの研究については、第58回自動車技術賞論
文賞（2008年）、また第59回自動車技術会技術開発賞を受賞しており、
これらの環境向上に対する研究の成果が、新しい触媒の実用化につなが
りました。

TOPICS

ディーゼルエンジン用PM燃焼触媒の
開発と実用化で「化学技術賞」

「自動車技術会技術開発賞」を受賞

□ 受賞者コメント
受賞を励みに今後も社会に
貢献する技術開発を
　未知の領域へのチャレンジでしたが、大変権威のあ

る賞を受賞でき、大きな励みとなりました。実用化とい

う目標に向け、数々の新しいアプローチを試みた結果

だと、うれしく思います。今回築いた技術を基盤にして、

さらに燃費改善による商品性向上、貴金属削減による

コスト削減を推進していきます。また、自動車以外の分

野へも応用されることを期待しています。

　今後も次世代の環境技術開発で、環境性能に優れた

新たなブレークスルー技術を生み出し、社会に貢献して

いきます。

技術研究所

原
は ら だ

田 浩
こういちろう

一郎
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■車両の軽量化
樹脂の使用量を30％削減できる
プラスチック成形技術を開発
　マツダは、車両軽量化の技術の一つとして、自動車プラス

チック部品の質量を大幅に削減できるプラスチック成形技術

を開発しました。新しい成形技術は、樹脂に混ぜる発泡剤に窒

素や二酸化炭素などの不活性ガスを超臨界流体化※2したも

のを用い、製造工程において樹脂量を減らしても製品の厚みを

増すことができるコアバック膨張成形※3を採用。この独自の

技術により、従来に比較して樹脂の使用量を約20〜30％削減

しても、従来部品と同等以上の強度と剛性を確保したプラス

チック部品を成形できます。

　この成形技術は自動車に使用されるほとんどのプラスチッ

ク部品に展開可能で、大幅な材料軽減、軽量化を実現します。

また、従来用いられてきた化学発泡に比べても、より環境負荷

が少なく、リサイクルも容易という特性を備えています。

※2 超臨界流体化：臨界点と呼ばれる物質によって固有の温度・圧力以上の状態
にある流体のこと。「超臨界流体化」した窒素や二酸化炭素は気体状態よりも
樹脂に溶解しやすい特性を持ち、微細で均一な発泡形成ができる。

※3 コアバック膨張成形：発泡性の樹脂を金型に充填した後に、金型の容積を拡
大して樹脂を膨張発泡させる成型方法。

日本メーカー初の乗用車用尿素SCRシステムを開発
　尿素SCRシステム※1は、排気ガス中に尿素水を噴射し化学

反応によってディーゼルエンジンの排気ガスに含まれるNOx

（窒素酸化物）を低減する技術です。燃費や出力の悪化がほと

んどない優れた浄化技術ですが、尿素水を貯めておくタンクや

専用の装置が追加されるため、今まではスペースに余裕のある

トラックやバスなどの大型車での採用が主でした。

　マツダが2009年後半から欧州で発売予定の「Mazda CX-7」

ディーゼルエンジン車に搭載する尿素SCRシステムは、新型ク

リーンディーゼルエンジン「MZR-CD 2.2」との組み合わせにより、

尿素水の使用量の削減を可能にしました。これにより尿素水タ

ンクなどシステム全体のサイズを小型化し、スペースの少ない乗

用4WD車にも搭載することに成功。欧州の厳しい排出ガス規制

である「EURO5」に適合する環境性能と、マツダらしい走りの歓

びを調和させたクリーンなディーゼルエンジン車となっています。

※1 尿素SCR（Selective Catalytic Reduction）システム：選択触媒還元方式

■尿素SCRシステムの仕組み

■コアバック膨張成形工法

超臨界流体を発泡剤として混ぜた溶解樹脂
をすばやく広範囲に金型に注入

一定時間後にコアバック（金型を引く）する
ことにより複層構造を形成

環境に配慮したクルマづくり

　マツダは、お客さまのエコドライブをサポートする
装備として、「エコランプ」と「エコドライブ判定」を新
型「アクセラ」より採用しました。本装備はまず、「エコ
ランプ」の点灯により、ドライバーが無理や無駄の少な
い運転操作をしていること、車両が燃費効率の良い走
行状態であることを伝えることで、ドライバーの判断・
操作・学習を喚起、エコドライブへの継続的な取り組
みを促し、実用燃費の向上に寄与することを目的とし
ています。
　さらに、「エコドライブ判定」により、始動時からのエ
コランプの点灯頻度がMID（マルチ・インフォメーショ
ン・ディスプレイ）に4段階で表示されます。この結果
を運転操作の振り返りに役立てることで、結果確認・
次回への動機付けを充実させ、取り組みの習慣化・改
善効果の持続的な向上に貢献します。

TOPICS
エコドライブの支援

MID（マルチ・インフォメーション・ディスプレイ）
MIDでは以下の情報を表示してドライビングを
サポートしています。
●新しく開発したアイドリングストップシステム

「i-stop」（停車時にエンジンをストップして自
動車の燃費を良くするシステム）搭載車におい
て、i-stopによるエンジン停止時間を表示。累
積時間で節約された燃料をCO2に換算し、そ
の節約効果を木の成長にたとえた「植林モニ
ター」機能を設けており、木の芽が徐々に成木
へと成長するようになっています。

●運転中のエコドライブ度を示す「エコドライブ
判定」や燃費計などを切り替えて表示を行うこ
とが可能なディスプレイです。

どれだけ環境に貢献できたかを、お客さまに楽し
みながら実感してもらうことで、燃費向上のため
のエコドライブ実践を支援していきます。
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■生産での取り組み
1990年度比でCO2総排出量を40.2％削減
　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（開発など間接領域も含む）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。

　2008年度は、急速な販売悪化の影響を受け、減産によりエ

ネルギー使用量およびCO2総排出量は減少しました。

　工場では、集中生産や不要時・非稼動時のロス撲滅など設備

総合効率の向上、生産工程の作業内容を分析して作業ロスを

顕在化させる価値作業の追求により、ロスを徹底的に削減す

る活動を実施してきました。

　この結果、2008年度の国内主要4拠点でのCO2の総排出量は

1990年度比で40.2％削減となる609千t-CO2/年、売上高あた

りの排出量では26.9％削減となる33.4t-CO2/億円となりました。

　今後は、フレキシブル生産体制の維持・強化を進めることで全

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。

※1 主要4拠点：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
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マツダは、エネルギーの効率的な利用を推進するとともに、
生産・物流などあらゆる角度からCO2排出量の削減に取り組んでいます。

地球温暖化防止

■マツダ国内主要4拠点における種類別エネルギー使用量

■マツダ国内主要4拠点における種類別エネルギー使用量

■マツダ国内主要4拠点におけるCO2排出量/売上高あたりのCO2排出量の推移
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※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出・報告マニュアルに準拠し、2006年度以前はコジェネレーション設備、2007
年度以降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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■マツダ国内主要4拠点におけるCO2排出量/売上高あたりのCO2排出量の推移
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※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出・報告マニュアルに準拠し、2006年度以前はコジェネレーション設備、2007
年度以降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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　2009年7月、タイの生産拠点であるオートアライアンス（タイランド）
（AAT）の新乗用車工場が完成しました。第2工場となるこの工場では、複
数のクルマを一つのラインで生産可能なフレキシブル生産技術を導入し、
無駄な工程を少なくすることによって、効率的な、環境にやさしい生産ラ
インを実現しました。塗装に関しては、2008年にVOC排出量約45％削
減とCO2排出量約15％削減を同時に実現できるスリーウェットオン塗
装システムを導入した工場を第１工場と共通で利用します。
　AATでは、このようなハード面の充実に加えて、作業用手袋の再利用や、
エアコンプレッサーの稼動時間をこまめに調整するなど、各職場でも環
境に配慮しながら活動しています。

TOPICS

マツダ、オートアライアンス（タイランド）の
新乗用車工場が完成



Sustainability Report 200933

地球温暖化防止

■物流での取り組み
CO2排出量を前年度比1,679トン削減
　資材・部品の調達時や完成品の部品の供給時にも、物流の環

境負荷を可能な限り低減するために物流会社、販売会社、他の自

動車メーカーなどと協働し、CO2排出量の削減を進めています。

　「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

掲げており、2008年度の国内総輸送量は4億6,300万トンキ

ロ※1でした。これには資材・部品の調達と、完成車やCS（カスタ

マーサービス）部品※2の供給が含まれます。海外への輸送では、

これらに加えてKD（ノックダウン）部品※3の輸出があります。

　2008年度のCO2排出量は、ミルクランシステムの拡大、完成

車輸送に関する内航船の効率的運用、モーダルシフトなどへ

の取り組みの結果、前年比1,679トンの削減となりました。

※1 輸送貨物の重量（トン）に輸送距離（キロメートル）をかけて算出。 
※2 お客さまが車両購入後、補修のために交換する部品。
※3 部品を輸出し海外工場で組み立てる方法。

■商品別の物流経路
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■物流CO2排出量と削減率（国内）

（年度）
0

50

100

150

200
（千t）

0

5

10

15

20
（%）

177.8

0.7

12.3

15.3
17.5

18.9
20.3

93.4 92.0 97.7
85.1 83.4

1990 2004 2005 2006 2007 2008
成行

2008
実績CO2排出量 1990年度比削減率

※成行：前年度と同様の施策を行った場合の見込み値

※

－1.7
千
ト
ン

90.1

ミルクラン※4によるCO2排出量削減
　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、日本全国への展開をほぼ完了しています。

鉄道コンテナ往復利用によるCO2排出量削減
　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。マツダ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34％削減

することができました。

※4 牧場を巡回して牛乳を集荷するさまになぞらえたもの。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めた。

■主要な取り組みテーマと主な施策と状況、効果
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■生産での取り組み
全埋立廃棄物ゼロを目指して
　マツダは、2006年度に策定した「マツダグリーンプラン

2010」において、2010年までに国内主要4拠点で直接埋立廃

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、取り組みを推進しました。具

体的には、副生物・廃棄物の発生量の削減と分別の強化および

そのリサイクルの推進です。なお、可燃性廃棄物については、社

内廃棄物焼却炉を廃止し、社外リサイクルの推進をしました。

　2008年度は、鋳物砂や廃プラスチックの分別排出をさらに

徹底することで、当初の目標を2年前倒して、全埋立廃棄物量

の完全ゼロを達成しました。

　今後もこの状態を維持するため、活動を継続していきます。
WEB 過去の取り組み、一般廃棄物の削減

■物流での取り組み
梱包・包装資材使用量の削減
　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。

　2008年度は前年度比899トン削減を目標に取り組んだ結

果、削減量は1,259トンと目標を上回り、1990年度比40％削

減を目標年より2年早く達成することができました。
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マツダは、限りある資源を有効に活用するため、徹底した再資源化と廃棄物削減に取り組んでいます。

廃棄物の削減

■ 全埋立廃棄物量の推移　

■ 2008年度の生産領域における副生物・廃棄物のリサイクル
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■ 主要な取り組みテーマと2008年度の主な施策と状況、効果　

■ 梱包・包装資材の使用量と削減率
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2008年度の主な施策と状況

KD・CS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

鋼製リターナブル容器の導入拡大

欧米向けCS部品に鋼製リターナブル容器を導入

廃ダンボール材を梱包の緩衝材として再利用を継続

2008年度
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■開発での取り組み
新車のリサイクル性向上に向けた開発
　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、以下の取り組みを推進することで、新車のリサ

イクル性を向上させています。 

解体現場でのリサーチ活動
　マツダでは、リサイクル事業者と協力した自動車の解体性

をリサーチする活動に取り組んでいます。

　解体作業の状況をリサイクル事業者の現場・現物で調査し、

これによって得た自社製品の解体性に関する情報を製品開発

に生かしています。新型「アクセラ」ではワイヤーハーネスやバ

ンパーなど、解体しやすい構造やリサイクルしやすい材料を採

用しています。
WEB 使用済み自動車のマテリアルリサイクルの技術開発

マツダは、リサイクルしやすい部品や素材の開発・採用などを積極的に推進し、
使用済み自動車のリサイクル性向上に取り組んでいます。

自動車リサイクルの推進

1.リサイクル可能な部品や素材を取り出しやすくするために、解体・分
離が容易な車両の設計、解体技術の研究を推進 

2.シュレッダーダストの構成重量の多くを占める樹脂について、リサイ
クルしやすい材料の採用を推進

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、損傷バンパーを再びバンパーの素材として利用する「パンパー to
バンパーリサイクル」技術を確立しています。
　2005年3月から、この技術によるリサイクルバンパー※の導入を開
始し、順次適応車種を拡大しています。
　さらに、2009年3月に、使用済み自動車のバンパーの粉砕から再
生材製造に至るまでの一連の工程を自動化する、廃車バンパーリサイ
クル自動化技術を世界で初めて開発しました。これにより、これまでは

難しいと考えられていた異なるメーカーの廃棄バンパーの同時処理
や、金属類等の除去の自動化を実現し、今まで以上にリサイクルの効
率化を図ることができるようになりました。
　今回の技術は自動車メーカーや回収の経緯を問わず、あらゆるバ
ンパーを対象とすることに加えて、破砕から再生材製造に至るまでの
一連の工程を自動化することができる、先進的なものとなっています。

※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
　混入率は変化します。

破砕機（小物金属同時） 自動金属除去機
（石抜き機の応用）

他社バンパー混合

新塗膜はく離装置
低温＋高せん断法 洗浄機

塗膜無し破砕品 塗膜付き破砕品
選別機

ペレット製造

■廃車バンパーリサイクルプロセス

金属

バンパー破砕品

バンパー
破砕品

金属

※②④の工程については、株式会社サタケと共同で開発しました。

① 破砕 ② 異物除去 ③ 塗膜はく離 ⑤ 押し出し④ 選別

TOPICS

補強部分

薄肉構造

バンパー
解体時に、短時間でバンパーを一体で取り外せる構造を追求
バンパー下部の締結部に、強く引くと外れやすくなる薄肉構造を採用 
バンパー開口部には引っ張り時にバンパーが破断せずに一体で外せるよう補強

■「アクセラ」に施したリサイクル性向上の工夫

易解体アース端子
ハーネスを引き抜く際に端子部が
ちぎれ、ハーネスが残らない構造

バンパー
締結部の薄肉構造による解
体容易化

ATシフトノブ
熱可塑性エラストマー（TPO）
採用

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。強く引くと容易
に外れる締結部構造

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締結点

インストルメントパネル
インストルメントパネルの締結部を、離脱さ
せやすい構造とすることで、解体時に引っ張
ると容易に外れる
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■使用済み自動車での取り組み
自動車リサイクル実効率96％を達成
　マツダは国内の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※1）を適切に処理・リサイクルして

います。その結果、2008年度の使用済み自動車のリサイクル

実効率は、96％となりました。

　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。

ASRのリサイクル──再資源化率75％
　マツダは、日産自動車（株）、三菱自動車工業（株）など14社で設

立した、指定引取り場所の設定や再資源化施設の設定などの企画

業務を担う「自動車破砕残さ再資源化促進チーム（ART※2）」を通

じて、確実な法令遵守とともに再資源化率向上を推進しています。

　2008年度のマツダのASR引取り（委託全部利用引取り再資

源化※3含む）は、約19万台(約3.4万トン)でした。そのうち、2.6

万トンを再資源化したことで、再資源化率は75.4％（法定基準

30％）となりました。

フロン類の回収・破壊、エアバッグ類のリサイクル
　マツダは、国内全自動車メーカーなどと共同で設立した、フ

ロン類とエアバッグ類の引取り・再資源化を適正、確実かつ効

率的に実施するための一元的窓口である「自動車再資源化協

力機構（JARP）」を通じて、フロン類・エアバッグ類の適正処理・

リサイクルを推進しています。

　2008年度のフロン類の引取りは、約14万台（約43.5トン）、ま

たエアバッグ類の引取りは、約8.3万台（約17万個）でした。エア

バッグ類の再資源化率は94.3％（法定基準85％）となりました。
WEB 2008年度の3品目の再資源化などの実績

※1 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。

※2 Automobile shredder residue Recycling promotion Teamの略。
※3 自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で（電

炉、転炉等への投入により）解体自動車を再資源化処理する方法。

欧州、台湾、中国でのリサイクル推進
　マツダでは国内だけでなく海外で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。

　台湾でも2008年から自動車リサイクルの自主取り組みが

スタートし、リサイクル業者向けに解体マニュアルの提供手配

などフォードグループと連携を図りながら、対応を推進してい

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。

■使用済み部品での取り組み
販売会社や部品販売会社と協力して
　マツダは、使用済み部品のリサイクルだけでなく、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。その結果として、2008

年度は85,044本、約270トン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。

リサイクル部品の活用
　マツダでは修理の際に交換したエンジンやトランスミッ

ションを回収し、消耗した部品を交換・修理して、リビルト部品

とし販売しています。2008年度は、エンジン2,100台、トランス

ミッション2,400台をリビルト部品として販売しました。

　また、マツダグループではリサイクル部品供給業者と提携し、

リユース部品の販売をしています。

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

環
境
保
全

最終所有者

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）

解体業者
（エアバッグ類適性処理）

■使用済み自動車リサイクルプロセス

使用済み自動車

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

引取りASR再資源化

ASR

全部利用施設（電気炉など）

委託全部利用引取り再資源化

エコプレス

破砕
業者

認定解体業者精緻な解体

■バンパー回収本数の推移（国内）
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■開発での取り組み
鉛、水銀、六価クロム、カドミウムを全廃
　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、すべて前倒しで達成しています。

車室内VOCの削減
　マツダでは、快適な車内環境を保つためにホルムアルデヒド、

トルエン、キシレンなどシックハウス症候群の原因とされる

VOC（Volatile Organic Compounds：揮発性有機化合物）の

低減に取り組んでいます。

　1999年には、アルデヒド類を除去する機能の付いた脱臭

フィルターを開発し、主要車種で標準もしくはオプション装備

として採用しました。さらにその後は、VOCを元から断つため

に、内装部品の材質や接着剤を見直すことで、新車時に車室内

で発生するVOCの低減を進めてきました。

　2007年に発売した新型「デミオ」以降の新型車では、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。
WEB 温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減

■生産での取り組み
化学物質の事前審査システム
　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。

PRTR法への取り組み
　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、2008年度に使用し、報告を必要とする対

象物質はトルエンやキシレンなど20種類です。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52％減とな

る1,312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。
WEB PCB（ポリ塩化ビフェニール）の保管

マツダは自動車工業会の自主行動計画に基づき、環境に負荷を与える化学物質の全廃・低減に向けたさまざまな活動に
取り組んでいます。

環境負荷物質の管理・削減

　マツダは、塗料に含まれる揮発性有機化合物（VOC）と塗装工程
で消費されるエネルギーによるCO2の排出量を世界最高水準※に
まで抑制する、革新的な水性塗装技術「アクアテック塗装」の開発
に成功し、2009年6月から宇品第1工場への導入を開始しました。
　「アクアテック塗装」は、すでにマツダが全工場に導入済みの「ス
リー・ウェット・オン塗装」で実現している世界最高水準の低いCO2
排出量を維持したまま、VOCの排出量を57％も抑制する、世界で
最も環境負荷の少ない水性塗装技術です。また、品質面でも従来
以上の性能を達成しています。
　一般的に、水性塗装は希釈剤として使用されている水分を蒸発
させる過程で多くのエネルギーを消費し、CO2の排出量が増える
という課題がありましたが、塗装ブースの空調システムを改良し、
塗料の水分を効率的に蒸発させるシステムを導入しました。さら
に、これまで中塗り塗装が担っていた発色性や耐チッピング性な
どのさまざまな機能を、上塗り塗装に移管する高機能塗料の開発
により工程を集約しました。これらにより、CO2の排出量を増加さ
せずに、大幅なVOC削減が可能な新しい塗装システムを実用化
しました。

革新的な水性塗装技術
「アクアテック塗装」の開発に成功

TOPICS

新開発の「アクアテック塗装」システム

■ 単位面積あたりのVOC排出量

0
従来

（スリー・ウェット・オン塗装）
新技術

（アクアテック塗装）

V
O
C
排
出
量

57％削減

35g/㎡ 15g/㎡

※2009年6月時点
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■社内啓発活動
環境改善アイデア提案制度
　社員一人ひとりに環境問題を身近に感じ、環境への意識を

高めてもらうために、2006年度から環境保全に役立つ改善ア

イデアを募集し、優秀な事例を表彰しています。

　内容は、個人の活動レベルから大がかりなものまで規模を問

わず募集しており、地道な活動ですが、環境意識向上に寄与し

ていくものとして継続実施しています。表彰されたアイデアは

社内に公開し、生活に役立つものは個人で、企業活動に役立つ

ものは関係部署で活用を検討するようにしています。

■環境イベントの開催
マツダ環境技術フォーラムの実施
　マツダでは、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。

　2009年3月28日から30日の3日間、マツダR&Dセンター

横浜において、お客さま、株主さま、学生の皆さまを対象に、

マツダ環境技術フォーラムを開催しました。技術開発の長期

ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」やマツダの環

境技術を説明し、ステークホルダーの皆さまにマツダの環境へ

の考え方や技術を理解していただく良い機会となりました。

　環境技術は、アイドリングストップシステム「i-stop」と「水素

ロータリーエンジン」について、エンジニアが直接説明し、さら

にそれらの技術を搭載したクルマに試乗していただきました。

　3日間の延べ参加人数は約185名で、「マツダの環境技術

に対する理解が深まった」、「実際に試乗できて楽しかった」な

ど、好評を得ることができました。また、工場での取り組みなど、

マツダの環境に対する幅広い活動について知りたい、とのご要

望もあり、今後もこうしたご意見・ご要望にお応えできるよう

継続的にコミュニケーション活動を実施していきます。
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マツダの環境活動についてご理解いただけるよう、ステークホルダーとのコミュニケーション活動を積極的に行っています。

環境コミュニケーション

　生物多様性の保全は世界的に重要な課
題のひとつです。マツダ財団ニュージーラ
ンドでは、社会貢献活動の一環として、
ニュージーランドの固有種である「オオカ
バマダラ蝶」の保護を支援しています。
　オオカバマダラ蝶は個体数が減少して
いると言われており、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、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などを支援しています。

　マツダR＆Dセンター横浜では、2004年
から、企業・市民・行政が協働する横浜市
環境まちづくり協働事業「トンボはドコまで
飛ぶか」プロジェクトに参画、2009年3月
には「京浜の森づくり」事業に賛同し、自然
再生・緑の拡充を図るエコアップ活動に取
り組んでいます。
　6月には中庭池へ近隣に自生する水生
植物を移植し、トンボやカモなど水辺の生き物の生息環境を整備し
ました。今後、トンボ調査やモニタリングを続けていきます。
 

生物多様性への取り組み
TOPICS

ニュージーランド固有種「オオカバマダラ蝶」の保護 ビオトープづくり

16 7

（人）

（複数回答）

環境技術フォーラム参加者アンケート

ステークホルダーの皆さまからのご感想・ご要望
・内燃機関での燃費向上の取り組みはマーケットの多数を占めるため、
  影響が大きく、大切なことだと気付いた。2011年のマツダ車が楽しみ。
・水素自動車に試乗できて楽しかった。10年後くらいには発売してほしい。
・i-stopのスムーズな発進におどろいた。
・今後もこのようなイベントを開催してほしい。
・会社全体としての環境の取り組みについてもっと知りたかった。
・生産領域での取り組みについても教えてほしい。

マツダのどのような環境技術・取り組みに関心がありますか？ 
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A:排出ガスクリーン化/燃費の向上
B:代替燃料の開発
C:車両の軽量化　
D:自動車のリサイクル
E :バイオ素材技術　
F:生産技術

G:国内外の環境保護活動
H:国内外の環境イベント情報
I :クリーン物流
 J :その他

マツダ環境技術フォーラム
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■お客さま満足
お客さま満足向上のための4つの取り組み
　マツダは、お客さま満足向上のために、「魅力的な商品づく

り」「商品品質の向上」「営業CS※1の改善」「1回確実修理の実

現」の4つを柱として取り組んでいます。

　海外市場への新型車導入時には現地に技術者を駐在させ、詳

細な市場情報を収集し、商品品質の向上に役立てたり、販売会

社の店舗単位でのCS向上を目的としたQCサークル活動や、地

区単位での「CS推進事例発表会」を毎年開催しています。また、

新車購入のお客さまに対し、購入後1カ月目と13カ月目に販売・

サービスに関するCS調査を実施し、結果を全販売会社に公開す

ることで、改善点が明確になり、具体的な取り組みにつながって

います。マツダは業界トップレベルのCSを目指しています。

　また、お客さまに補修部品などをスムーズに供給するために、

2002年度には、マツダと販売会社をつなぐ「ホットライン室」

を設置しました。お取引先さまと一体となって、緊急を要する

部品を、お客さまにより早くお届けできる仕組みと体制を構築

しました。

マツダコールセンター
　マツダは、お客さまの声に真摯に耳を傾けることが、より良

いもの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は、お客さまの声を直接聞くことので

きる部門であり、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。2008年度にコールセンターへ寄せられたお客さまの声は、

約63,000件ありました。マツダは、これらの貴重な情報を商品

開発や販売・サービスの各部門にフィードバック、また、社内で

検索できるようにしており、お客さま満足をさらに高めるため

※1 CS:Customer Satisfaction=顧客満足の略。

に役立てています。2009年4月からは、特にお問い合わせの多

い用品関連について、日々のお客さまの声を自動集計し層別

に表示する機能を新設し、定期的なフィードバックに加え、さ

らに迅速な情報共有が可能になりました。

　今後も、貴重なお客さまのご意見を商品開発や販売・サービ

スに確実に反映していけるよう、お客さまの声の迅速な公開・

共有を図るとともに、さらに検索機能の充実を検討しています。

WEB 動画やCGを使って商品の機能を説明するVIP
　　（Visual IT Presentation）、
　　世界共通の顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」

お
客
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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、より良いものづくり、サービスづくりを進めています。

お客さまへの取り組み

1.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。

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・報告することで、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獲得を目指し、製造〜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。

4.1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。

■カスタマーサービス向上とお客さま対応の体制

営業部門
カスタマー
サービス部門

品質部門

マツダ
国内販売店

お客さまお客さま
相談部門

生産部門

技術部門

展開

展開

展開
マツダ

コールセンター

マツダ

連携

■お客さまの声の内訳

● 資料請求 1,972件
3％

● 苦情（ご不満） 7,300件
12％

● その他 1,002件
2％

●質問 53,148件
83％

　マツダは、コールセンターへ寄せられたお客さまの声を真摯に受け止
め、お客さま満足のさらなる向上に役立てています。
　2009年6月には、お客さまからのリクエストをきっかけに、マツダオ
フィシャルホームページ上で、お客さまのおクルマの車台番号から、該当
するリコール等の情報を検索できるシステムを導入しました。このシス
テムの導入により、お客さまご自身でもより簡易にリコール情報を調べ
ていただけるようになりました。
http://www.mazda.co.jp/service/recall/

TOPICS

ホームページでリコール情報の検索を開始しました
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■品質の向上
基本的な考え方
　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、『自分発の変革、

そして品質の劇的な向上』というスローガンを掲げ、「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、全社をあげて取り組んでいます。

Mazda Quality（マツダクオリティ）活動
　マツダは、お客さまに満足していただける製品を提供するた

めに、1962年にQCサークル活動を開始し、1978年には、商品、

サービスや仕事の質にまで対象を広げ、全社的な質の向上活

動「Mazda Quality（マツダクオリティ）活動」としました。

　近年、このMazda Quality活動を「お客さまに対するあらゆる

提供物の質を高める活動」と再定義しました。品質工学やシッ

クスシグマ※1など世界的に認められた新しい手法・考え方を積

極的に取り入れ、業務プロセスの改善による商品、サービスの質

の向上、コスト削減を実現しています。また、2008年4月に策定

した「Mazda Way 7つの考え方※2」をベースに、業務はもちろん、

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、質

を重視した品質改善活動を継続的に実施しています。

　品質向上に大きく貢献した事例については、その考え方や

価値観を共有するため、全社レベルで事例発表とポスターセッ

ションを継続的に開催しています。

　今後も全員参加の考え方をさらに強化しながら、着実な品

質向上活動を推進していきます。

海外事業所、取引先でのQC活動
　マツダでは、米国やタイの関連工場でも小集団活動を展開

して品質向上に取り組んでいます。

　取引先に対しては、広島近郊でマツダグループQCサークル

委員会を、防府近郊でマツダグループQCサークル連絡会を結

成し、問題解決プロセス手法、統計的手法、FMEA※3などの研

修会を実施しています。さらなる小集団活動の活性化とレベ

ルアップのため、関連部門との連携強化を図っています。
WEB マツダのQCサークル活動実績

※1 プロセスを改善し、品質のバラツキ（統計用語でいう「シグマ」）を抑える手法。
※2 P58参照
※3 Failure Modes and Effects Analysisの略で、故障や事故を未然に防ぐための

解析手法。

品質マネジメントシステム
　マツダは1994年度に設計・開発を除く領域においてISO9002

を取得し、その後、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サイクルを回し、改善を積み重ねています。2008年度

は、合計185回の内部品質監査を実施しました。

　今後は、内部品質監査で得られた指摘や改善提案の内容、

また件数などで目標を設定することを検討しています。

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、

マツダは、現地でマネジメントシステムの構築・認証取得、教育

研修、監査などに参画し、海外事業所での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

も支援しています。また、現地での生産が本格的にスタートした

後も、必要に応じて、プロセス改善の提案を実施するなど、現地

生産車の品質問題の未然防止および再発防止に努めています。

WEB 品質向上に寄与するデザインレビュー、
　　　工場での取り組みに対する評価、製品に対する評価

お客さまへの取り組み

海外のQC活動

オートアライアンス・インターナショナル（AAI）
●VQTという小集団活動を、シックスシグマの

考えであるDMAICに基づき展開。
●現地スタッフはフォードの研修などにも出席。

オートアライアンス（タイランド）（AAT）
●SGAという小集団活動を展開し、社内発表会

での優秀な成績を修めたサークルはタイ全国
大会で発表を行う。

●サークルメンバーだけでなくQC推進者対象の
社内研修の開催。

●年間優秀サークル、推進者表彰の実施。 タイ全国大会の様子

生産管理･物流企画部
主幹

古
こ た け

武 達
た つ や

也

　生産管理･物流本部では、より確実に、本部全体で品質の改善
に取り組むため、各グループで半期に2テーマの小集団活動を行
い、報告会を実施。PDCAサイクルを回せるよう活動を心がけて
います。「お客さまに喜ばれる商品をお届けする」など、本部とし
ての基本の品質向上はもちろん、日々の業務改善も品質活動と
捉え、幅広い取り組みを行っています。継続的に活動することで、
着実な効果を実感。今後は、人材育成などのプログラムにもリン
クしていくなど、より効果的な活動方法を模索していきます。

VOICE

Mazda Quality活動の取り組み
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■リコール
リコールへの対応
　より良い製品をつくることは、自動車メーカーとしての責務

であり、マツダはその責務を果たすべく、最善を尽くしています。

しかし、時として予期せぬ不具合が発生する場合があります。

　そこで、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、不具合に関する品質情報を販売会社

などを通して常時入手し、それらをもとに継続的に品質改善

を行っています。また、保安基準への不適合または不適合の恐

れからリコール（製品の回収・無料修理）が必要な場合は、法規

に従って、お客さま、監督官庁に次のような対応をしています

（下表参照）。リコール業務が適正になされているかどうかにつ

いては、社内関連部門での検証に加え、各国当局の外部監査

を受けています。

　品質に関わる全領域での再発防止の施策と継続的な未然

防止策を実施した結果、国内で実施したリコールは、2007年

度の7件から2008年度には6件に減少しました。

　なお、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。2009年度は、WEBサイトでのリコール該当

検索をスタートさせ、迅速な情報開示に努めています。

WEB リコール情報サイト　http://www.mazda.co.jp/service/recall/

■アフターサービス
　マツダは、購入時から廃車となるまで、燃費や排出ガスなど
の環境性能と安全性能を維持しながら快適に安心してクルマ

をお使いいただくために、お客さまに充実したアフターサービ

スを提供しています。

アフターサービスの向上
　マツダでは、国家資格を持つ整備士や純正パーツによる質の高

いメンテナンスはもちろん、法定点検など必要な定期点検をお得

なパック料金でご提供する「パックdeメンテ」などの独自のサービ

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、お客さまへのお役立ち情報の提供にも努めています。

　さらにマツダでは、お客さまに長くご愛用いただけるよう、メ

ンテナンス商品の開発、提供など、一層のアフターサービス向

上に努めています。
WEB アフターサービス向上のための主な取り組み

整備・修理のサービス性向上を目指した新型車開発
　マツダはクルマの開発にあたって、定期点検の対象となる部

分や交換頻度の高い部分のサービス性を向上させることで、整

備費や修理費を低減させていくことを図っています。

　2009年6月に発売した新型「アクセラ」ではこうした活動が

実を結び、オイルフィルターやエアコンフィルターの交換作業

にかかる時間を半減させることができました。

サービススタッフに対する技術研修の実施
　マツダは、販売会社のサービススタッフの技術力向上を目的と

した技術研修として、技術・経験レベルに対応した「診断能力養

成研修」のような定型研修と、新型車に新しく採用された機能・技

術などを修得するための新型車研修の2種類を実施しています。

　2005年度からは、定型研修に安全装置の機能や作動、整備

のポイントに重点を置いた「セーフティ研修」を加えました。ま

た、商品の機能・性能の向上に伴い、求められる整備技術も高

度化していたことを踏まえ、2006年度には定型研修のカリ

キュラムをより実践的な内容へと全面的に見直しました。

　2008年度は、定型研修は約1,300名、新型車研修は約80名

が受講しました。

サービス技術大会の開催
　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。

　国内大会としては、2008年10月に「第45回全国サービス技

術大会」を開催。海外では、中近東大会（2008年1月）、アジア・

オセアニア大会（2008年3月）、中南米大会（2008年5月）を

開催し、これら各地域大会で選抜された精鋭が日本に集合し、

2008年7月30日に、第3回目となる「サービス技術世界大会」

を広島で開催しました。

WEB

 
サービススタッフに対する接客対応研修の実施、

　　 マツダトレーニングセンター、
　　 海外の販売会社のアフターサービス向上を目指して、
　　 点検・整備などに活用する整備解説書の提供、
　　 マツダ車を診断するサービス診断機の開発、
　　 サービス品質を確保するための専用工具の提供

お
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リコール対応の手順（概要）
●各国の法規と手順に則った当局への届け出
●ダイレクトメールや新聞によるお客さまへのお知らせおよび店頭でのご説明
●WEBにおけるリコール情報の開示

第45回
全国サービス技術大会
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■多様なお客さまニーズへの対応
世界中のお客さまの要望を商品に反映
　マツダは、世界中のお客さまのご要望を商品に反映する取り

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。

　2008年夏に発売した北米向け「Mazda6（日本名：マツダ 

アテンザ）」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。また地球

温暖化防止のための代替燃料として注目されているエタノー

ル燃料対応としてタイでは「Mazda3（日本名：マツダ アクセラ）」

E20対応車を発売しました。

　このようにマツダでは日米欧中の開発拠点を中心に世界の

市場やお客さまの情報を収集、現地でのテストを実施しながら、

お客さまのニーズに応える商品開発、サービスを検討していま

す。また、国内外のさまざまな部門の女性メンバーによるタス

ク活動を推進し、女性視点での企画や使いやすいクルマの研

究にも取り組んでいます。

誰にでも使いやすいクルマを目指して
　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に使えること」「安全に

使えること」を基本として、体格などに左右されないドライビ

ングポジションのあり方や、腕力や筋力に関係なく誰にとって

も使いやすい操作性などを追求し、これらを実現するための工

夫を施したクルマを開発、販売しています。

　さらに安全の観点からドライバーの視界や視認性を重視し、

駐車時に見えにくい後部を広い視角で映し出すカメラの装備

や、走行中、車線変更などでドライバーの死角情報をサポート

するシステムを複数の車種に展開しています。また、最新の新

型アクセラでは、運転に必要な情報提供を大きな視線移動なし

に行える「マルチインフォメーションディスプレイ（MID）」を採

用し、誰でも安全に運転を楽しめる環境をサポートしています。

福祉車両の開発
　マツダは、1995年に国内メーカーとして初めてスロープ式車

いす移動車を発売しました。この軽乗用車「キャロル」をベース

とした「スロープ式車いす移動車キャロルi（アイ）」の発売以来、

「もっとやさしく、もっと自由に」をテーマにマツダ福祉車「iシ

リーズ」の開発、普及に取り組んでいます。

　現在の「iシリーズ」は、シートが電動で回転、昇降する「リフト

アップシート車」を「MPV」と「プレマシー」に、車いすに乗った

まま乗車できる「スロープ式車いす移動車」を「AZ-ワゴンｉ」に、

後席の乗り降りが簡単にできる「オートステップ車」を「MPV」、

「ビアンテ」にそれぞれ設定し、高齢者人口の増加に伴った老

老介護などの動向を考慮したラインナップとなっています。

　これからもマツダは「介護をされる方の使い勝手の良さと、

介護を受ける方の乗り心地を最優先に」をコンセプトに福祉車

の開発を行っていきます。

WEB クルマを自由にカスタムできるウェブチューンファクトリー、
　　 ニーズにきめ細かく応えるカスタマイズ事業

お客さまへの取り組み

海外モータースポーツ支援
　マツダ車は世界各国でモータースポーツに利用され、また地
域に合わせた形でのモータースポーツ支援を進めています。特
に北米では、マツダは初心者からプロまで幅広い層が参加でき
るよう、各層に合わせた段階的なプログラムを展開しています。
　具体的には、各カテゴリーで優秀な成績のドライバーに対し
て活動費を支援し、さらに高いレベルのカテゴリーに参戦でき
るよう育成するというものです。
　こうしたチームやドライバーをサポートする裾野の広い活動
により、全米のユーザー参加のモータースポーツ人口の約半分
は、マツダ関連の車両やエンジンを利用していると言われてい
ます。オーストラリア、ヨーロッパ、南アフリカなどでもお客さまが
モータースポーツに参加して楽しめるよう支援を行っています。

アメリカン
ル・マンシリーズ参戦
（北米）

タルガタスマニアラリー
（オーストラリア）

AZワゴンi スロープ式車いす移動車

MPV セカンドリフトアップシート車
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■安全についての基本的な考え方
　「事故のない安全なクルマ社会」を目指して、マツダはさまざ

まな技術や装備の開発に取り組んでいます。

　自動車は、人間生活に豊かさを提供する一方、地球環境や

安全に対しては多くの課題があります。日本では、2008年に

5,155人の方が交通事故で亡くなり、さらに945,504人の方が、

重軽傷を負いました。

　そして、2009年1月には、『2008年から今後10年間を目途

に、さらに交通事故死者数を半減』という国の新しい目標が発

表されました。こうした国の目標も踏まえながら、事故のない

安全なクルマ社会の実現に向けて、着実に取り組みを進めて

いく必要があります。

　マツダでは、安全への取り組みの基本的な考えを、「安全ポ

リシー」として掲げ、このポリシーに基づいて、「クルマ」「人」「道

路・インフラ」の3つの視点で「安全なクルマの開発・商品化」

「人々への安全啓発」「事故が起こらない交通環境整備の動き

に連携した取り組み」を進めています。

■パッシブセーフティ技術
　自動車の安全技術のなかで、万が一事故が発生した際に人へ

の被害を軽減するのが「パッシブセーフティ技術」です。マツダは、

各国の法規で定められている条件だけでなく、道路上で発生

しうるさまざまな状況を想定した衝突実験を行い、乗員保護

の技術を着実に進化させています。衝突時のエネルギーを車両

全体に分散させ乗員を保護する全方向衝撃吸収構造ボディ

「MAGMA」※1をはじめ、エアバッグやシートベルト、アクティブ

ヘッドレストなど、あらゆるパッシブセーフティ技術の進化に

取り組んでいます。

　2008年１月に発売した「Mazda6（日本名：マツダ アテンザ）」（欧州仕様車）が、

もっとも厳格な新車の安全評価で知られる「ユーロ NCAP」※2の2009年安全性能総

合評価で最高評価の5つ星を獲得しました。ユーロ NCAPは、2009年から「成人乗員

保護性能」「子ども乗員保護性能」「歩行者保護性能」「安全補助」の総合評価による、

より厳格な車両の総合的な安全性能評価となっています。Mazda6はこの新評価シ

ステムのもとで5つ星を獲得した初めてのクルマの一つです。

　また、マツダ車は、過去にも2005年に「プレマシー」、2007年に「デミオ」（いずれも

欧州仕様車）が、ユーロNCAPの「成人乗員保護性能」の5つ星を獲得するなど、世界

最高レベルの衝突安全性能を実現しています。

■アクティブセーフティ技術
　アクティブセーフティとは、「事故を未然に防ぐ」という能動

的な安全を意味します。

　万が一の衝突時の被害軽減を図る「マツダ・プリクラッシュ・

セーフティ・システム」※3やドライバーの死角情報の注意喚起

をサポートする「リアビークルモニタリングシステム（RVM）」な

どの技術を商品化し、さまざまな機種に順次搭載しています。

　これらの技術や横滑り防止システムの進化、安心・安全に運

転するための視界支援や周辺監視機能、緊急時の視線誘導を

行う技術、運転状態をモニタリングし危険を報知する機能、人

と道路と車両を情報ネットワークで結んで事故防止を図るシ

ステムなど、マツダはあらゆる角度から研究開発に取り組んで

います。

※1 MAGMA：Mazda Geometric Motion Absorptionの略。
※2 ユーロ NCAP（European New Car Assessment Programme）：欧州各国の交通関連

当局などで構成された独立機関が1997年より実施している自動車の安全性能評価。
※3前面衝突の危険性を検知した際に危険回避および衝突時の被害軽減をサ

ポートするシステム。

■安全への取り組み
安全なクルマの
開発・商品化

事故が起こらない
交通環境の整備の動きに
連携した取り組み

クルマ

道路・
インフラ

人

人々への
安全啓発

安全ポリシー

「安全は自動車による心豊かな
 生活を支える基本要件である」

1.お客さまの自動車の使い方と使用される
社会の交通環境を研究する。

2．安全技術の追求を行い、お客さまにとって
最良の技術を適切に商品に反映する。

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

との認識のもとに、

マツダでは、安全性能向上をクルマづくりの基本の一つと考え、さまざまな技術や装備の開発に努めています。
また、豊かで安全な社会の実現のため、安全運転の啓発活動も行っています。

安全への取り組み

マツダ アテンザユーロ NCAP

TOPICS

Mazda6（日本名：マツダ アテンザ）が
欧州の安全性能総合評価で最高評価を獲得
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ヘッドランプが進行方向を向く
「アダプティブ・フロント・ライティング・システム（AFS）」

　ステアリングを切る角度と車速に応じて、ヘッドランプの向

きを自動的にコントロール。夜間のカーブや交差点などで進行

方向を照射。ドライバーの安全走行をサポートします。

後続車に注意を促す
「エマージェンシー・シグナル・システム（ESS）」

　50km/h以上での高速走行時に、急減速ブレーキングを行

うと、ハザードランプを自動的に高速点滅し、後続車への注意

を喚起。後続車の追突を未然に防止する効果を高めています。

2009年6月に発売した新型「アクセラ」に採用しています。

ドライバーに後方から接近車の注意を喚起する
「リアビークルモニタリングシステム（RVM）」

　新型「アクセラ」や「アテンザ」に採用しているリアビークルモニタ

リングシステム（RVM）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。

正しい認知・判断・操作をサポートするクルマづくり
　マツダでは、運転・走行状況を正しく認知・判断でき、ドラ

イバー自身が適切に操作できるクルマづくりの実現に向け、

ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）の研究開発に取

り組んでいます。

　運転中の視線移動や各種機器の操作を最適化し、コック

ピットを運転に集中できるようにすることで、運転・交通環境

を正しく認知でき、適切な運転操作をサポートしています。

■高度道路交通システム（ITS）
さまざまなプロジェクトに参画
　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ITS※1。日本では、国土交通省や警察

庁などが中心となって、産官学が連携してこのシステムを実現

するためのさまざまな研究開発を進めています。

　マツダは交通環境のサステイナブルな未来へ貢献するため

に、ITSのさまざまなプロジェクトに参画。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

の開発など、ITS技術の開発と進化に取り組んでいます。

※1 ITS:Intelligent Transport Systemsの略。

安全への取り組み

　マツダは、ITSを活用した安全運転支援システムの合同実証実験である「ITS-Safety 

2010」（ITS推進協議会主催）に参加しました。2009年2月に東京・台場で実施された

公開デモンストレーションでは、マツダが開発した先進の安全運転支援システムを

搭載した「MPV」と「アテンザ」を提供しました。

　この実験は、世界一安全な道路交通社会の構築を目指し、官民が連携して開発を

進めてきたITS技術を2010年度から実用化するための取り組みです。一般公道に統

一されたインフラを設置し、異なるメーカー間のITS車載器の互換性やシステムの効

果の確認など、本格的な実用化に向けたシステムの検証が行われました。

TOPICS

ITS合同実証実験「ITS-Safety 2010」に参加

ITS対応型ナビゲーター 「ITS-Safety2010」に参加

■RVM効果イメージ図

■ESSイメージ図

■AFS照射イメージ図

歩行者など

歩行者など

HMIの向上を目指したコックピットの開発

操作性

視認性

視界



社会貢献
47   社会貢献活動
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地域に根ざす「良き企業市民」として
　グローバルに活動をしているマツダにとって、それぞれの地

域のニーズに即した社会貢献を、積極的かつ継続的に実行する

ことは、重要な課題です。これは、「地域社会はマツダグループの

存在基盤であり、地域の人々に喜ばれ、人々と感動を分かち合

い、手を携えていく社会貢献活動こそ、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。

社会貢献の考え方
　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。

　こうした考えに基づいて、社内関係部門やグループ会社の代

表委員で構成する「マツダ地域貢献委員会」を設立。マツダ

グループで取り組む活動の方針や内容を同委員会で決定し、地

域貢献推進委員がその活動を組織的に展開し、推進しています。

　マツダでは、日本各地や世界各国にある事業拠点周辺での

活動にとどまらず、現地のニーズや、社会の持続的な発展に貢

献していきたいと考えています。そこで2008年、自動車メー

カーとして社会から期待されている活動、今まで継続的に進め

てきた活動、マツダらしさ、マツダグループの社会における責

任など、さまざまな視点から重点領域を検討しました。2009年

から、新たに「環境・安全」「人材育成」「地域貢献」の3つの柱を

グローバルな社会貢献の活動方針として設定しました。今後は、

これらの柱に基づいて、より積極的に、地域に根ざした活動を

展開していきます。

　なお、北米、オーストラリア、ニュージーランド、コロンビアでは、

マツダ財団を通じて、社会貢献活動を行っています。本冊子では、

マツダグループの社会貢献活動の取り組みの一部を紹介します。
WEB マツダオフィシャルホームページではさらに多くの事例を紹介しています

　（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。
　2009年3月31日までの累積助成実績は1,397件、助成総額は12億3,150万円です。

　マツダ財団は、小中高校生を対象に科学にわくわくす
る機会を提供し、「科学するこころ」を養うことを目指し
た『科学わくわくプロジェクト』や、子どもたちが自然や
仲間たちとのふれあいを通じて、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』に
取り組んでいます。
　事業開始6年目を迎えた「科学わくわくプロジェクト」
（広島大学との連携事業）では、サイエンスレクチャー
「隕石からわかる太陽系の歴史」などを実施しました。広
島大学の寺田健太郎氏によるレクチャーの後、隕石や
放射線をテーマに実験観察を行い、小中学生150名以
上が、宇宙のロマンに胸を躍らせる体験をしました。

（財）マツダ財団の活動

「科学わくわくプロジェクト」サイエンスレクチャー

■マツダ財団の2008年度の活動

分野 内容

科学技術の
振興

青少年の
健全育成

大学における
寄付講義

講演会

研究への助成
　全国の大学および研究機関を対象に、科学技術に関する基礎研究および応用
　研究28件に3,500万円の助成。

事業への助成
　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100万円の助成。

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「宇宙創成の
　謎を探る」などを開催。

研究への助成
　全国の大学および研究機関を対象に、次代を担う青少年の健全育成に係る市民
　活動の活性化に役立つ実践的な研究7件に550万円の助成。

市民活動支援
　次代を担う青少年の心豊かな成長の一助となる、広島県・山口県の地域に密着
　した活動30件に800万円の助成。

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。

諏訪中央病院名誉院長で、『あきらめない』など著書も多数の鎌田 實氏を広島に
招いて講演会『生きているってすばらしい～幸せの探し方～』を開催。

マツダは、地域社会がマツダグループの存在基盤であることを認識し、
現地のニーズに応える社会貢献活動をグローバルに展開しています。

社会貢献活動

■社会貢献活動の柱
マツダは、「環境・安全」「人材育成」「地域貢献」の3つを社会貢献活動の柱とし、
良き企業市民として、地域に根ざした活動を推進していきます。

環境・安全

人材育成 地域貢献
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■地球環境を守る活動

小学校に地域自生の樹木で庭園づくり
　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。毎年、全応募校

の中から4つの小学校が選ばれ、その校庭の一部に地元に自生

する樹木や草花を植樹します。マツダスタッフ、販売店スタッ

フ、マツダ財団役員、生徒、ボランティアが一体となって、子ど

もや地域住民がくつろぐのに適した、ニュージーランド固有

の植物に満ちた美しい庭園づくりに力を合わせています。この

プロジェクトは今では年中行事になっています。

マツダ自然保護基金の取り組み
　マツダ自然保護基金は、1990年に設立され、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、環境教育・技術養成、環境マネジメントや雇用

創出の支援を行っています。

　毎年6月に開催される、密猟の監視員や南アフリカ国定公園

の森林監視員から「名誉レンジャー」を表彰する「サンセット・

セレナーデ」を支援しており、2008年度はマツダと共同で2007

年の2倍の10万ランド（日本円で約100万円）を寄付しました。

　マツダ自然保護基金では、年間で約150万ランド（日本円で

約1,500万円）、基金設立以来総額約2,300万ランド（日本円

で2億3,000万円）の寄付を行い、南アフリカの自然保護活動

を支援しています。また、32のNGO、NPOを支援し、自然保護

や環境教育の分野でこれまで約140のプロジェクトを実施、南

アフリカでの長期的な自然保護の取り組みに貢献しています。
（1ランド：10円･2009年4月）

■交通安全の普及活動

セーフティドライビングスクール開催
　自動車メーカーの責務として、安心・安全な自動車社会づく

りに寄与するため、2009年3月20日、（財）広島県交通安全協

会との共催で、「HIROSHIMAセーフティドライビングスクール」

を開催しました。

　当日は18名の参加者に、交通安全協会の指導員とマツダの

テストドライバーやエンジニアから、交通安全の心得やドライ

ビングポジション、最新の安全装備などについて解説しました。

また、急ブレーキや安全運転のための運転技術の練習、さらに、

ダンボールの障害物にぶつかるよう運転することで、実際に安

全技術の効果を体験してもらいました。

　参加者からは「マツダのプロテストドライバーからの直接指

導や、普段経験できない安全技術の体験など、楽しく安全につ

いて学ぶことができた」などの感想が寄せられました。

　今後もマツダでは、このような交通安全啓発活動に継続的

に取り組んでいきます。

子ども向け交通安全啓発クイズサイト展開
　マツダの子ども向けウェブサイト「マツダキッズミュージア

ム」では、子どもたちへの安全啓発を目的に「交通安全キッズク

イズ」を開設しています。子どもたちがクイズ形式で交通安全

について学べるサイトです。

　マツダは、安全は自動車による心豊かな生活を支える基本

要件であるとの認識のもと、安全技術の向上追求（ハード面）

に加え、安全啓発（ソフト面）への機会を提供することで、安全

な社会づくりに貢献していきます。

WEB http://www.mazda.co.jp/philosophy/kids/safetyquiz/index.html

 ニュージーランド  日本

 南アフリカ

校庭へ樹木や草花を植樹

実際のクルマを使った講習

交通安全キッズクイズ

南アフリカでの自然保護活動
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■未来を担う人づくりの活動

社員の出身校への訪問活動
　オートアライアンス（タイランド）（AAT）では、2004年から

バック・トゥ・エンプロイーズ・スクールという、社員の出身校

（小学校）に現金、文具、運動用具を寄付する活動を続けてい

ます。これは「社員のためになり、なおかつ地域にあった活動

をしたい」という社員の提案から実現した活動です。

　毎年、社員6名の出身校をそれぞれ訪問し、1校あたり約7

万バーツの寄付をマツダ本社およびマツダ労働組合の協力を

得て行っています。

　社員の地元への貢献ということで社員からも訪れた地域か

らも高い評価を得ています。子どもたちにとっても、地域出身

の先輩たちの活躍している姿を見ることで、学習の重要性を

認識し、モチベーションアップにつながっています。

　2008年からは、遠方の地域だけでなく、AATのあるラヨー

ン県でも実施するなど、対象を拡大しました。

「デトロイト新科学センター」で
科学の楽しさに触れる機会を提供
　「デトロイト新科学センター」は、科学に対する関心を高め、科

学の研究を活性化させることを目的に、学生に対して実体験で

きるプログラムを実施しています。

　マツダ財団USAは、2008年、奨学金の提供を通じて1,279名

の学生、教師などに、デトロイト新科学センターで科学の楽しさ

に触れる機会を提供しました。

ラテンアメリカ系大学生への奨学金制度を支援
　マツダ財団USAは、米国のラテンアメリカ系市民に大学教

育を普及させるために活動している「ヒスパニック奨学基金

(HSF)」と提携し、奨学金制度を支援しています。カリフォルニ

ア州立大学とカリフォルニア大学、およびコミュニティカレッ

ジ（地域短期大学）の学生に、大学在学期間中の授業料や教科

書などを含めた奨学金を提供しています。

　2008年は、コンピューター科学、経営管理および機械工学

を研究するラテンアメリカ系の学生19名に奨学金を提供しま

した。この制度を通じて、1990年以来、128名の学生に167の

奨学金を授与しています。

社会貢献活動

 タイ

 アメリカ

 アメリカ

　私たちは、AATから数百キロ離れた地域
の出身です。町の人口が少ないため、そこに
住む人や学校は自分たちにとっては家族
と同じといえる存在です。地域的にさまざ
まな機会に恵まれていないので、いつか何
かを故郷に還元したいという思いで、この
プログラムに応募しました。
　企業の訪問や寄付を受けたのは初めて
と、学校も子どもたちもとても喜んでくれ
ました。プログラムを通して、故郷の子ども
たちに将来の夢や元気を与えることができてとても嬉しく思います。
　子どもたちには「このプログラムの寄付や活動は、AATだけでなくマツダ本社のサ
ポートもあって成り立っており可能となった貴重な機会。この機会を大事にして、将
来の自分たちが活躍するきっかけにしてください」と、お願いしました。訪問後は、子
どもたちから日本語で「ありがとう」と書いた手紙が届きました。
　私たちの出身地の子どもたちが勉強に励み、将来活躍してくれるきっかけになれ
ば良いと思っています。このような機会を与えてくれた会社に感謝しています。

VOICE

故郷の子どもたちに将来の夢を与えたい

AAT
（左）ヤオバルク・サラサム
（右）ブーンサム・ランプラ

デトロイト新科学センター

ラテンアメリカ系大学生への奨学金

AAT社員の出身校を訪問
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青少年育成への支援
　リーチ財団は、若者たちが夢を実現するための支援プログラム

を提供している、若者たちが中心メンバーとなっている財団です。

　マツダ財団オーストラリアでは、将来を担う青少年の育成を

目的に、このリーチ財団を継続して支援しています。マツダ財

団はさらに、従業員がヒーローズ・ワークショップにボランティ

アとして参加してもらえるための機会を提供しています。この

ワークショップは、15〜25歳の若いリーダーたちからなるチー

ムが双方向ワークショップ、週末旅行、大規模イベントを企

画・運営し、参画する若者に自信を与えています。

青少年育成のためにコンピューターを寄付
　マツダ財団ニュージーランドは、視覚障がいをもつ子ども

たちが就学前に通う幼稚園「ヒアリングハウス」に、備品やコ

ンピューターを支援しています。また、ウェリントンにある若

者たちの創造力を育成する「ボーイズ＆ガールズ・インスティ

テュート」にもコンピューターを寄贈しました。

■地域に根ざした活動

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。

　マツダおよびグループ会社から、専門的な知識・技術・技能や

長年培ってきた特技・趣味などをもった社員・OB・OGから希

望者を登録し、地域の要請に応えて派遣しています。

　現在の登録数は150分野です。2008年度は、手品や落語の

実演、マツダの環境に対する取り組みについての講演など、地

域の行事や学校へ合計88件の派遣を実施しました。

火災被害地域に消防設備搭載トラック
「Mazda BT-50」を寄付

　マツダは自然災害に見舞われた地域への支援活動を積極的

に行っており、2008年5月、マツダモーターヨーロッパ（MME）

は、消防設備を搭載したピックアップ・トラック「Mazda BT-

50」35台をギリシャ国内の地方自治体に寄付しました。この

BT-50は、2007年の夏にギリシャ全国で発生した山林火災で

被害を受けた地域に配備されます。5月21日には、ギリシャ内

務大臣、BT-50を寄付する地方自治体の市長、MME役員出席

のもと、贈呈式が行われました。

　ギリシャは、夏の乾燥による山林火災が多く発生する地域

です。MMEは現地のディストリビューターELMA S.Aと協力し、

これまで消防用に改装したピックアップ・トラック計135台を

ギリシャの政府関係機関に寄付しています。

 日本 オーストラリア

 ヨーロッパ

 ニュージーランド

社
会
貢
献

社
会
貢
献
活
動

消防設備搭載トラック「Mazda BT-50」

落語の実演

さまざまな青少年育成支援活動

若者へコンピューターを提供



Sustainability Report 200951

社会貢献活動

■広島本社での取り組み
マツダミュージアム
　マツダミュージアムは、1994年5月に開館した自動車産業

見学施設で、マツダの歴史や自動車の製造工程の紹介をはじ

め、マツダの環境技術である水素自動車に関する開発の歴史

や最新技術などを常設展示しています。また、実際の組立工

場の見学もできるため、社会科学習の一環として多くの小中

学校からご訪問いただいています。2008年10月23日、マツダ

ミュージアムは開館以来の累計見学者数が100万人を突破し、

100万人目のお客さまとなった高知県の北川小学校5・6年生

の皆さまとともに、記念のセレモニーを実施しました。

マツダ駅伝大会
　マツダでは1966年から毎年、社員と一般の方から参加者を募

り、本社工場構内をコースとして開放する駅伝大会を開催してい

ます。マツダの広い構内を走れるとあって、地域の方からも好評を

いただいています。

　2009年3月1日に行われた第44回大会には、一般から150

チーム、社内から188チームと過去最多の338チーム、2,028名

が参加し、大いに盛り上がりました。参加者は小学生から75歳ま

でと幅広く、地域の方との交流の場として今後も継続していきます。

多方面への寄付活動
　マツダは、地域社会への貢献や学術･教育、文化・芸術、国際

交流、スポーツ振興などを目的として、さまざまな分野の活動

に資金を提供しています。

　2008年度は、科学技術の振興と青少年の健全育成のための

助成などを実施する（財）マツダ財団や、広島市民球場（愛称：

マツダ“Zoom-Zoom”スタジアム）の建設資金を含め、行政な

どに計約2億4,390万円を寄付しました。

国立トラウマ研究所への支援活動
　アルフレッド病院内にある国立トラウマ研究所は、オースト

ラリアで最初に設立されたトラウマ専門研究所です。トラウマ

治療の研究と教育を通して、トラウマを伴うケースを予防・軽減

することを目的としています。マツダ財団オーストラリアは、同

研究所が、若者のアルコール

などを原因とするトラウマ

を防止するために、革新的プ

ログラムを提供できるよう

継続的に支援しています。

地域医療への貢献 
　マツダオーストラリア（MA）は毎年４月に催されるランニングイ

ベント｢ラン・フォー・ザ・キッズ｣を支援しています。集まった募金は

国立小児病院の研究、施設、機器のために運用されます。MAは同

イベントのスポンサーであるだけでなく、従業員に"Zoom-Zoom"

チームとしてイベントに参加したり、さまざまなボランティア活動に

参加するよう奨励しています。

地域医療に貢献するだけで

なく、従業員がコミュニティに

役立つ活動に参加し、協力し

合うことを支援しています。

教育、文化、芸術活動などの支援
　1990年の財団設立以来、マツダ財団コロンビアでは、コロン

ビア国内で教育や文化および芸術などの発展を目指し、さまざ

まな支援活動を行っています。

　2008年は、教育支援として物理や数学、音楽を専攻する大

学生、大学院生30人に対して奨学金を授与しました。

　また、年10回以上のクラシック音楽コンサートへのサポート

や、日本・コロンビア通商関係樹立100周年記念祝賀会に日本

のオペラ歌手を招き、「蝶々夫人」を上映するなど文化面での貢

献にも力を入れた活動を行

いました。

 オーストラリア

 オーストラリア

 コロンビア

100万人達成記念セレモニー

駅伝大会の様子

国立トラウマ研究所

ラン・フォー・ザ・キッズイベント

財団の援助を受けたバイオリンソリストのコンサート
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サプライヤーの評価と表彰
　毎年1回、各サプライヤーとの取引実態をさまざまな視点から

評価しています。継続取引の可否や改善指導の必要性について

も評価を行い、その結果をサプライヤーに伝えるとともに、総合的

に優れたサプライヤーと、特に品質に優れたサプライヤーを表彰し

ています。2008年度は部品系61社、資材系11社を表彰しました。

サプライチェーンマネジメントを実現するための要請
　マツダは、国内外の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。環境面でのサプライチェーンマネジメン

トも重視し、グリーン調達に取り組んでいます。

　また、マツダが下請法を遵守するには、サプライヤーの協力も不

可欠であると考え、2008年度は、下請法の説明会を実施し、改めて

遵守の徹底を要請しました。さらに、地場を中心としたサプライヤー

約60社に対し、下請法遵守状況の自己診断アンケートを送付し、

各社の遵守状況を確認しました。その後、アンケートに基づいてサプ

ライヤーを訪問し、現地診断と改善指導活動を実施しています。

サプライヤーの業務改善・品質向上活動の支援
　マツダは、サプライヤーと共存共栄を図るためには、社会的

ニーズに沿った「要請」だけではなく「協働活動」や「支援」も重要

であると考え、サプライヤーにさまざまな支援を実施しています。

　一例としては、取引が多い地場のサプライヤーに対しては、

「J-ABC活動」を実施しています。これは、地場サプライヤー（＝J）

のコストパフォーマンスの最大化を図る（Achieve Best Cost）

ための活動で、マツダの社員がサプライヤーの工場を訪問して、

ものづくりの無駄や問題点を抽出し、改善策の検討などに一

致協力して取り組んでいます。

　さらにJ-ABC活動の一環として、製造現場での「お金をかけ

ない、創造性に優れた、楽しい作業改善」を促進する、「J-ABCか

らくり改善道場」を開催しています。2008年度は、4月〜8月に

第4回を広島地区で、10月〜2009年2月に第5回を防府地区

で開催し、学科(テキストを活用した座学)、実践（座学に基づく

ものづくり）、現場指導会、成果発表会、現地見学会などのプロ

グラムを実施して、各社の生産性向上を図りました。

地場サプライヤーの人材育成支援「品質塾」を開催
　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。同塾は、品質要求書の理解や不具

■サプライヤー（購買取引先）とともに
購買基本理念
　マツダは1994年、「共存・共栄の精神に則り、相互に研究と

創造及び競争力の強化に努め、オープンでフェアな取引関係

を構築することにより長期安定的な成長を図り、もって社会、

経済の発展に寄与する」という購買基本理念を明文化しまし

た。この基本理念のもと、世界中のサプライヤーに門戸を開き、

公平・公正な取引に努めています。

　サプライヤーとの取引にあたっては、品質、技術力、価格、納

期、経営内容に加えて、コンプライアンス体制、環境保全への取

り組みなどを総合的に判断しています。

サプライヤーとのコミュニケーション
　より良いクルマをつくるためには、サプライヤーと長期に安定し

た関係を築き、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や販売・生産

に関する情報の早期提供に努め、活発な情報交換を行っています。

　主要なサプライヤーの経営層に対して、購買の取り組み方針

を説明する年1回の「経営者懇談会」、実務担当者に対しては

年1回の「業務連絡会」と月1回の「購買連絡会」を開催してい

ます。これらの会合でマツダの重点施策について説明し、環境

保全やコンプライアンスへの現状や取り組みについても要請

しています。購買連絡会では、社内報「マイマツダ」を配布、コ

ミュニケーションシートでサプライヤーの声を収集し、その結

果を連絡会運営方法の改善などにいかしています。また、新技

術・研究を紹介する社内資料「マツダ技報」のWEB公開も行っ

ています。

　さらに、サプライヤーによって運営されている「購買協力会組

織」とも連携を密にし、相互発展と共存共栄を目指しています。

マツダは、世界中のサプライヤーや国内外の販売会社（ディストリビューター）との共存共栄を重視し、
経営指導の実践や海外進出サポートなど、幅広い取り組みを行っています。

ビジネスパートナーへの取り組み

■購買取引先
（2009年3月31日現在）

■購買協力会組織
（2009年3月31日現在）

自動車部品

資材（素材）など

設備・要具

合計

関東洋光会
（関東地区周辺）

関西洋光会
（関西・東海地区周辺）

西日本洋光会
（中国・四国・九州地区）

洋進会

部品サプライヤー

資材サプライヤー
（原材料・装置・金型など）

444社

176社

422社

1,042社

64社

48社

61社

79社

購買連絡会 洋光会合同経営者懇談会
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合事例の考察、受講者同士の意見交換などを通じた、マツダの

品質に関する考え方への理解の促進、品質管理全般に関わる

“気づきの力”の向上を目指しています。

　2008年度は受講者からの要望が多かった「工程保証度評

価」と「日常管理（変化点管理、外注管理など）」の講座を中心に

計10回開催し、49社から約100名が参加しました。受講者か

らは、「工程保証度評価の理解が深まった」「他社と一緒に受講

し、意見交換や事例発表をすることで、自社にない視点が勉強

になった」と、好評でした。

　2009年度も、引き続き「工程保証度評価」と「日常管理（変化

点管理、外注管理など）」の講座を中心に開催する予定です。

品質管理教育の実施
　マツダは、地場サプライヤーを対象に、1999年度から「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（Quality 

Control）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

ドバイザーとして向上を図ることを狙いとしています。

　2008年度は、3講座を計7回実施し、175名が受講しました。

受講者からは、「QC手法を理解できた」「社内教育や実際の業

務の中で活かしていきたい」と、好評を得ています。

■国内の販売会社とともに
基本的な考え方
　あらゆる面でお客さまに満足していただくためには、お客さま

が訪れる店舗を運営し、マツダ車を販売している販売会社と一

体になって取り組む必要があります。そのためにマツダは、販売

会社に対してさまざまな協力をお願いするとともに、人材育成の

ための研修プログラムの提供など必要な支援を実施しています。
WEB 営業開発部研修体系

国内の販売会社とのコミュニケーション
　マツダでは、年に2回、マツダの役員と販売会社の代表者が

参加する「販売会社代表者会議」と、各管轄担当部門が参加す

る「販売会社部門担当責任者会議」を随時開催しています。

　2008年度の販売会社代表者会議では、中期計画「マツダ・アドバ

ンスメント・プラン」に基づく「国内ビジネスの成長」に向け、低成長

の市場環境に対応するための「ビジネス構造変革」を要請しました。

　また、マツダ系とマツダアンフィニ系販売会社全54社、部品

販売会社、運輸会社、さらにマツダ中販（株）、（株）マツダレンタ

カーなどが加盟する「全国マツダ販売店協会」とは、各種の部

会を通じ、常にさまざまなテーマについて話し合いの場を設け

ています。

WEB 販売会社代表者会議の概要、国内主要販売網／新車販売店舗

全国マツダ販売店協会常任理事会
　「全国マツダ販売店協会」では年2回、マツダ（株）も加わった常

任理事会を開催しています。ここでは、商品開発やサービス・部品

に関する要望、品質問題などについて情報を交換し、論議します。

　また、詳細に関しては、労政・流通・コンプライアンス委員会

や新車・中古車・カスタマーサービス・システム・CS・保険などの

各部会において定期的に各担当部門とコミュニケーションを

図っています。

販売会社の表彰
　マツダでは、通期、半期それぞれの期間内の販売実績、顧客

満足度などの項目を総合的に評価し、優れた実績をあげた販

売会社を表彰しています。

　2008年度は、1社を経営優秀販売会社として表彰しました。

販売会社のコンプライアンス強化を支援
　マツダは販売会社のコンプライアンス強化を支援しています。

　その一環として、2006年度、国内の販売を統括する国内営

業本部が、関連部門（法務、監査、総務）とプロジェクトチームを

編成し、販売会社の各業務領域（新車、中古車、サービス、労務、

システム、経理）のそれぞれに関するトレーニング教本、事例集、

「マツダ品質塾」の内容（2008年度）
1.日常管理（変化点管理）について
2.工程保証度評価の理解と作成
3.不具合事例の紹介と考察
4.意見交換、発表　など

その他サプライヤー支援策
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保険の共同加入制度の案内

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

販売会社代表者会議
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eラーニングを作成し、提供しました。

　2008年度は、実際に発生した事故事例をもとに、発生原因

の究明と再発・未然防止を策定した教育用教材「コンプライア

ンス・ワンポイント・レッスン」を発行したほか、販売会社の業

務に関するコンプライアンストレーニング集をeラーニングで

展開し、コンプライアンスへの理解促進を図りました。

販売会社のCRM強化、店舗クリンリネス活動支援
　各販売会社では現在、販売店のCRM※1の強化を進めています。

マツダは、販売店舗の業務効率化の支援として、お客さま満足の

向上を実現するための店舗営業スタッフ用の顧客管理システム

や、ダイレクトメール自動発信システムを提供しています。

　また各店舗では、2005年度から、商品の魅力的な展示と効

果的な情報伝達、さらには「心地よい」店舗環境により、お客さ

まに気持ちよくクルマを見ていただくための「店舗クリンリネ

ス活動」に取り組んでいます。

■海外のディストリビューターとともに
基本的な考え方
　世界各地のお客さまの声を集め、その市場にあったクルマを

開発し、提供するためには、現地のディストリビューターとの協

力が欠かせません。そこでマツダはさまざまな機会を設定して

情報共有に努めています。また、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するなどの支

援を実施しています。

世界中のお客さま満足度向上のために
　マツダでは、米国・欧州・オーストラリアなど世界の主要な

国々のディストリビューターの代表者や担当者と商品やマー

ケティング・ブランド戦略などのさまざまな領域において意見

を交換する会議を開催するなど、本社と地域が一体となって、

グローバルコミュニケーションを展開しています。これらの会

議を通して、各国の顧客ニーズを吸収し、お客さまに喜んでも

らえる商品の開発にいかしています。

　また、地域によっては、さらに各国の成功事例を共有し、相

互の理解を深め、お客さま満足度を向上させる効果的な活動

について話し合う場を設けています。2009年3月に開催された

カリブ・中南米ディストリビューター会議では、チリのディスト

リビューターのCRM成功事例の共有化を図りました。
WEB 海外主要販売網

※1 CRM：Customer Relationship Managementの略。顧客つながり管理。

ディストリビューターに対する表彰
　マツダは、次のような観点で、優れた実績を上げたディスト

リビューターを毎年、表彰しています。それに加えて、2008年

度からは、CRM活動で功績を上げたディストリビューター、優

れたマーケティング活動を行ったディストリビューターの表

彰も開始しました。

ディストリビューター間で成功事例を共有
　アジア、オセアニア、アフリカ、中近東、カリブ・中南米での販

売活動を統括している海外販売本部では、お客さま満足の向

上とCRMの強化に取り組んでいます。マツダは、これらの活動

に取り組む各地のディストリビューターを支援するために、セ

ミナーの開催やニュースレターの発行を通じて各地域の成功

事例を学ぶ機会を提供しています。

　このような支援活動は、各ディストリビューターのモチベー

ション向上やオペレーションの強化につながると考えてお

り、2007年度以降、各地域の好事例を掲載した『Mazda BEST 

PRACTICE』や 『CRM News』の2誌を継続的に配布していま

す。2008年度は、『Mazda BEST PRACTICE』を10回、『CRM 

News』を12回発行しました。

ビジネスパートナーへの取り組み

海外ディストリビューター会議

『CRM News』

1.販売台数とその増加率に基づいて、マツダ車の拡販に顕著
な功績があったディストリビューターを表彰

2.サービス・パーツビジネスの成長力や、品質問題に対する対
応力などで総合的に優れたディストリビューターを表彰

3.セールス・サービス領域の顧客満足度調査において1位と
なったディストリビューターを表彰

掲載事例『Mazda BEST PRACTICE』
・サウジアラビアでの新型Mazda6導入活動成功事例
・新マツダ・ビジュアル・アイディンティティの適用事例（南アフリカ等）
・マツダオーストラリアのコールセンター活動事例
・オマーン販売店での顧客データーベース管理活動事例
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マツダは企業活動の基本は人権尊重であると考え、人権擁護活動に積極的かつ誠実に取り組んでいます。

人権尊重

■人権尊重
　一人ひとりがお互いを個として認め合い、個々の人権を尊重し

合うことは大変重要なことです。マツダは企業活動の基本は人

権尊重であると考え、いかなる人権侵害も許さないという強い信

念のもと、人権擁護活動に積極的かつ誠実に取り組んでいます。

　人権問題の早期解決はもちろん、従業員が明るく働きやすい

就業環境で最大限の力が発揮できるように理念・規則・体制を整

備しています。また研修や啓発活動により、常に従業員の人権意

識高揚を図っています。

　さらに「One Mazda」の考えのもと、国内および海外の

グループ会社での人権擁護活動にも取り組んでいます。マツダ

グループでは、各国の法令を遵守し児童労働や強制労働を

禁止しており、本社の指導・支援をもとに、人権尊重・雇用機会

均等の人権擁護活動のレベルアップにも努めています。

　その他行政・企業・社外団体とも連携しながら活動を展開し、地

域社会に対しても絶えず人権尊重のメッセージを発信しています。

　またこれらの活動を通して企業の社会的責任も果たしてい

きたいと考えています。

基本的な考え方
　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、明るく

て働きやすい職場環境が必要です。マツダは、人権尊重は企業

活動の基本であると考え、人権擁護活動を積極的に推進して

います。

　この基本的な考え方に基づいて、1999年に「セクハラ追放ガ

イドライン」、翌2000年には「人権侵害撤廃規則」を制定して

います。さらに、「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」という人権宣言を採択、人

権侵害の完全撤廃を社内外に発表しています。

WEB 人権侵害撤廃規則、セクハラ追放ガイドライン

推進体制
　マツダは、人権擁護活動のレビューボードとなる人権委員

会を2000年に立ち上げました。

　またグループ全体の人権擁護活動のリーダーは「人権啓発

推進グループ」が担当していますが、社内では各部門長を人権

擁護推進員として任命、各事業所および国内外グループ会社

にも人権担当者を置き、グループ全体で問題解決に向けた活

動に取り組めるような推進体制を構築しています。

24時間体制の相談窓口
　マツダは24時間体制の相談窓口を設置しています。

　1998年に「女性相談デスク（当時女性相談室）」、2000年に

「人権相談デスク」を設置し、「人権啓発推進グループ」で運営

しています。

　相談で大切なことは会社と従業員の信頼関係です。マツダ

は「秘密厳守」「報復の禁止」「相談者に不利益が被らない」こ

とを規則に定め、面談のほか、専用電話、専用携帯電話、専用

ｅメールなどを通じて相談を受け付け、社内外で発生する人権

問題の早期救済や対応・解決にあたっています。

人権研修と啓発活動
　マツダでは昇級・昇進時には社員に対して人権研修の受講

を義務付けています。現在合計20以上の研修プログラムが

ありますが、その他イベント研修として人権講演会・人権コン

サート・人権映画会も開催しています。

　また、さまざまな啓発活動も行っており、現在最も注力して

いるひとつが全従業員対象の人権ミーティングです。工場では

3カ月に1回ラインを止めて10分間、間接部門についても半年

に1回ミーティングを実施。この人権ミーティングは国内外の

グループ会社にも展開しています。

　その他人権標語・人権ポスター・人権パネル展・人権カード・

eラーニング・社長メッセージ・人権ラッピングバスなども導入

■推進体制図

各部門長 人権擁護推進員

CSR経営戦略委員会 行政、企業、社外団体

本社人権委員会

国内グループ会社

海外グループ会社

協力会社

各事業所
人権委員会

CSR推進部
人権啓発推進グループ

担当者
会議

　マツダは、法務省と全国人権擁護委員連合会が主催する「人権擁護功労賞」を
2008年3月、企業として全国で初めて受賞しました。今後も人権擁護活動にゴール
無しの考えに基づき、更なる活動の拡大展開を目指します。

企業として全国初の「人権擁護功労賞」受賞

人権宣言（2000年11月）
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
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し、全従業員が少なくとも1年に1回は人権のことを考える時

間が持てるようにしています。

　こうした研修や啓発活動の成果を推し量る指標としては、

毎年実施している社員意識調査のスコアを、ひとつの基準と

しています。スコアが悪化、あるいは改善されない場合、活動の

見直しや改善策の検討を行っています。

行政、企業、社外団体との連携、
および地域社会への貢献
　マツダは企業も社会を構成する一市民であるという自覚を

持ち、行政や企業、社外団体などとも連携した人権擁護活動を

実施しています。

　また人権フェスタの開催やシンポジウムへの参画、講演会や

研修への講師派遣などを通して、地域社会に対しても人権尊

重のメッセージを発信しています。

グローバルに展開する人権擁護活動
　「One Mazda」の考え方のもと、マツダグループ全体が人権

尊重のグローバルグループとなるように活動を展開していま

す。国内外グループ会社と定期的に情報を交換しながら、情報

ネットワークを構築しています。また、マツダがハブステーショ

ンとなり深刻な人権問題に関しては本社の経営トップに報告

し、グループ全体で解決できるシステムをつくっています。

　さらに、国内外グループ会社全体がレベルの高い人権擁護

活動が実践できるように指導・支援し、グループ全体の活動の

ボトムアップも推進しています。

　具体的には、研修ツール類の提供や講師派遣、および人権問

題発生時の指導・支援などを行っています。また、評価指標と

してはマツダの啓発プログラムへの参画企業数の増加率をひ

とつの目安としています。

人権尊重

2008年度人権ポスター

人権フェスタ（2008年11月地元府中町と共催）

中国

VOICE

人権意識の高揚、人権侵害を完全に
なくすことを目指します

マツダ（中国）
企業管理有限公司
CSRチームスペシャリスト

呉　小玲
ウ　     シャオ リン

　人権に対する従業員の認識にバラつきがあるため、

人権意識の高揚を図り、新卒・中途入社社員を対象と

した研修を引き続き実施し、さらに2009年にはマツダ

本社(広島)と連携を取り、当社初の人権擁護研修会

（役割別）を開催しました。また、人権擁護活動の推進

体制の一環として、全従業員を利用対象としたホットラ

インを設置し、基本理念・利用方法等の周知徹底を図

りました。

　今後は人権関連規程や仕組みを充実し従業員の人

権意識をさらに高揚し、人権侵害を完全になくしてい

きたいと思います。

米国

VOICE

人権を大切にすることが
企業活動の基盤です

マツダノースアメリカン
オペレーションズ
人事担当　副社長
レネエ・ルイス

　「ゼロトレーランス」「ノンハラスメント」「倫理規範」

の3つの基本ポリシーのもと、いかなる人権侵害も許

さないために、さまざまな活動を展開しています。

　2008年は、ハラスメント研修のオンラインツール

類を一新し、全ての管理監督者に対して研修を実施し

ました。また、あらゆるオリエンテーションの場で倫理

研修を実施、内部統制の強化にも取り組んでいます。

　さらに全従業員に対しては、人権侵害は絶対許さ

ないという基本ポリシーの周知徹底を継続実施して

います。
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■人事基本コンセプト
「Mazda Way（マツダウェイ）」の実践に向けて
　マツダは、2008年4月、これまで受け継いできた基本的な考

え方や価値観を「誠実」「基本・着実」「継続的改善」「挑戦」「自分

発」「共育」「One Mazda」の7つに集約し、仕事を進める上で大

切にすべき考え方、「Mazda Way 7つの考え方」と定義しました。

これを「マツダ ビジネスリーダー開発プログラム（MBLD）」にお

いてグループ全体へ展開し、その後、職場での議論や上司と行

う振り返り等の日々の業務に結びつけて浸透を図っています。

　マツダは今後この「Mazda Way」をグローバルに共有し実践

することで、グループの力をさらに結集していきます。

人材に対する考え方
　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月には、社員自らが主体的に考え、行動することで、

一人ひとりが「成長」「活躍」し、これを企業ビジョンの実現につ

なげていくとの考えに基づいた人事制度「とびうお」を制定し

ました。 

　また、2008年4月に定めた「Mazda Way」をコンセプトの中

心に据え、マツダグループ全体の「人づくり戦略」を策定し、さ

まざまな人事制度や施策を順次展開しています。

　また、社員が活躍するための基盤として、安全と健康の確保、

多様性を認める職場、健全な労使関係の維持などにも積極的

に取り組んでいます。さらに、社員の意識調査を毎年実施し、そ

の分析結果を職場環境の改善につなげています。

従業員意識調査
　マツダは1987年から社員の意識調査を実施し、現在はイン

トラネットを通じて行っています。

　2008年度からは、対象をマツダ単体の全社員から国内・

海外グループ会社にまで拡大しました。従業員意識調査をグ

ローバルに展開するにあたり、質問項目を再整理し、新たに

「Mazda Way」の理解度、実践度を推し量る設問を追加しまし

た。2008年度のアンケート調査の回答数は、国内約11,000名、

海外約700名です。

　調査結果は、各部門長に公開した後、部門単位で改善に向

けたアクションプランの策定、実施に活用しています。この効

果は翌年の調査結果で確認し、さらに次の活動へ生かすなど

継続的な改善を行っています。アクションプランの具体例と

しては、部門方針の周知、実践の徹底や、話し合いの機会の拡

大などのコミュニケーションの活性化、業務プロセスの見直し

や意識改革を通じた業務効率化の推進などがあります。

グローバルでの人材交流、人材活用
　マツダグループにおける人づくりのベースとなる「Mazda 

Way」、および「Mazda Way」を中心として策定した「人づくり

戦略」を受け、現在、各国・各社とのコミュニケーションを重ね

ながら、具体的な取り組みを協働で検討しています。

　2007年度に続き、2008年度も海外子会社の人事担当者と

「グローバル人事会議」を開催、グローバルでの取り組みについ

ての議論を行ったほか、各国と毎月電話での会議を行い、それ

ぞれの最新状況を共有しています。

　また、本社と同じ地域にある国内子会社とは四半期毎に会

議を行い、労務問題や人事施策の内容について協議しています。

　今後も人材の交流や、さらなる活用に向けて、各国・各社との

協働した取り組みを拡大していきます。

仕事を進める上で大切にすべき考え方である「Mazda Way 7つの考え方」をマツダグループにおける人づくりのベースとして、
社員がイキイキと仕事に取り組める風土づくりに取り組んでいます。

社員への取り組み

プログラム開発推進本部
アシスタントマネージャー

下
しもだて

舘 真
まこと

　手戻りのないよう効率的に仕事をする上で意識している
のは、要望の本質を理解する、考え方の違いを認識する、お
客さま視点に立ち答えを導き出す、の3点です。Mazda Way
の中でも特に普段から部下に伝えているのは、「基本・着実」

「誠実」です。
　7つを言葉としてただ覚えるのではなく、自分なりに整理・
消化することで、より身近なものにできていると思います。

VOICE

「誠実」に理解し、
「着実」に答えを見つける

■Mazda Way7つの考え方

■Mazda Way 推進活動ゴールイメージ

基本・着実 私たちは、基本に忠実に、地道で着実に仕事をすすめます。

誠実 私たちは、お客様、社会、そして仕事に対して誠実であり続けます。

継続的改善 私たちは、知恵と工夫で継続的な改善に取り組みます。

挑戦 私たちは、高い目標を掲げ、その実現に向けて挑戦します。

自分発 私たちは、自分発で考え、行動します。

共育 私たちは、成長と活躍に向けて、自ら学び、自ら教え合います。

浸透期 定着期 進化期

ONE MAZDA 私たちは、常にグローバルにOne Mazdaの視点で考え、行動します。

2008年8月～
2009年3月（8ヶ月）ゴール

イメージ
（一般社員）

【上段】
知る

【下段】
行う

2011年4月～2009年4月～
2011年3月（24ヶ月）

〈基本コンセプト〉日々の業務を通じてMazda Wayに沿った行動を体得する。

全員が自分なりに
Mazda Wayを
理解している。

全員が会議やレビュー
の場でMazda Wayを
使っている。

全員が業務の中でMazda
Wayに沿って考え行動する
ことが習慣になっている。

全員がMazda Wayを自然と
実践し、仕事の進め方や価値観
を後世に引き継いでいる。

全員がMazda Way
について事例を使って
他者に説明できる。

全員がMazda Wayの
理解を見直して、更に
深めている。
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キャリアチャレンジ（社内公募・FA）制度
　2004年1月に、社員のキャリア開発支援の一環としてキャ

リアチャレンジ（社内公募とフリーエージェント（FA））制度を

制定しました。会社側より必要とする職務経験やスキルの要

件を公開し、その仕事にチャレンジしたい人を募集するのが社

内公募、社員が「FA宣言書」として自分の能力やキャリアを社

内に公開し、これまで積み重ねたキャリアをもとに、他の業務

領域や部門にチャレンジするのがFAです。

　2008年度は、社内公募案件はありませんでしたが、FA宣言

をした社員は16名、そのうち9名がチャレンジに成功しました。

教育研修
　マツダは、社員一人ひとりのキャリア開発・スキルアップを支

援するために、さまざまな教育研修を実施しています。

　受講者からは、「講師の体験談をおもしろく分かりやすく聞

かせてもらって非常にためになった。職場の人にもすすめたい

と思った」「スキルやコツだけでなく、自分の良いところ、悪いと

ころも見つめ直すことができ、今後に活かすことができる内容

だった」と好評を得ています。
WEB 全社能力開発体系図、マツダ・ビジネスリーダー開発（MBLD）

事務・技術系教育研修
　マツダは、すべての社員を対象に、ビジネススキルの習得・向

上を目指した選択研修を実施しているほか、経営幹部候補や

ビジネスリーダーの育成を目的とした教育・研修プログラムを

継続して展開しています。
WEB 代表的な事務・技術系研修制度

技能系教育研修
　マツダのものづくりの精神や、これまで蓄積してきた技術・

技能を次代に伝え、その伝統や情熱を守り続けていくために、

技能系領域において多彩な教育研修プログラムを用意し、技

術・技能の向上支援、優れた技能者の育成に取り組んでいます。
WEB 技能五輪教育訓練、卓越技能者養成コース、

　　 アーク溶接技術教育訓練、マツダ工業技術短期大学校

人事制度「とびうお」
　マツダは「最大の経営資源は人である」と考え、社員一人ひ

とりが活躍できる環境整備を通じて、社員の主体性と成果を

最大限に引き出す人材活用を行っています。

　2003年4月に導入した人事制度「とびうお」では、「社員一人

ひとりが最大限の力を発揮できるように、最適な仕事や環境

を提供する」「個々の成長と活躍を支援することで、企業ビジョ

ンの実現につなげる」という2つのコンセプトに基づき、「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本の主要な柱として、等級・評定制度や

キャリア開発支援策、各種ワークライフバランス制度等、さま

ざまな施策を積極的に展開しています。

■選択と自己実現
キャリアミーティング
　マツダでは、上司と部下の公式な話し合いの場として「キャ

リアミーティング」を年4回、すべての社員が実施しています。

　人事制度「とびうお」の「自分の果たすべき役割や責任を積

極的に理解してこそ、人は最大限のチカラが発揮でき、達成に

向けて努力することができる」という考えに基づき、社員一人

ひとりが「なりたい自分になる」ために、業務目標の設定、達成

度の振り返り、目指す将来像について上司と部下が十分に話

し合い、共有します。この結果、従業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。
WEB キャリアミーティングの主なテーマ

■人事制度とびうお

社員の成功 マツダの成功

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

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

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

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

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

今活躍している人により多く報い
ることができる

今の貢献度合いがダイレクトに
処遇に反映されている

社員への取り組み
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　コンピュータやロボットによる製造の自動化が進んで

も、ものづくりには人の熟練した技能が欠かせません。し

かし、日本のものづくりを支えてきた熟練技能者は高齢

化し、減少しつつあります。熟練した技能を伝承していく

ことは、日本の製造業の大きな課題となっています。

　マツダでは、自動車製造に関する重要な技能を伝承する

ため、業界に先駆けて「卓越技能者養成コース」を1996年

７月からスタートさせ、卓越した技能者の育成に取り組ん

できました。このプログラムでは、クルマづくりに関して絶

対に残すべき22の伝承技能を選定し、１コースにつき伝承

者１名、継承者２名がマンツーマン形式で、２年間、技と感

性を継承します。その間、伝承者と継承者はそれまでの職

場を離れ、製造現場の一角に設けられた「伝承道場」で、技

能の修得に専念。さらに伝承修了者は社内資格の「技能マ

イスター」を取得します。全社をあげて組織的な伝承システ

ムを構築することで、技能伝承者のモチベーションアップ

はもちろん、技能を尊重する風土を高めています。

　これまでに98名の修了者と45名の技能マイスターを

養成しました。また、技能マイスターからは高度熟練技能

者16名、現代の名工12名、黄綬褒章受賞者5名が選出さ

れ、社会的にも高く評価されています。

世界に誇るものづくりを伝承するための人材育成に
全社をあげて取り組んでいます
マツダは、「技能は高度製造技術の原点である」という考え方のもと、
多彩な教育研修プログラムで優れた技能者を育成するとともに、ものづくり精神や技術・技能の伝承に取り組んでいます。

クルマづくりに欠かせない技能を
伝承する「卓越技能者養成コース」

「ハイポイドギア」歯車を滑らかに噛み合わせ、クルマの騒音を減らし安定した走りを実現する

「技能」という受け継がれてきたマツダの財産を、
後輩たちにも伝えていきます

VOICE

本社工場
第一パワートレイン
製造部

柴田 勇
エンジンの動力を車軸に伝える歯車「ハイポイドギア」の加工で
高い技能を修得。
2002年社内認定制度における「技能マイスター」となり、2008
年11月に厚生労働大臣が表彰する「現代の名工」に選ばれる。

　「ハイポイドギア」は安定したクルマの走行を支える部品です。ミクロン単位での
高度な加工技能が要求され、試作部品の製作を任せてもらえるまで25年もかかり
ました。私が「現代の名工」に選ばれたのは、多くの優れた技能を受け継ぐことがで
きたからで、諸先輩方が積み重ねてきた技術・技能の賜物です。
　高い技能を持った社員が減少していくことに危機感を覚え、2000年から2年間
は担当業務を離れ、技能の伝承に専念しました。今では、その後輩が伝承者として
活躍しています。
　技能の修得は、決して難しいことではありません。目の前の業務と真剣に向き
合い、基本に忠実に、一つひとつ丁寧にこなしていけば、誰にでも「現代の名工」
に認定されるような技能を身につけることが可能だと思います。後輩たちにも、関
係部門や上司の言葉に真摯に耳を傾け、高い技能を身につけてほしいです。
　今後も、お客さまに喜ばれるクルマづくりを追求するため、さらに技能を磨き続
けるとともに、マツダの財産である「受け継がれてきた技」を伝承していきます。

技能系教育研修CLOSE
UP
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社員への取り組み

　2007年には、「次世代育成支援対策推

進法」に基づいた子育て支援のための行

動計画（一般事業主行動計画）への取り

組みが評価され、厚生労働省の次世代認

定マーク「くるみん」を取得しています。

■ワークライフバランスの促進
　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、自分らしくイキイキ

と活躍できるよう、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。

主なワークライフバランス施策、マツダ共済会の活動WEB

■主なワークライフバランス施策と2008年度の改訂内容

施策 施策概要 2008年度取り組み

母性保護休暇 妊娠中の女性社員が、つわりや体調不良などにより就業が困難な場合に、必要な期間の休暇を取得できる制度。 新規導入

育児休暇 男女を問わず、出産や育児のため連続5労働日の休暇が取得できる制度。2008年度に、従来の「男性対象、連続3労働日」から対象を拡大。 拡充

育児休職 育児のための休職制度。分割取得も可能。2008年度に従来の「子が満1歳まで」から「満3歳まで」に延長。 拡充

介護・育児にかかわる
勤務特許措置

育児や介護のため、短時間勤務や夜勤・時間外勤務免除等が受けられる制度。2008年度に育児の適用期間を、従来の「小学校
2学年修了まで」から「小学校6学年修了まで」に延長。

拡充

在宅勤務制度 育児と介護を対象に、所定時間の25％までの範囲で在宅での勤務を可能とし、より柔軟な勤務を実現する制度。 新規導入

ハートフル休暇制度 親族の看護／ボランティア／子どもの学校行事／不妊治療を目的として、取得できる休暇制度。 2008年度に取得対象を従来
の「親族の看護」から大幅拡大。

拡充

家族参観日 社員が働いている職場にその家族を招待し、仕事への理解を深める機会を提供する制度。 新規導入

社内保育施設「わくわくキッズ園」 子育て中の社員のための、未就学児童向け社内保育施設。看護師が常駐しており、体調不良児の保育も可能。 -

赴任同行休職 転勤する配偶者に同行するため、一定期間を休職扱いとし、キャリアの継続を可能にする制度。 -

キャリア開発休職 将来的なキャリア向上を目指し、学校等に通学するため､３年を限度に休職を可能とする制度。 -

制 度 利 用 者 の 声

これからの仕事にもプラスとなる経験でした
育児休職制度

　妻の仕事と、私自身育児に参加したいと思っていたた
め、2カ月の育児休職を取得しました。食事の用意や洗
濯、子どもの世話など、休職中は家事・育児の大変さを
実感する毎日でした。現在もフレックスタイムを利用し
て、早朝出勤・夕刻退社を心掛け、できる限り子どもと触
れ合う時間を増やしています。上司や同僚の配慮に感謝
していますし、これから育児休職取得を希望する人たち
に協力していこうと思っています。今回の経験で得た家
事・育児への共感・理解は、職場での信頼関係の向上、ひ
いては仕事の質を高めてくれると考えています。

　障がいのある子どもが小学1年生になり、教育や医
療・福祉サービス、コミュニティ活動など子どもにかかわ
る時間が増えてきました。そこで妻の負担軽減と、子ども
との時間を充実させたいという思いから制度利用を決
めました。主に子どもの在宅学習日に週1回制度を利用
し、子どもの様子を見ながら仕事をしています。妻も上の
子の学校行事など外に出る時間も増えましたし、私も会
社以外のコミュニティ活動に参加でき、とても貴重な時
間になっています。職場では不在時のことを考え、より計
画的な業務管理を心がけるようになりましたし、周囲の協力に、まわりあって
の自分だと改めて感じるきっかけになりました。

　子どもの保育園の時間に合わせて、時間短縮で働いて
います。ほかにも、夜勤や残業の免除や子どもの急な病
気や保育園の行事の際にはハートフル休暇制度など、
色々な制度を活用させてもらっています。保育園からの
連絡で急に帰らないといけないときも、職場の皆が理解
して協力してくれているので非常に助かっています。保育
園の行事にも参加しやすくなり、子どもも喜んでくれて
いますし、寂しい思いをさせずにすむようになりました。
私自身、家事や育児に余裕ができたように感じていま
す。勤務中は限られた時間で効率的な仕事を意識するようになり、いいバラ
ンスで仕事と家庭を両立できています。

　夫の中国赴任の際に1年2カ月休職しました。赴任先
では他企業の日本人の方に「制度が充実している」と驚
かれ、改めてマツダの環境に感謝しました。休職中は復
職後への不安がありましたが、職場のサポートのおかげ
で休職していたことが嘘のように自然に仕事に戻れまし
た。今では同じ部署にも同制度の利用者が多くいます。
現地では中国語の勉強やサークル活動など、異国文化
に触れ広い視野を持つことができました。復帰後はオン
／オフの切り替えがはっきりできるようになり、より集中
して仕事に取り組むようになりました。中国語の勉強も続けていますし、赴任
先での経験を元に自分自身を十分に充電する良い機会になりました。

赴任先での経験が復帰後の業務の原動力に
赴任同行休職

社会に対してより広い視野が持てるようになりました
在宅勤務制度

子どもとの時間が増え、家事、育児に余裕がでてきました
時短勤務など

購買業務部 

今川 美穂
いまがわ　みほ

法務部 

小林 宏樹
こばやし　ひろき

部品業務部 

渡辺 幸生
わたなべ　さちお

第１車両製造部

濱本 朋美
はまもと　ともみ
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開設し、障がい者職業生活相談員が、障がいをもつ従業員の勤

務上の悩みなどに関するカウンセリング等を通じて、障がい者

が働きやすい職場環境の整備を進めています。

女性の領域拡大
　マツダは1998年以降、女性相談デスクの設置、女性社員を

対象とした処遇の見直し、採用時における一般職／総合職区

分の廃止、女性技能職・技術職の採用、女性中途採用の積極化

など、女性の雇用・活用の促進に取り組んできました。

　2008年度には、社員の多様なニーズに合わせて、柔軟に働き

方を選択できるよう、在宅勤務の導入や育児休職期間の延長

など、ワークライフバランス充実のための施策を大幅に拡充・

新規導入しました。女性を含め社員一人ひとりがいきいきと働

く環境と風土のさらなる醸成に努め、今後も継続して社員の成

長と自己実現を強力に支援していきます。

■人・仕事・処遇の最適マッチング
賃金・等級制度
　マツダでは、賃金の決定にあたって、年齢や勤続年数などを評

価基準としない「賃金・等級制度」を2003年4月に制定しています。

　「職能の習得レベル（技能系・医務系）」や「仕事のレベル（事

務・技術系）」に応じて等級を格付け、本人の実績をダイレクト

に「本給」や「賞与」に反映しています。

人材開発委員会
　世界の各市場でグローバルビジネスをリードする人材を育

成するとともに、グローバルワイドに人材を配置・活用できる

人材マネジメントシステムの確立を目指し、業務領域や本部と

いった階層別に、マネジメント層をメンバーとする人材開発委

員会を毎月開催しています。

　同委員会では、キャリアミーティング※1の結果をもとに、本人

の評価や今後の役割などについて協議し、個々人の育成計画へ

の反映や適材適所に基づいた配置転換などを実施しています。

■ダイバーシティ（多様性）の確保
基本的な考え方
　マツダは、個人の多様性を尊重するとともに、すべての社員

がその個性を発揮しながら、力を合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。2005年度からは「障がい者雇用

率」「女性採用数」などに数値目標を立て、経営指標としている

ほか、高齢者の再雇用を進め、技能・ノウハウの伝承を推進して

います。

障がい者雇用
　マツダは、気づきと他者理解を通した人材育成「共育」推進

の一環として、障がい者をはじめ、さまざまな立場の従業員

が活躍する、多様性のある職場環境の整備を進めています。

2008年度は17人の障がい者を採用し、年度末時点で254人

が在籍し、障がい者雇用率は1.88％※2となっています。

　また、2008年に「フィジカル チャレンジ サポートデスク」を

※1 P59参照
※2  障がい者雇用率は法に定められた算定方法による。

■従業員データ（2009年3月31日現在）
従業員数

技能系 事務・技術系
平均年齢 平均勤続年数

単体

男性 11,162人 38.6歳 16.8年

女性 523人 33.0歳 10.7年
合計 22,298人 38.2歳 16.3年

連結 合計 39,852人

9,432人

1,181人

- -
※単体のデータには出向者を含む

■障がい者雇用率の推移
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■女性管理職者（係長級以上）推移（単独）
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□女性管理職者比率（単体）   0.3% （女性管理者/全体）
                                           　 2.1% （女性管理者/全体管理者）

□女性従業員比率（単体）          8％
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■労働安全衛生
　マツダは、「安全健康基本理念」に基づき、働く人の安全と健

康のために人づくり、職場づくり、仕組みづくりを進めています。

具体的には、全社員による「安全の誓い」宣言や安全衛生能力

向上に向けた教育の実施、リスクアセスメント評価による設備

の安全化、安全衛生管理活動のレベルアップを図るための労

働安全衛生マネジメントシステムの実施による仕組み化に取

り組んでいます。

　また、グループ企業を含めた「安全衛生活動」に力を入れ、管理

監督者やグループ社員の意識向上を図る教育支援を実施して

います。2008年度からは、いきいき職場の実現を目指す3カ年

計画「ワンマツダいきいき職場づくり運動」をスタートしました。

WEB 総合安全衛生委員会、労働安全衛生マネジメントシステム、
　　　リスクアセスメント活動、システム監査活動、
　　　労働安全衛生に関する教育研修

高齢者雇用の促進
　マツダは、積極的に高齢者の再雇用を進め、技能・ノウハウ

の伝承を推進しています。1990年度に、自動車製造の技能

系社員の定年者再雇用制度「シニアファミリー制度」を導入、

2006年には、再雇用の対象を全社の300職種に拡大した「エ

キスパート・ファミリー制度」とし、あらゆる熟練者の技能・技

術・ノウハウを伝承する仕組みに発展させました。2008年度の

シニアファミリー在籍者数は88名、エキスパート・ファミリー

在籍者数は1,177名です。

グローバルにおける雇用機会均等
　マツダは、各地域の状況に応じた公正な採用プロセスを整備す

るなど、雇用機会均等に対して積極的に取り組んでいます。また、

出身国や採用地にかかわらず、グローバルな舞台で多様な人材が

活躍できるよう、グローバル人事会議をはじめとして、グループ全

体での人材交流・活用を図るための基盤整備も進めています。

■60歳以上の勤務者数の推移
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※東友会：サプライヤーの共同体
※休業度数率：100万延べ実労働時間当たりの休業災害発生件数で、災害発生の頻度。
※マツダと関係会社の集計期間を4月～3月へと変更したため、
　2004年度からのデータを計算しなおしています。

マツダ 関係会社 東友会

■休業度数率

（年度）2008

安全健康基本理念
「安全と健康」　これこそ働く私たちの原点です。これこそ最も価値のあるものです。
「人」こそ宝！  この宝を守るために私たちは不断の努力を続けます。

ワンマツダいきいき職場づくり運動
3カ年方針：安全健康基本理念の確かな実践を通して、安全と健康を
　　　　　　ベースにした、いきいき職場を実現する。
スローガン：  24時間、ワンマツダで安全健康、最優先！

マツダモーターヨーロッパ
人事担当副社長

ブルーノ・Ｌ・ミューラー

　マツダモーターヨーロッパ（MME）は、ドイツの企業調査財団（CRF：Corporate 
Reserch Foundation）が行った自動車関連企業の従業員満足度調査において、「自
動車関連優秀雇用主調査2008/2009」の国際部門で、37社中2位に選ばれました。

□ 担当者コメント
　マツダモーターヨーロッパで働く従業員の国籍は
約20カ国に及び、さまざまな文化が共存しています。
人事部の最終目標としては、このような環境の中で
働くことにより従業員がお互いの違いから学び合い、
成長することができる企業にすることです。

TOPICS

マツダモーターヨーロッパが従業員満足度調査で2位
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■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、さまざまな場で協議し、すべてのステー

クホルダーに貢献できる会社づくりに向け「共に考え、一体に

なって取り組む」関係を築いています。

　2001年9月30日に、「グローバルな規模で競争が激しさを

増し、環境・安全などへの社会的ニーズが高まる中、マツダが企

業ビジョンを達成し、その社会的使命を果たすためには、『人』

を重視し、一人ひとりが変革の主役となる『燃える集団』とな

ることが必要」という労使双方の共通認識のもと、「マツダ21

世紀労使共同宣言」を採択しました。今後も良好な関係を築き、

相互理解・相互信頼を深めていきます。

WEB マツダ21世紀労使共同宣言

■健康の維持増進
　マツダでは、社員の健康の維持・増進に向け「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

社的な健康づくり活動を推進しています。今後はこの活動をグ

ローバルに拡大し、グループ関連企業からの相談・アドバイス

体制の充実を図っていきます。
WEB 健康診断、過重労働による健康障害と事故の防止

メンタルヘルス対策
　マツダは、メンタルヘルス対策として、常勤産業医5名、精神

科嘱託産業医1名、保健師28名による相談体制を整備し、管

理監督者と社員へのセミナーを継続的に実施しています。

　2007年度には、メンタル疾患の未然予防および職場の活性化

推進を目的に、労使協同でメンタルヘルスプロジェクトを立ち上

げ、全社的な支援体制を構築しました。2008年度は、全社員を対

象に個人と組織のリスクを「見える化」するための職業性ストレ

ス診断「げんき診断」を導入、診断結果をもとに個別フォローおよ

び職場改善に、産業医、保健師、職場管理者と協力して取り組ん

でいます。この活動は今後2年間で全社に展開していく予定です。

　また、管理者のメンタル対応スキルの向上を目指し、新たに外

部講師による研修（基礎編）を、役員を含む全幹部社員を対象に実

施しました。一般社員には、コミュニケーション能力向上を図るア

サーション（自己表現）研修を導入し、今後も継続していく予定です。

　そのほか、職場活性化活動として「ことばの花束運動」を全

社で展開しました。

WEB 生活習慣病対策
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メンタルヘルスケアに関する主な施策（2008年度）
●職場ストレス診断　9,283件
●管理者対象メンタルヘルス講演　1,251件 
●セルフケアセミナー（自律訓練法）　 91名（累計162名）
●メンタル出前教育　479名
●ラインケア（事例に学ぶメンタル対応）　1,182名
●新任管理監督者研修 　520名 

生活習慣病対策（2008年度）
●喫煙率　35.6%
●ウォーキング
　「チャレンジ1万歩運動」参加者　5,833名／1万歩達成率　45.8％
　「マツダいきいきウォーク」
　　にこにこコース（年間2,000km）　2,486名
　　てくてくコース（年間2,500km）　1,003名
●動機付け支援対象者個別指導　51名
●食育講演会　684名
●運動教室　22名

HIV／AIDS蔓延防止のシンボルドールを販売

　オートアライアンス（タイランド）（AAT）で
は、2003年からHIV／AIDS蔓延防止のための
活動を行っています。この活動では、社員向けの
教育や、HIV／AIDS防止のための意識を高める
活動を行っており、年に2回長期休暇前に社内
でHIV／AIDS蔓延防止のパネル展示などを実
施し、意識啓発に努めています。
　また、社員および家族に対してのHIV／AIDS検査やカウンセリングの実施などを無
料で提供しています。さらに、ボランティアの社員で構成した「AAT Hope Club」による
HIV／AIDS関連施設への慰問活動も定期的に行っています。
　2008年8月には、HIV／AIDS蔓延防止のシンボルドールを社員に販売し、そこで集
まったお金をHIV／AIDSの患者や子どもたちに寄付しました。手軽に参加できる社会
貢献として、多くの社員がシンボルドールの購入を通してこの活動に参加しました。
　2009年以降は、感染率が高い年代である学生を対象に、意識啓発活動を行う
予定です。

TOPICS

HIV／AIDSの蔓延防止活動

□ 活動が評価され「ASO-Tプラチナム賞」を受賞
　AATの継続的なHIV/AIDS蔓延防止のための社員教育やさまざまな取り組みが高

く評価され、2009年5月「ASO-T (AIDS-response Standard Organization Thailand) 

プラチナム賞」を受賞しました。これは、タイ政府の労働省および保健省が、NPO団体

「タイ王国AIDS標準機関（AIDS-response Standard Organization Thailand）」と連

携し進めているHIV/AIDS蔓延防止の教育や取り組みに優れた企業や団体を表彰す

るものです。

　ASO-Tでは、これまでのシルバー、ゴールド賞に加え、さらに優れた取り組みを表彰

するため、新たにプラチナム賞を設定。AATに1回目の同賞を贈りました。AATでは、今

後も引き続きHIV/AIDS蔓延防止に向けて、積極的な活動を行っていきます。

労使トップの握手
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■第三者意見

　今年、初めてマツダの「サステナビリティレポート」の第三者意見を提出いたします。ここ

10年、各業界における日本企業のCSR・サステナビリティ経営の支援を行ってきた経験を基に、

（1）今年の報告書において特に評価できる点、（2）コミュニケーション上更に改善できると考える点、

（3）CSR経営の進化に向けたご提案の順に意見を述べます。

（1）サステナビリティレポート2009　評価できる点

　まず、何より昨年の報告書からのコミュニケーション上の大きな飛躍を確認することができました。

第一に、デザイン性が大幅に改善し、報告書の読みやすさが増しています。第二に、「データ編」と

「STORY BOOK」とに分けて報告していることにより、読者にとってのアクセシビリティの向上

が実現できています。

　構成・内容に関しては、特に以下の3点を評価したい。

ア、環境を重点的に報告し、その中でも自動車会社にとっての最も重要な課題の一つである

「パワートレイン」に関して、将来ビジョンも含めて詳細にわたって報告していること。さら

に、環境ブランディングの一環として取り組み始めている「i-stop」について、わかりやすく

報告していること。

イ、サプライヤーやバリューチェーンなど「ビジネスパートナー」とともに進めている取り組み

に関して、独立した項目として詳しく取り上げていること。

ウ、社員への取り組みについて大幅にページ数を増やし、報告していること。MAZDA WAYの制定

と、これに関する報告およびCSR経営との関連付けに好感を覚えました。

（2）CSR／サステナビリティ・コミュニケーション 更に改善できる点

　従来型の報告形態として、サステナビリティレポート2009は世界のCSR先進企業のレベルに

十分達していると考えますが、今後「CSR／サステナビリティ・コミュニケーション戦略」の総合的

な検討と実施が必要だろうと推察いたします。そのコミュニケーション戦略を検討するにあたって、

次の二点をポテンシャルな改善点として挙げたい。

ア、最も重要なことは、環境・サステナビリティ関連の「コーポレート・コミュニケーション」と

「マーケティング・コミュニケーション」の戦略をふまえ、一貫性あるコミュニケーションを

継続的に展開することですが、このようなアプローチをマツダがとっているか否かが見えず、

更なる強化に期待したい。

イ、合計80ページを超える紙媒体を毎年発行する必要があるか否かの検討が必要だと考えます。

例えば、自社の「STORY」を毎年語り、その他に関しては「進捗の簡単な報告」と、ウェブ上で

の詳細報告に切り替えることにより、紙使用量の大幅な削減が可能でしょう。

（3）CSR経営の進化に向けたご提案

　サステナビリティレポート2009を読むと、マツダのCSR経営の確かな進化を実感することが

できました。一方で、包括的な目標やKPI設定を確認することができず、本報告書8ページで紹介

されている「6つの取り組み分野」や、9ページの「ステークホルダーとの関わり」において、「何を

目指しているか」および「進捗をどう測るか」をより明確にすることで、「CSR経営の次なる進化」を

遂げることができるでしょう。

株式会社イースクエア代表取締役

ピーター D. ピーダーセン
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WEB掲載情報
以下の項目はWEBのみに掲載している情報です。（掲載内容を予告なく更新・改訂・削除することがありますので、あらかじめご了承ください）

マツダのCSR
マツダのCSR

●ワークライフバランスの促進・・従業員への啓発

・・主なワークライフバランス施策マネジメント
・・マツダ共済会の活動●リスクマネジメント
●労働安全衛生・・リスクマネジメント基本ポリシー

・・総合安全衛生委員会・・大規模地震対策の推進

・・労働安全衛生マネジメントシステム・・個人情報保護方針

・・リスクアセスメント活動●コンプライアンス

・・システム監査活動・・接待・贈答品に関するガイドライン

・・コンプライアンスに関する活動の概要 ・・労働安全衛生に関する教育研修

お客さまへの取り組み ●健康の維持増進
●お客さま満足向上 ・・健康診断

・・動画やCGを使って商品の機能を説明するVIP（Visual IT Presentation） ・・過重労働による健康障害と事故の防止

・・世界共通の顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」 ・・生活習慣病対策

●品質の向上 ●労使関係

・・マツダのQCサークル活動実績 ・・マツダ21世紀労使共同宣言

・・品質向上に寄与するデザインレビュー

・・工場での取り組みに対する評価

・・製品に対する評価

環境保全への取り組み

●アフターサービス

環境マネジメント

・・アフターサービス向上のための主な取り組み ・・内部監査員数の推移

・・国内生産拠点・事業拠点におけるISO14001の認証取得一覧

・・サービススタッフに対する接客対応研修の実施 ・・環境モニタリング

・・マツダトレーニングセンター ・・環境教育体制

・・海外の販売会社のアフターサービス向上を目指して 事業活動と環境負荷の全容
・・点検・整備などに活用する整備解説書の提供 ・・対象範囲会社の詳細リスト

・・マツダ車を診断するサービス診断機の開発 環境に配慮したクルマづくり
・・サービス品質を確保するための専用工具の提供 ・・自動車騒音の低減

●多様なお客さまニーズへの対応 廃棄物の削減

・・クルマを自由にカスタムできるウェブチューンファクトリー ・・過去の取り組み

・・ニーズにきめ細かく応えるカスタマイズ事業 ・・一般廃棄物の削減

ビジネスパートナーへの取り組み 自動車リサイクルの推進

●国内の販売会社とともに ・・使用済み自動車のマテリアルリサイクルの技術開発

・・営業開発部研修体系 ・・2008年度の3品目の再資源化などの実績

・・販売会社代表者会議の概要 環境負荷物質の管理・削減
・・国内主要販売網／新車販売店舗 ・・温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減

●海外のディストリビューターとともに ・・PCB（ポリ塩化ビフェニール）の保管

・・海外主要販売網 水・大気の汚染防止

株主・投資家への取り組み 感覚公害の防止

・・経営状況と配当 サイト別環境データ
・・株主・投資家との対話 ・・マツダ（株）広島地区

社員への取り組み ・・マツダ（株）防府地区

●人権尊重

・・人権侵害撤廃規則 社会貢献への取り組み
・・セクハラ追放ガイドライン ●国内での取り組み

●選択と自己実現 ●海外での取り組み
・・キャリアミーティングの主なテーマ ●社会貢献活動レポート
・・全社能力開発体系図

・・マツダ・ビジネスリーダー開発（MBLD）

・・代表的な事務・技術系研修制度

・・技能五輪教育訓練

・・卓越技能者養成コース

ガイドライン対照表

・・アーク溶接技術教育訓練

●GRIガイドラインとの対照表

・・マツダ工業技術大学校

●環境省ガイドラインとの対照表

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



67 Sustainability Report 2009

ステークホルダーの皆さまからいただいた
主なご意見、ご感想とマツダからのご回答

「社会・環境報告書2008」アンケート結果（総数81通）

2009 年度に、新たにグローバルな社会貢献の活動方針を定め
ました。今後も、マツダの成長を支えてくださる、地域の皆さ
まへの貢献のために活動を行ってまいります。今年はマツダグ
ループとしての活動をより深くご理解いただけるよう、グロー
バルな社会貢献活動の報告の充実に取り組みました。

（→ P46-51 ご参照）

・マツダがタイのＨＩＶ蔓延防止活動や
   南アフリカの自然保護などさまざまな社会貢献活動 
   に積極的に参加していることに感心しました。
    （グループ社員　30 代 男性）

・地域への溶け込みについて説明してほしい
    （当社事業所近隣にお住まいの方　40 代 男性）

マツダは、電気自動車などの一部の環境対応車に限ることなく、
すべてのお客さまに走る歓びと優れた環境性能をお届けすること
を基本ポリシーとしたクルマづくりに取り組んでいます。そのた
め、まずは内燃機関の徹底的な効率改善や軽量化を行うことで、
すべての車種での燃費改善に取り組んでいます。
もちろん、先の将来も見据えています。2009 年には電気デバ
イス技術の開発を行う専任部署を新設。中期的な燃費改善技術
として関心が高まっているハイブリッドなど電気デバイス技術
の取り組みも今後加速させています。（→ P15-18 ご参照）

・マツダは電気自動車のことは
   考えていないのでしょうか
   （マツダ車ユーザー　50 代男性）

特に、専門知識をお持ちでない方には、理解が難しいと思われる、
安全技術のページでは、図を中心に構成するなど、工夫しました。
今後もより、読みやすい冊子を制作していくよう、努力してま
いります。（→ P44-45 ご参照）

・絵やイラストを増やして、
   誰が見ても分かりやすい冊子を作ってほしい
    （グループ社員　20 代 男性）

できる限り、平易な表現を心がけ、また略語などは各ページの下部
に注を掲載するようにしました。今後も改善を続けてまいります。

・難しい言葉が多いので、説明がほしい
   （当社取引先　60 代 男性）

環境に配慮して、レポートは電子データ化すべきだというご指
摘をいただくこともありますが、マツダのCSRの取り組みにつ
いてより幅広いステークホルダーの皆さまにご理解いただきた
いと考えております。詳細データはWEB ページに記載するな
どの方法でページ数をおさえるなど、今後も環境に配慮しつつ、
マツダのCSRの取り組みを一人でも多くの方にご理解いただけ
るよう、コミュニケーションにも工夫を重ねてまいります。

・冊子印刷は資源・コストの無駄ではないか
   （グループ社員　40 代　男性）

・WEB サイトも見ましたが、冊子のほうが
　頭に入りやすかった（その他　20 代 男性）

■年代 ■わかりやすさ ■内容の充実度 ■情報の掲載量■取り組み姿勢

5（わかりやすい）
4
3
2
1（わかりにくい）

5（評価できる）
4
3
2
1（評価できない）

5（多い）
4
3
2
1（少ない）

5（充実している）
4
3
2
1（充実していない）

24名

33名

20名
14名

37名

24名

5名

1名

20代 16名

30代 17名
40代 29名

50代10名

60代 4名
70代 1名
80代 1名

未記入 3名

33名

35名

10名

2名
1名

18名

28名

31名

3名
1名4名

◆このページはデータ編の最後です。ストーリー編は右開きの縦書き、データ編は左開きの横書きになっています。

「社会・環境報告書2008」のアンケートにご回答いただきありがとうございました。皆さまからの貴重なご意見・ご感想は今後の活動や
レポート制作に生かしてまいります。




