


「マツダサステナビリティレポート2010」をご覧いただきありがとうございます。

マツダは、CSR（企業の社会的責任：Corporate Social Responsibility）の情報開示をステークホルダー

の皆さまへの重要な責任の一つと捉え、本冊子およびウェブで、マツダのCSRの考え方や方針、取り

組み内容を報告しています。

巻頭の「トップ対談」や、CSRの3つの重点領域「環境保全」「社会貢献」「人間尊重」を従業員の声を

通してお伝えする「ストーリー編」を設け、マツダの考え方を分かりやすくお伝えすることを心がけ

ています。

今後も、このレポートを中心に、CSRの情報開示を強化することで、持続可能な発展を目指すマツ

ダの姿勢をご理解いただきたいと考えています。

また、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを一層促進していきたいと考えており

ますので、添付のアンケートやウェブサイトなどから、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。

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。

Vision
企業目標

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

Mission
役割と責任

私たちは情熱と誇りとスピードを持ち、
積極的にお客様の声を聞き、期待を上回る創意に富んだ

商品とサービスを提供します。

Value
マツダが生み出す価値

私たちは誠実さ、顧客志向、創造力、効率的で迅速な
行動を大切にし、意欲的な社員とチームワークを尊重します。

環境と安全と社会に対して積極的に取り組みます。
そして、マツダにつながる人々に大きな喜びを提供します。

マツダは1999年、従来の「経営理念」を進化させた「コーポレートビジョン」を制定しました。
このコーポレートビジョンは「Vision（企業目標）」、「Mission（役割と責任）」、「Value（マツダが生み出す価値）」の

3つの要素で構成されており、マツダとマツダの従業員がめざすもの、その役割と責任、
それをどのような価値観をもって達成するのかを表しています。

■ マツダの由来と意味

ご挨拶

コーポレートビジョン
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重要性の高いものを報告

マツダのCSR活動

ウェブサイト

冊子

網羅的に報告

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　 2009年4月から2010年3月を中心に報告。一部、2010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）
発行時期　 2010年8月（前回発行2009年8月、次回発行2011年夏予定）

マツダ株式会社の情報開示ツール

報告メディアの考え方

マツダ株式会社 CSR・環境部
TEL 082-287-4066　FAX 082-287-5315      
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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URL

アニュアルレポート
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corporate/investors/
library/annual/

URL
有価証券報告書

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

URL

　ウェブは、マツダのCSRの全体を網羅しているため、ユーザビリティを考慮した
4つの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」について、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。
　年次報告の領域は、ウェブのみに掲載している情報
を含め、すべてを、PDFダウンロードページにて、一括
ダウンロードいただくことも可能です。
　また、「社会貢献活動レポート」では、マツダの社会貢
献の取り組みをタイムリーにご覧いただくために、随
時更新をしています。

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

URL

ウェブ

冊子
　冊子は、「ストーリー編」と「データ編」の2部構成でお届けしています。「ストーリー
編」は、マツダのCSRの重点領域として定めた3つの領域を、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。
　今年は、「冊子のボリュームが多すぎる」という読者の皆さまからのご意見や、環
境保全の観点などを踏まえて、表現の工夫や図・グラフを活
用することで、前年の冊子より頁数を削減すると同時に、軽
量な紙を使用し、全体として環境負荷を低減しています。
　また、冊子で報告しきれなかった取り組みや詳細データは
ウェブに掲載し、冊子上では以下のようなマークでウェブ掲
載情報をお知らせしています。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
地場サプライヤー対象の「ものづくり」を支援する「J-ABC活動」
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外部からの侵入車両による当社構内での暴走事件について

2010年6月22日、午前7時35分頃、広島本社構内に外部から乗用車が侵入し、構内を

暴走するという事件が発生いたしました。この事件で、マツダでともに働く大切な仲

間12名が死傷するという大変痛ましい結果が発生したことは痛恨の極みであり、今

もたいへん無念な思いです。

当社としましては、真相の解明に向け、今後も捜査機関の捜査に全面的に協力してい

くと同時に、再発防止に向けて会社として取りうるあらゆる対策を検討・実施して参

ります。本事件は、警備員の制止を振り切って侵入したという前例の無いものでしたが、

既に、事件発生直後から、各門において可動式バリケードを設置するとともに警備員

の増員や車線規制を行い、入出門時の検問を大幅に強化するなどの施策を実施して

おります。

併せて、亡くなられた従業員のご遺族はもちろんのこと、負傷した従業員や関係した

従業員に対する適切なケアに誠心誠意、取り組んでおります。

このたびの暴走事件に際し、地域の皆さま、お取引先さま、各界の方々より数多くのご

弔意やお見舞い、また励ましの言葉をいただきましたことを厚く御礼申しあげます。

私たちは、この痛ましい事件を、従業員一同、心を一つにして乗り越えていく所存です。

引き続き、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

2010年8月
マツダ株式会社
代表取締役会長

社長兼CEO 山内 孝



会社概要  （2010年3月31日）
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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

代表取締役会長 社長兼CEO（最高経営責任者） 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

1,864億9,973万6,762円

22,046名（出向者を含む）

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　270社　　海外　128社 (2009年12月31日現在)

「ワールドワイドブランドポジショニング（WWBP）」

マツダは、ブランド戦略を重要な経営戦略として位置づけています。1998年にマツダブランドが全世界で目
指すべき方向性を規定した「ワールドワイドポジショニング（WWBP）」を策定し、マツダブランドの個性とこ
れからマツダが目指すべき方向を明確にし、これに基づいたブランド戦略を世界各国の市場で本格的に展
開してきました。
WWBPでは、ブランドメッセージとして「Zoom-Zoom」を、そしてマツダブランドの個性や方向性をブランド
DNA（核）として、「人格」「商品」の2つの属性に分けて規定しています。

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。

マツダブランドシンボル （1997年6月制定）

「自らをたゆまず改革し続けることによって、力強く、留まることなく発
展していく」というブランドシンボル制定のマツダの決意を、未来に向け
て羽ばたくMAZDAの〈M〉の形に象徴しています。

センスの良い— ————————————————Stylish
創意に富む— —————————————————Insightful
はつらつとした————————————————Spirited

際立つデザイン————————— Distinctive—Design
抜群の機能性—————————— Exceptional—Functionality
反応の優れたハンドリングと走行性能— Responsive—Handling—&—
　— —————————————————————————————————Driving—Performance

商品人格

 ブランドメッセージ：「Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）」

 ブランドDNA

＝創造性と革新性で、子どものときに感じた動くことへの感動を愛し持ち続ける
人々に「心ときめくドライビング体験」を提供する

※日本語の「ブー・ブー」（クルマが動くときの音）を意味する英語



地図上のデータは2009年12月31日現在
生産拠点は非連結を含む車両生産拠点

※中国・インドを除く、台湾を含む
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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。

※メキシコは北米に、プエルトリコは中南米に、
　台湾はアジアに含みます。
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0.00％

株式の所有者別の状況

外国法人等
744,060,000株

41.8％

金融機関
562,916,000株

31.6％

その他の法人
179,534,000株

10.1％

6％

地域別売り上げ構成比

中南米33,751台
3％

日本220,799台
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20％

オセアニア 86,696台
7％
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中近東／アフリカ72,069台
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1株あたり当期配当金

マツダ
アンフィニ系

マツダ系

マツダ
オートザム系

合計

販売
会社数（社）

※メキシコを含む

北米※

生産拠点
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2
3
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中南米
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販売拠点

2
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店舗数（店）

65

39 801

242

1,108

個人・その他
265,103,000株

14.9％
北米303,854台

25％
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マツダグループの概要（2010年3月31日）



地図上のデータは2009年12月31日現在
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　台湾はアジアに含みます。

（億円）

（年度）2008200720062005

1,200

1,000

800

600

400

200

957
1,076

1,144

960

2009

852

2009

298

0

研究開発費

証券会社
28,744,000株

1.6％

政府・地方公共団体
21,000株

0.00％

株式の所有者別の状況

外国法人等
744,060,000株

41.8％

金融機関
562,916,000株

31.6％

その他の法人
179,534,000株

10.1％

3％

地域別売り上げ構成比

中国196,166台
16％

中近東／アフリカ
72,069台

6％

北米303,854台
25％

欧州  238,904台
20％

オセアニア
86,696台

7％

アジア 41,074台
3％

中南米33,751台

1株あたり当期純利益
1株あたり当期配当金

マツダ
アンフィニ系

マツダ系

マツダ
オートザム系

合計

販売
会社数（社）

※メキシコを含む

北米※

生産拠点

ディストリビューター

販売拠点

2
3

826

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
37
151

13

218

270

店舗数（店）

65

39 801

242

1,108

個人・その他
265,103,000株

14.9％
日本220,799台

19％
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ロードマップ（環境大臣試案）」では、2020年の新車販売
台数のうち230万台が次世代自動車、従来車も2005
年比で約13％以上の燃費向上が示されています。今後
を展望すると、環境性能をもっと高めて欲しいというト
レンドになることは間違いないでしょうね。

山内　 私たちは、「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」の
もとに、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％向上させることを表明
しています。私たちは、マツダ車を使っていただくすべての
お客さまに環境性能の高いクルマをご提供するためには、
限られた車種ではなく、多くの車種に活用でき、将来的に

すべてのお客さまに貢献できる環境性能を
足達　 社長に就任されて1年以上となられましたね。直
近の3月期連結決算は営業利益が2期ぶりに黒字転換
されました。国内ではエコカー減税や補助金の追い風が
あったと思いますが、マツダの場合、2007年に「サステ

イナブル“Zoom-Zoom”宣言」を打ち出されるなど、独自
の環境戦略が功を奏したということでしょうか。

山内　 おかげさまで2010年3月期の決算は黒字に転換
しました。これは従業員の努力はもちろん、お客さまをは
じめ地域社会やサプライヤーさんなど、すべてのステーク
ホルダーの皆さまのご支援があってのことです。だからこ
そ、今回の業績回復は感慨深いものがあります。
　ご存知の通り、マツダは「Zoom-Zoom」というブラン
ドメッセージを掲げ「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」クルマづくりを進めています。
また、2007年には、技術開発の長期ビジョン「サステイ
ナブル“Zoom-Zoom”宣言」も発表しました。こうした独
自の考え方に基づいた取り組みにより、すでに2001年
から2008年の7年間で、日本で販売するマツダ車の平
均燃費を約30％向上させ、国内のエコカー減税では、私
たちの登録車のうち約9割が対象車となりました。また、
グローバルではクリーンディーゼルエンジンなどを含め
た地域にあった環境性能の高い車を順次導入しています。
これは、これまで取り組んできた技術開発が時機を得、先
人たちの努力が花開いた結果であり、黒字化の大きな要
因だと考えています。

足達　 自動車業界全体を見渡すと、リーマン・ショック以
前は、クルマと環境性能は必ずしも一体でなかった印象
がありますが、こうして危機を乗り越えてみますと環境対
応車が当たり前という意識がずいぶん広がったと思います。
2010年3月に示された「地球温暖化対策に係る中長期

「走る歓び」と「優れた環境安全性能」を調和し
地域に、そして世界に貢献していきます
2010年6月上旬、株式会社日本総合研究所の足達英一郎氏をお招きし、持続可能な社会を目指す
マツダのCSRに対する考え方や取り組み、将来の展望についての対談を行いました。

トップ対談 山内 孝×足達 英一郎 氏
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マツダ株式会社
代表取締役会長 社長兼CEO
山内 孝

サステイナブル
“Zoom-Zoom”宣言



社会変化に対応する次世代自動車
足達　 4月に経済産業省から公表された「次世代自動車
戦略2010」をみると、2050年頃には化石燃料から再生
可能なエネルギーの活用、またはCO2を出さない水素の
活用などにエネルギーシフトするとイメージできます。水
素の活用については海外では諦めてしまった例もあるよ
うですが、私は捨ててはいけない道筋ではないかと思って
います。マツダでは次世代自動車についてどのような見通
しをお持ちですか。

山内　 地球環境の保全を考えますと、将来的にはCO2の
排出を抑制する方向になっていくことが予想され、私た
ちはマルチソリューションの視点で色々な技術や方法
に柔軟に取り組んでいく必要があると考えています。そ
の一つが水素です。マツダは世界ではじめて水素ロータ
リーエンジン車を実用化し、継続的な研究・開発を行っ
ています。現在、国内外でリース車両が走行しており、お
客さまからは走行性能、使いやすさなどについて、ご好評
をいただいております。
　また、私たちの水素ロータリーエンジン車は、コンビナー
トでできる副製水素でも燃料として活用できます。例えば、
燃料電池のように非常に純度の高い水素が要求されたり、
温度に左右されることがないため、将来的な普及の可能
性に大きな期待を持っています。
　一方で、電気自動車についてもつくば市で行われてい
る「クリーンエネルギーを活用した低炭素交通社会シス
テム共同実証プロジェクト」のメンバーとして3台の電気
自動車のベース車両を提供するなど、研究開発に取り組
んでいます。水素や電気など多岐に渡りますが、必要な時
代になればいつでも導入できる準備を進めていくという
意味で、将来の社会変化に対応するために必要な投資と
考えています。

お客さまと同じ目線で環境安全技術を開発
足達　 新技術の開発にあたっては、環境対応と同時に品
質・安全の確保にもより慎重になる必要があると思います。
新型マツダプレマシー／Mazda5から搭載される「ブレー
キ・オーバーライド・システム」などもその一つと考えられ
ますが、自動車がメカニカルな機械から電子部品の固ま
りに移行する中、品質・安全面について、どのような考えを
お持ちか、お聞かせください。

山内　 おっしゃるとおり、クルマは非常に複雑化してい
ます。私が新入社員の頃は、クルマのボンネットを開けて、
自分でプラグを替えたりと、メンテナンスを楽しむことも

も展開性のある技術が必要だと考え、ベースとなる内燃
機関（ガソリンや軽油を燃やしてエネルギーを取り出す
既存のエンジン）の性能を原点に戻って徹底的に追求し
ています。また、さらなる規制強化やお客さまのご要望に
も対応できるよう、燃費を向上させる電子機器（電気デバ
イス技術※1）をベース技術に、付加することで燃費を向上
させる「ビルディングブロック戦略」も表明しています。
　その第1弾が、 マツダ独自のアイドリングストップ
機構「i-stop（アイ・ストップ）」で、2009年に発売した
新型マツダアクセラから順次搭載車を拡大しています。

「i-stop」に関しては、たくさんの賞を受賞し、お客さまか
らもお褒めの言葉をいただいており、マツダの技術・考え
方が理解され、評価につながったと考えています。また、先
ごろ発表したトヨタさんとのハイブリッドの技術もこの
戦略の中の一つです。こうして、基本的な技術を一つひと
つ磨いていくことで、優れた環境性能を実現できると確
信しています。さらに、自動車を取り巻く環境問題はクル
マのライフサイクル全体で捉える必要があります。その
ため、商品の技術開発だけでなく、工場やオフィス、お客
さまが使用される段階も含めたすべての領域で、環境に
ついて取り組みを行っています。その具体的な目標と実
績を「マツダグリーンプラン」にまとめ、毎年の進捗管理
を行っていますが、現在のプランが2011年3月に終了
しますので、次期プランを策定中です。
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足達 英一郎 氏

※1  モーターやバッテリー、電子制御技術など

ビルディングブロック戦略



はありませんが、今回ハイブリッドのライセンス供与でト
ヨタさんと連携したように、お互いの技術を交換し合い
補完的な提携をすることは今後大いにあると思います。
　エコドライブという点では、燃費の良い運転を機能面
でサポートすることで、お客さまに環境を意識していただ
くことも重要と考えています。例えば、先ほどお伝えした

「i-stop」にはエンジン停止時間が累計で表示されたり、エ
コ運転をすると双葉が育って木に成長するという工夫を
凝らしていますが、あるお客さまから「双葉が大きくなる
のが楽しみだ」というお言葉をいただきました。マツダは
こうした見せ方の面でも工夫していますので、今後も楽
しみにしていただきたいですね。

足達　「i-stop」は、環境対応をドライバー任せにするので
はなく、メーカーもきちんと責任を持ってサポートします
という非常に新しく、かつ説得力のあるメッセージのよ
うに思います。

未来の従業員へと伝える「Mazda Way」
足達　 御社は2008年に、これまで受け継がれてきた基
本的な考え方や価値観を「Mazda Way 7つの考え方」と
してまとめられています。社長ご自身がその陣頭指揮を執
られたともお聞きしましたが、策定に至る経緯と「Mazda 
Way」に込められた思い、またエピソードがあればお話し
いただけますか。

山内　 おかげさまでマツダは2010年で創立90周年を
迎えましたが、その歩みは決して順風満帆ではありません
でした。ここ40年ほどでも1973年のオイル・ショック
から円高、バブル崩壊、金融危機などで存亡の危機も経
験しながら今日に至っています。そうした危機を先人た
ちの力強い努力で乗り越えてきた会社の歴史を見たと

きに、いつもマツダ従業員の中には大きな精神的な支え
がありました。そうした先人たちの考え方や価値観をもう
一度見直し、マツダの文化として従業員全員で共有する
とともに、未来の従業員に継承してほしいという思いから
約1年をかけて皆で議論し、策定したのが「Mazda Way」
です。マツダの歴史に思いを馳せると非常に価値ある行
動基準であり、2008年に導入後、社員証ホルダーに貼っ
て、携帯し、常に確認できるようにしています。現在は定
着期ですが、少しづつ定着してきているなと感じたのが、

ありましたが、最近のクルマは電子部品がびっしりで、手
が出せません。だからこそ自動車メーカーである私たちは、
品質・安全の管理・開発はクルマの基本要件と考えて最
重要視し、独自の安全ポリシーを掲げて、真摯に取り組
んでいます。加えて、車を運転するのは人間ですから、お客
さまの使い方や期待も考慮し、常にお客さまと同じ目線
で安全に貢献できる技術をしっかり展開していきたいと
考えています。「ブレーキ・オーバーライド・システム」もそ
の一つで、新型プレマシー／Mazda5から、今後すべての
クルマに搭載する予定ですが、こうした技術をタイムリー
に提供していきたいと思っています。
　安全の問題は、「今日なければ明日以降もない」という
ものではありません。今後も品質・安全について管理・開発
ともに一切、手を抜かないという決意でいます。

足達　 環境や安全の技術開発では、企業1社の取り組み
で完結する領域がある一方で、例えばバイオ燃料などは、
当然、石油メーカーとの連携が必要です。また、環境負荷
を減らすためにはユーザーのエコドライブや行政の渋滞

対策を前提とした町づくりが欠かせません。今後さらに、
他の企業や行政、お客さまなど、社会と一緒になって取り
組む領域が増えてくるのではないでしょうか。

山内　 環境や安全は、もちろんマツダ1社でできるもので
もなく、自動車業界だけでもできません。これからは、必要
があれば関連企業と、あるいは業種の垣根を越えた連携
も考えていく必要があります。私たちがベースに置いてい
るフォードさんとの戦略的提携関係は今後も揺らぐこと
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2010年5月に行われたマツダグループ全体のQCサー
クル発表大会でした。どの発表にも「Mazda Way」の考え
方が入っているのを見たときは、本当に感動しました。精
神的なものがみんなの根底につながっていなければ成果
として表れません。時間はかかりますが、従業員の中に定
着していくことが一番大切だと感じています。

地域から世界を照らす自動車メーカーとして
足達　 ところで、私が広島県を訪問していつも感じるのは、
マツダほど地元周辺の地域に密接に関わっておられる自
動車メーカーは少ないのではないかということです。マツ
ダは80％近くの車を海外140カ国以上で販売してお

られ、グローバルな考え方がベースにあると思いますが、
一方で、生産拠点としては広島県を中心に社会に関わっ
ておられます。最近ではグローバルとローカルを足した「グ
ローカル」という考え方も出ていますが、地域密着型の社
会貢献、さらにビジネスのグローバル化との関係につい
てどのようにお考えですか。

山内　世界各国でマツダ車を愛用していただいているお
客さまはもちろん、主な生産拠点である広島・山口両県の
地元の皆さまのご支援は非常にありがたいと思っていま
す。私たちは広島県の代表的な企業として大きな社会的
責任があり、地域に根ざす企業として雇用や納税、人材育
成などで貢献していきたいと考えています。また、グロー
バルに展開する中で培った技術や知見を提供すること
により地域社会の発展に寄与したいと考えています。
　社長室には3代目社長の松田恒次の書が掛かっていま
す。そこには「照一隅者是国士」（一隅を照らす者是国士な
り）とあり、松田恒次は地域産業、地域社会をしっかり盛
り立てて地域の雇用を確保するという、国士としての気
概を持って仕事をしていたと思います。私たちはその精神
を脈々と受け継いでいく必要があります。さらに、これは
私の個人的な解釈ですが、世界の自動車産業の一隅も照
らしたいと思っています。
　2020年には順調にいけば、マツダは100周年を
迎えます。これからの10年は自動車産業にとっては今
まで以上に厳しい10年になるかもしれません。しかし、
ロータリーエンジンの実用化やル・マン24時間レース
での日本メーカーとして唯一の優勝などのエピソード
に代表されるような、マツダに息づくチャレンジ精神を

従業員が持ち続けることで、
走る歓びと環境安全性能が
調和した、世界のお客さま
に喜んでもらえる商品を提
供し続けたいと思います。私
たちのこうした姿勢を理解
していただき、「マツダ車で
なくてはイヤだ」という絶対
的なファンをつくることで
自動車産業の一隅を照らし

たい。そのような思いで今後とも頑張っていきます。
　また、社会貢献という意味では、グローバルとローカ
ルの視点で、取り組みを推進するためにこのたび新たに

「社会貢献委員会」という組織を設置しました。会社だけ
でなく、従業員がボランティア活動などを通して地域に
貢献することで、地域の皆さまとともにサステイナブル
な未来をつくっていきたいと思います。

足達　今日のお話を伺いまして、 まさにアイデンティ
ティーを追求すると同時に、社会との接点をより密にし
ていく、そうした挑戦をされていることがよく分かりまし
た。こうした文化はぜひ大事にしていただきたいと思いま
す。これからのさらなる発展に期待しています。

松田恒次の書（社長室）
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（共著・第一法規）など。

照一隅者是国士
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　SKY（スカイ）大空のような無限の可能性——。

　「大学時代は航空学を専攻していました。飛行機の会社

に入りたいと思っていたこともあります」。マツダの次世

代パワートレインのコンセプト名は、人見が若い頃憧れ

た青空——“SKY”だった。このコンセプトには、「未来に続

く青空を守りたい。その、青空のもとで、意のままにクルマ

を運転する「走る歓び」を、すべてのお客さまに提供したい」。

そんな想いが込められている。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　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30％向上させる計画を発

表している。

　その計画の主力技術となるのが、次世代パワートレイ

ン開発コンセプト「マツダ スカイ コンセプト」※1だ。ガソ

リン、ディーゼルエンジンなどの内燃機関（ガソリンや軽

油を燃やしてエネルギーを取り出す従来のエンジン）と

トランスミッションのすべてを一新する。だが、なぜ内燃

機関なのか———。

　「環境に貢献するためには特定のクルマだけではなくす

べてのクルマに活用できる技術が必要です。それにはやは

りまだ内燃機関が主流の時代が続きますから内燃機関

で改善すべきと考えました。ハイブリッドにしても内燃機

関の効率を上げればモーターも電池も容量は小さくて済

むので将来にもつながると考えています」

　そして、もう一つの大きな理由として“Zoom-Zoom”をあ

げる。「走る歓びを感じ

ていただくには、車重

が重くなるクルマでは

難しい。理想の内燃機

関を追究すれば、走る

歓びと環境安全性能

は両立できるんです」

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　人見たちは、究極のエンジンを目指して開発に取り組

んだ。「内燃機関を研究しているエンジニアなら、究極の

エンジンはこうあるべきだという姿があります」。しかし、

研究を始めると、社内でさえ、「こんなものは、実現不可能

だ」と言う人もたくさんいた。人見は「みんなができると言

うものでブレークスルーなんてできるわけない」と笑った。

　人見は山登りにたとえて、その開発の道のりを語る。「頂

上は見えていても、その途中にはいくつもの絶壁がある。

だからだれも登ろうとしません。ですが、その絶壁に近づ

いてみれば、少し傾斜の緩やかそうなルートが見えてくる

ものなんですよ。できない理由を並べるような専門家にな

らないように」部下たちにはそう伝えた。

　今開発している次世代パワートレインは、究極のエン

ジンに向かって、確実に前進したものになる。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　人見は、今回の「マツダ スカイ コンセプト」の開発責

任者であることをその重責以上に嬉しいことと受け止め

ている。マツダに入社後、技術研究所でガソリンエンジン

の技術を中心とした先行開発に携わってきた。先行開発

※1 2011年以降導入予定のエンジン、トランスミッションのコンセプト名

マツダ株式会社　パワートレイン開発本部　人見 光夫

環境 次世代パワートレイン

すべての人に走る歓びと
優れた環境安全性能を届ける
次世代パワートレインの開発

マツダ スカイ ジー
（Mazda Sky-G）※1



ストーリー編:01
【環境】  次世代パワートレイン
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とは、市販されるクルマの開発よりはるか以前に行われ

る、基礎研究のようなもの。自らのアイディアが、多くの関

門と長い年月を経て、市販のクルマに搭載されるチャン

スはごくわずかだった。だからこそ、研究室で追い求めて

いた技術を商品として世に出せる喜び。「それが、エンジ

ニアにとって、いちばんやりがいを感じること。一番やりた

かった仕事が、今やっとできるようになった」

　「マツダ スカイ コンセプト」の第1弾のエンジンは2011

年からグローバルに導入予定だ。開発は量産に向けて、最

終調整の段階に入っている。「かわいいわが子を見守る気

持ちです。来年世に出たときに皆さんにほめていただける

ように、今は最後の躾をしているところです」

　人見たちが歩んできた開発の頂上はもう目の前に見

えている。そこに立ったとき、いったいどんな空が広がっ

ているのだろうか。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　福岡県福岡市の郊外に位置する、（株）九州マツダ新宮店。

　「これからのクルマには燃費が良いなど環境性能の向

上が一層求められると思いますが、「i-stop」のように乗っ

て楽しい“Zoom-Zoom”なクルマで環境にも良いクルマ

だったら、お客さまにとても喜ばれると思います」と語る

のは、販売担当者の末宗だ。

　i-stopは、2009年に発売した新型アクセラに搭載された、

マツダ独自のアイドリングストップ機構。信号待ちなどの停

車時に、自動的にエンジンが停止し、燃費の改善に貢献する。

　i-stop搭載車のモニター画面に、エンジン停止時間に

よって節約した燃料をCO2に換算して、その節約効果を

木の成長で表示する機能が搭載されている。「点検でご来

店されるたびに、どのくらい木が育ったか教えてくださる

お客さまもいらっしゃいます。環境に貢献できているのが

視覚で分かるのが良いみたいです」

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　入社５年目の末宗は、「接客するたびにクルマが欲しく

て欲しくてたまらなくなるんです」と語るが、入社するまで

は、それほどクルマに興味あるわけではなかった。

　大学時代、バス通学だった末宗は、毎日車窓の風景を

眺めていた。「デザインが斬新だな」と目に止まるクルマ

があった。それがマツダ車。「魅力的なデザイン」が、末宗と

マツダ車との出会いだった。

　燃費性能が重視される昨今の状況について、「確かに燃

費が重視される傾向にありますが、私自身がそうだったよ

うに、お客さまがマツダ車に期待されるのは、躍動感のある

デザインだったり、自分の個性を表現できるカラーリング

だったり、きびきびとした操作性だったり…。つまり、色々な

意味で、乗っていて楽しい“Zoom-Zoom”なクルマです」

　2009年の秋、末宗のもとにあるお客さまが嬉しそうに

訪ねてこられた。「こういうクルマを待っていた」。そのとき

見せてくださったのが、東京モーターショー2009で配布し

たマツダのパンフレット。「マツダ スカイ コンセプト」のエ

ンジンを搭載したコンセプトカーを紹介するページだった。

　燃費を重視するお客さまも、マツダに期待してくれて

いる。「ハイブリッド並みの燃費と走る楽しさの両方を兼

ね備えたクルマ。マツダらしさそのものですよね。発売さ

れたら胸を張ってお勧めします」

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　マツダがそしてクルマを愛してくださるすべての皆さ

まが追い求めるクルマ。「マツダ スカイ コンセプト」がそ

れを実現する。

（右）アクセラをお買い上げいただいた山口 充子様
「発売前に雑誌でアクセラのデザインを見て、一目で気に入って購入しました。
i-stopはとてもスムーズに機能してくれるので満足しています。友人が同乗すると、
いつもこのクルマを自慢しています」

株式会社九州マツダ　末宗 絵里



（左から）マツダ株式会社 技術研究所 森脇 健二　　高瀬合成化学株式会社 代表取締役 高瀬 岳雄氏  　　同工場長 高瀬 朋視氏
「今回の開発で安定した再生材を生産できるようになった。リサイクル原料がもっと普及するきっかけになれば」（高瀬岳雄氏）と、リサイクルの未来に期待を寄せる。
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　2000年、初めて開発の主担当を任された。

　「技術的な難しさよりも、初めて主担当として仕事を任

されたことがうれしかった。とにかくやってみようという

気持ちでした」。技術研究所の森脇は明るい笑顔で当時

を振り返る。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　今からおよそ10年前。政府のリサイクルに関する規制

が厳しくなりはじめ、各社はプラスチックのリサイクルに

ついての技術開発の対応を迫られた。マツダは当初から、

ただ規制をクリアするだけでなく、資源の有効利用のため、

「市場損傷バンパー※1は、再び新車のバンパーの素材とし

て再利用する」という目標を掲げてきた。

　リサイクルは、その処理の難しさ故に、元の素材より、

品質ランクの低い素材として活用するのが一般的だ。だ

からこそ、市場損傷バンパーも、従来はアンダーカバーな

どクルマの目立たない部分に利用されてきた。ましてや、

新車のバンパーは商品の目立つ場所に使われる部品。そ

こに、リサイクル素材を活用することは、常識では考えら

れなかった。だが、大きな樹脂部品であるバンパーを高い

品質が要求される新車のバンパーとしてリサイクルでき

れば、技術の向上、CO2の削減など環境問題への対応、資

源の有効利用の観点から大きな進歩になる。挑戦する価

値があった。

※1 破損・損傷などの修理で交換されたバンパーを回収したもの

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　一般的にバンパーリサイクルは、回収したバンパーを

細かく粉砕して、ペレットと呼ばれる小片にし、表面にあ

るペイントなどの異物＝「塗膜」を除去した後、バンパー

再生材として、新材と一緒に新車のバンパーの原料とす

る。このとき最も重要なのが、再生材を新材と同等の品質

に確保すること。そのキーとなるのがペイント除去だった。

再生材にペイントが混入すると、樹脂としての強度が低

下したり、塗装したときに綺麗な外観を損なう原因となり、

新車のバンパーとしては使用できない。まず、ペイントを

削り取ることにトライした。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　技術開発に協力してくれたのは、マツダと同じ広島県

にあるプラスチック再生メーカーの高瀬合成化学株式

会社だった。同社は、このプロジェクト以前から、独自に

バンパーの塗膜（ペイント）除去技術の開発を行っていた。

始まりは、工場長の高瀬朋視さんが一定の温度によって

ペイントがはがれる現象を「思いがけず」発見したこと。「こ

れはいける！」と思った高瀬社長は自ら機械の設計に着手。

納得のいくまで改良を重ね、最後は改良を請け負う業者

が音をあげるほどの執念で取り組んだ。その結果、ほかに

はない高度なペイント除去技術を確立していた。

　だが、森脇は、「高瀬さんの技術レベルは非常に高かっ

たです。ほとんどのペレットからは、ペイントが除去でき

環境 リサイクルの取り組み

回収したバンパーを再生し、新車のバンパーに使用する
「バンパーtoバンパーリサイクル」
業界をリードするリサイクル技術の開発ストーリー



ストーリー編:02
【環境】

バンパーを粉砕したペレット（小片）。色が付いた部分がクルマのペイントで、左が選別前、右が選別後。回収されたバンパー

株式会社サタケ 産業システム部 特機システム課   推進課長 東 信洋氏
「新しい環境技術に貢献できることは嬉しいし、ビジネスの視点でも、この技術
がもっと普及して欲しい」と語る。左は発想の転換のきっかけとなったサタケの
光学選別機。

 リサイクルの取り組み

ていました。でも、一部ペイントが削り取れていないもの

が混ざっていました。それでは、新車のバンパーの素材と

して要求される品質に、ほんの少し、届かなかった」と当時

を振り返った。

　鏡のように滑らかで美しい外観の新車バンパーを実現

するためには、ペイントを除去する精度をさらに高める必

要があった。開発に行き詰まって上司に相談したとき、森

脇は思ってもみなかった会社の名前を聞いた。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　株式会社サタケは、1896年に日本初となる動力精米機

を開発し、今では世界トップの食品加工機総合メーカー

として躍進している。「精米は米の表面を研ぐ技術。ペイン

トを削り取る技術に応用できるヒントがあるのではないか」。

そんなアドバイスを受けて森脇らは、サタケへ向かった。

　本社が同じ広島県にあるとはいえ、まったくの異業種

であるマツダからの突然の依頼。だが、サタケは快く応じ

てくれた。「当社もバイオマス資源を利用した環境配慮製

品の開発など、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

リサイクルに貢献できる技術ということですから、協力す

ることに違和感はありませんでした」とサタケの東さん。

　しかし、「精米」の技術を応用してペイントを削り取る

実験を何度も繰り返したが、思うような結果は得られな

かった。「やはり、高瀬合成化学の技術以上に、ペイントを

削り取るのは、無理なのだろうか」あきらめて実験を終了

しようというとき「せっかくですから、当社の他の機械も

見学していってください」と声をかけられた。

　その時、森脇らの目にとまったのが収穫した穀物中に

ある不良品や石などの異物を除去する光学選別機だった。

この機械のおかげで、綺麗なお米だけが食卓に届いている

という。「良品だけを選別すればいいんだ」それまでの「ペイ

ントを削り取る」から「ペイントが残っていない良品だけ

を集めることで、高品質を確保する」という、発想の転換の

瞬間だった。サタケに、この技術の応用をお願いした。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　高瀬合成化学の技術でペイントを削り取り、ペイント

がはがれなかったペレットをサタケの光学選別技術で取

り除く※2。高瀬合成化学の豊富な経験、サタケのユニー

クな技術、森脇たちのアイデアが融合することで、大きな

壁を破り、マツダは業界で唯一、再生材を新車のバンパー

原料として継続的に利用するという、「バンパーtoバンパー

リサイクル」を実現できた。

　3社で開発した「バンパーからバンパーへのリサイクル

のための塗膜除去技術」は、プラスチック成形加工技術の

進歩に貢献した技術を顕彰する第16回「青木 固
かたし

技術賞

（プラスチック成形加工学会主催）」を受賞。さらに、自動

車技術会から、後世に語り継ぐべき特長をもつ技術として、

2,382件の候補の中から「日本の自動車技術240選」にも

選ばれた。

　「プラスチック部品に要求される性能は今後ますます

高くなるが、性能向上とリサイクルを両立させながら発

展させることが私たちの使命です」と森脇。

　3社はそれぞれの役割を果たしながら、サステイナブル

な未来に向けて同じゴールを目指す。

※2 光学選別機で取り除いたペレットは、アンダーカバーなどへ使用し、す
べてを無駄なく再利用している
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（左から）マツダ株式会社防府工場総務部 部長　中村 誠　防府商工会議所 専務理事　岩本 邦男氏
土砂搬出作業の様子、
地域の方からたくさんの感謝状をいただいた。
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　江戸時代、塩田で栄えた山口県防府市。その広大な塩

田跡地に、マツダの主要な生産拠点、防府工場がある。「防

府でつくられたクルマが、遠く離れた海外の街でも愛用

されている。こんな嬉しいことはないじゃないですか」と笑

顔で話すのは、防府商工会議所で「愛情防府運動」に草創

期から携わってこられた岩本さん。出張で訪れたヨーロッ

パでマツダ車が走っているのを見て感激し、クルマの写

真ばかり撮っていたという。その言葉を聞いたマツダの防

府工場総務部の中村は「従業員じゃない外部の方に、こ

んなに思っていただいてありがたいです」と応える。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　「愛情防府運動」は、防府工場が誕生した1980年代に、

街ぐるみでマツダ車の販売を応援いただいたことから始

まった。活動はさらに防府の街をみんなで盛り上げようと

いう「うねり」に進化し、今では30社以上の地元企業と地

域の皆さまが協力して、お祭り、清掃活動、スポーツ交流な

ど、多岐にわたる活動に発展した。その代表的なイベント

「愛情防府フリーマーケット」は人口約12万人の街に約

13万人が集まる西日本最大級のフリーマーケットになった。

　マツダと地域との交流はすべてが順風だったわけでは

ない。防府工場の創業から29年。業績にも浮き沈みがあ

り、地域の皆さまから厳しい言葉をいただくこともあった

が、そのつながりは途切れなかった。「企業としては、できる

こと、できないことがあります。そこで無理をしても長続

きしません。でも、何かできることはないか一生懸命考える。

お互いが腹を割って話ができる、そういう人と人とのつ

ながりを大切にしたい」と中村は語る。

　2009年7月、未曾有の豪雨にみまわれた防府市では、甚

大な被害が発生した。県や市、警察や消防も、個人の家ま

では手が回らなかった。当時の防府工場長が現地を見に

行き、すぐに従業員を派遣することを決めた。町の自治会

と密に相談しながら、一軒一軒泥まみれで復旧作業にあ

たった。ボランティアの人数はのべ1,000人を超えた。「ボ

ランティアに行った若い従業員が被災されたお年寄りと

の交流を熱心に話してくれました。従業員にとってすごく

いい経験になりました」と、中村。

　「地域とつながりを持つことでプライベートも充実しま

すし、個人の成長にもつながります。一人ひとりがイキイ

キすることが、地域や企業の活性化につながると思うの

です」と中村が話すと、岩本さんが「愛情防府運動の活動

を通して、『企業としてのマツダ』から『個人の顔が見える

マツダ』に印象が変わってきましたね」と言葉を重ねてく

ださった。「これからも地域と共に会社も従業員も成長し

続けていきたいと思っています」と中村は、言葉を結んだ。

社会貢献

地元企業と地域の人々が一体となって取り組む「愛情防府運動」
その活動から、企業の社会貢献を考える

ストーリー編:03
【社会貢献】 愛情防府運動

愛情防府フリーマーケット、
防府市の人口を超える約13万人の人出で賑わう。
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　国際生物多様性年である2010年。同じ年に「マツダ自

然保護基金（MWF）」は20周年を迎えた。「自然を保護す

ることと、環境教育が最も重要だと考えています」と語る

のは、南アフリカでマツダの販売を担当するフォードモー

ターカンパニーオブサザンアフリカ（FMCSA）マーケティ

ングマネージャーのドリーン。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　「1990年、マツダは、それまでのスポーツの支援から、

NPOのサポートを通じた自然保護活動へとマーケティン

グの方向性を大きく転換することを決断しました。MWF

は『南アフリカの豊かでかけがえのない財産である自然を、

次世代のために守り続けたい』という想いによって運営

されています」と、ドリーン。20年前、MWFの創設者は、地

球温暖化やそれに伴う天災、そして失われゆく生物多様

性といった環境問題を予期していた。創設者には先見の

明があった。

　MWFは、南アフリカの主要な環境NGOをアドバイザ

リーボードに据え、その優先順位に従って、現在まで300

以上のプロジェクト支援の申し込みから150以上を承

認した。国際的に認められた「エコスクール」のプログラム

など、7つに分類された環境教育プロジェクトには、将来

の地球を担う子どもたちが毎年何十万人も参加し、地球

を守っていくことの大切さと責任を学んでいる。サイな

どの希少動物から、大草原、生物の取引など絶滅危惧種

と生態系保護に焦点をあてたプログラムは17ある。5つ

の研究プロジェクトでは、持続可能な資源、珊瑚礁、鯨と

イルカ、ハゲワシ、ワニなどについての理解を深めてくれる。

　さらに、MWFには重要な役割がある。自然保護活動や

環境の教育プログラムにしっかりとメンテナンスされた

マツダ車を供給することだ。「人里離れた地域での活動に

おいては、信頼できる移動手段がなければ何もできません」

と、プロジェクトのマネージャーたちは強調する。MWFか

らは現在、広範囲に渡る29のプロジェクトに30台のク

ルマを供給している。「MWFが与えている影響の広さと

深さは、注目に値するものです。多くのプロジェクトが、南

アフリカの環境に大きく貢献しました。マツダのサポー

トなくして、これほどの取り組みは不可能だったでしょう」

と、MWFのマネージャー、ハンフリーは語る。

　マツダのようなスポンサーのサポートは、 そのプロ

ジェクトの価値を保証すると同時に、地元から海外ま

で、外部のスポンサーからさらなる資金を得るための信

頼性にもつながっている。まさに、日本で言われる「三方よ

し」の考え方だ。南アフリカの自然、マツダブランドそし

て、社会、それぞれに「よい」ことが起きている。これらの努

力を認められ、FMCSAは2004年にAmerican Chamber 

of Commerce's Stars of Africaの環境部門で金賞を、

2005年にはStars of Africaの銀賞を獲得した。

　「年々、MWFの影響力は強くなっていきます。そして、

マツダが長期的にその支持を続けることは、南アフリカ

に住むすべての人々のために、豊かな自然遺産を保護し、

理解を促すことに、きわめて貴重な貢献をしています」と、

ドリーンは結んだ。

社会貢献愛情防府運動 ストーリー編:04
【社会貢献】 マツダ自然保護基金（MWF）

南アフリカの野生動物を保護して20年
自然保護と環境教育に貢献する「マツダ自然保護基金」

南アフリカの自然を守るため、さまざまなプロジェクトを支援している。

（写真中央左）フォードモーターカンパニー オブ サザンアフリカ 
マツダ自然保護基金 マネージャー　ハンフリー・ル・グライス

（写真中央右）フォードモーターカンパニー オブ サザンアフリカ 
マツダ マーケティングマネージャー　ドリーン・マシニニ



（左から5人目）CCA人事担当取締役　サンドラ・ジメネズ・ヴィラ
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　日本のものづくりから生まれた「Mazda Way」の7つの

考え方は、果たしてグローバルで受け入れられるのか。

　「Mazda Wayは分かりやすく、共感できるもの」コロン

ビアのマツダの拠点コンパニア コロンビアナ アウトモ

トリス（CCA）の人事担当サンドラはそう答えた。そして、

「世界レベルでマツダの企業文化と一体感を持つ。それ

はとても素晴らしいこと」と付け加えた。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　2008年4月、マツダはものづくりのなかで脈々と受け

継がれてきた仕事を進める上で大切にすべき考え方を、7

つの言葉に集約した。それがMazda Wayだ。これをグロー

バルに浸透・定着させ、実践することで、グループ力をさら

に高めたい。世界中のグループ会社へこの想いを伝えた。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　CCA人事部のサンドラは、Mazda Wayの推進を担当

している。Mazda Way導入前から、人事施策に力を入れ

てきた。2006年には、コロンビアの6,000社以上の中か

ら、労働環境の良い会社の3位として表彰された。その時

も、結果に満足せず、さらなる課題克服に取り組むことで、

2年後の2008年に1位を獲得した。「会社と一体感を持っ

て仕事に打ち込むことで仕事に満足すること。ブランド

価値を創造し高めること。社員を育て上げること。これが

私の『挑戦』です」

　Mazda Wayを約650人の社員全員に理解し、

実践してもらいたい。どのような方法であれば

受け入れられるか。社員の声に耳を傾けた。組

合にも意見を求めた。こうして始まったMazda 

Way浸透活動。他国にはない、「マツダウェイ

アルバム」や「マツダユニバーシティ」というユ

ニークな取り組みには、7つの考え方がしっか

りと息づいている。

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　コロンビアの文化には、自分の頭の中で振り返りを行っ

たり、些細なことをチェックしたりという、日々の仕事を

反省するという習慣があまりないという。そのため、それに

相当する「基本・着実」は、当初なじみにくいものだった。だ

が、「マツダウェイアルバム」では、その違和感をうまく活

用している。これは、ステッカーやアンケートを使って、楽

しみながら自分の行動を振り返るツール。Mazda Wayを

自分の中に定着させ、日々の行動に活かしていく。

　「マツダユニバーシティ」は、社内の研修制度。会社全

体のこと、他部門のことを学ぶプログラムがあり、そこで

「ONE MAZDA（ワン・マツダ）」が自然と身に付く。また、他

部門を理解し、自分の業務を遂行することで、それまで以

上に相互に成長できる。これは「共育（ともいく）」だ。

　「マツダウェイアルバムはまだ始めたばかりですが、マ

ツダユニバーシティの成果は明らかです。社員が７つの

考え方に心から共感していることがはっきりと分かりま

す。次第に、皆の行動の中に、Mazda Wayが浸透してくる

と期待しています」と、サンドラはその手応えを感じている。

事実、マツダユニバーシティは大変好評で、毎回受け入れ

人数を超える応募があるという。

人間尊重

国も世代も越えて広がる「Mazda Way」
それぞれの心に浸透、定着し、
グループの力を結集する

「マツダユニバーシティ」毎回各トレーニングコース
の受け入れ人数を超える応募がある。

「マツダウェイアルバム」自分の行動を振り返って
ステッカーをアルバムに貼っていき、楽しみながら
Mazda Wayになじんでもらう。



マツダ株式会社 人事本部　藤沢 紗矢香さまざまな部署、年代の社員からMazda Wayの実践事例を取材。

Mazda Wayポスター
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　2010年4月広島県のマツダ本社の講堂。新入社員を前

にMazda Wayを熱く語ったのは、入社してわずか1年の

藤沢だった。「入社して1年後にMazda Wayの説明をする

とは、まったく想像していませんでした」

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　導入から3年目を迎えたMazda Way。2009年から2年

間は定着期。Mazda Wayを「知る」から「実践する」へと進

化させるため、日本の本社でも推進担当者が奮闘している。

　藤沢がMazda Wayという言葉を知ったのは、入社時

の研修だった。「大切な考え方だと理解できました。でも、

Mazda Wayがどのように仕事につながるのかは、イメー

ジできませんでした」。だが、人事本部に配属され、推進担

当者となり、「マツダの中で誰よりもMazda Wayを理解

しようと思いました」

　深く「理解」してもらえなければ、「実践」してもらえない。

社員の「実践」への意欲を高めるため、藤沢は担当業務の

一つであるMazda Way社内ホームページの作成に力を

入れ、毎月さまざまな情報を発信している。メインコーナー

は「Mazda Wayエピソード」と「さんぷんかん」だ。

　マツダ社内にとどまらず、国内外にMazda Wayに沿っ

て行動し、成果につながった取り組みがある。それを紹介

するのが「Mazda Wayエピソード」。企画から取材、原稿

作成まで、すべて自分でこなす。Mazda Wayの考え方は同

じでも、仕事内容が違えば、実践方法もさまざまだ。取材

のたびに新しい発見があり、エピソードの数だけ、Mazda 

Wayが定着していることを実感できた。

　もう一つのコーナーは「さんぷんかん」。マツダでは、

1956年から2001年まで、週1回、各職場に仕事の進め方

について考えるための資料が配布され、3分間程度の話し

合いが行われていた。その資料をMazda Wayをベースに

整理しなおして、紹介している。さまざまな話題が取り上

げられているが、どの話題にもMazda Wayの考え方が織

り込まれている。「さんぷんかん」のオリジナルを知る社員

から、「当時は意味をあまり理解できなかったが、今読むと、

どれも仕事をする上で大切な考え方だと分かる」という

言葉が、藤沢のもとに寄せられる。

　しかし、この１年間を振り返ると、前向きな反応ばかり

でなく、「Mazda Wayってよくわからない」と言われること

もあった。でも、藤沢は諦めない。「私が今いちばん意識し

ているのは『継続的改善』。社員一人ひとりがMazda Way

を理解し、Mazda Wayに沿って行動できるよう、ホーム

ページでは、今以上にさらに分かりやすく心に残るものを

伝え続けたい。そんな思いで仕事に取り組んでいます」

　　 　　　　　　◇　　　　　　◇　　

　創立90年の歴史の中で、根付いた考え方を明文化し、

これをよりどころとして仕事を進めるという新しい風土

は、国境を越え、世代を超えて、各々の職場で着実に浸透・

定着しつつある。

ストーリー編:05
【人間尊重】 Mazda Way
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 基本的な考え方
　マツダは、「Mazda Way」（P54参照）に基づいた従業

員の一人ひとりの行動を通して、「コーポレートビジョン」

（P1参照）の実現を目指しています。従業員一人ひとりは、

マツダを取り巻くすべてのステークホルダーの要望や期

待に応えるよう努力しながら、日々の事業活動を通じて

CSRの取り組みを推進します。これにより、マツダは持続

可能な社会の発展に貢献していきます。

 6つの分野と3つの重点領域
　マツダは、CSR活動を（社）日本経済団体連合会の「企

業行動憲章」などを参考に、「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つに分類し、自らの活動を評価しています。

　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、社会から特に求められていると

同時に、マツダが貢献できる重点領域を以下の3つに定め、

積極的な活動を行っています。
● 「環境保全」：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
● 「人間尊重」：企業活動の基盤である人材育成なども含む社会

の基盤
●  「社会貢献」：良き企業市民としての、地域社会への貢献

マツダは、ステークホルダーの要望や期待に応えるよう努力しながら、日々の事業活動を通じて
CSRの取り組みを推進し、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

マツダのCSR

■ 6つの取り組み分野

CSR・環境部
アシスタントマネージャー

本郷 佳加

　CSR・環境部で、社会貢献活動の検討・
提案・策定やCSRへの取り組みに関する
社内外との情報交換などを担当してい
ます。この仕事に携わるようになってか
ら、人間も地球の一構成要素に過ぎない
ことや、持続可能な社会実現に自分たち
は何ができるのか、といったことをよく
考えるようになりました。
　私は、マツダのCSRの課題は、社員一人ひとりがCSRを理解
し、自分の業務や行動に取り込んでいくこと、また、マツダの
取り組みを社内外の方に正しくご理解いただくことだと考え、
日々の業務に取り組んでいます。
　今後は、参加した人の心が豊かになるような社会貢献プログ
ラムの開発などにも地道に取り組んでいきたいと思っています。

VOICE

社員全員がCSRについて考え
行動する風土づくりを

コーポレートビジョン
Vision Mission Value

Mazda Way

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

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、「マツダ企業倫理行動規範」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
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 CSR推進体制
　「CSR経営戦略委員会」で決まった取り組み方針やガ

イドラインを理解した上で、社内各部門は、業務目標や

計画などを策定し、グループ会社と連携を図りながら、業

務を行っています。

CSR経営戦略委員会
● 開催：2回/年
● 参加者：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
● 内容：社会的環境変化を踏まえ、グローバル視点でマツダに期

待されているCSRの取り組みを討議
−取り組み方針や優先課題の設定
−取り組み課題の進捗報告　等
各部門の推進体制
● 各部門：中長期、及び年度別の業務目標や計画などを策定　 

CSR戦略コアチーム
● 開催：必要に応じて開催
● メンバー：CSR関連部門のワーキングメンバー
● 活動内容：CSR経営戦略委員会への提案内容の事前協議、同

委員会で決定した方針を受けた具体的活動の方向付け

 マツダのCSR活動の評価
社外評価
　自社の活動を評価するため、グローバルおよび国内の

重要な社外指標や社外評価を特定し、進捗の確認と、結

果の分析を行い、戦略や取り組みに反映させています。

マ
ツ
ダ
の
C
S
R

社内評価
　社内においても、KPI等を活用して、進捗を確認する体

制を構築しています。

■ 体制図

CSR推進体制の推移
2004年　「CSR委員会」設置

※ 全社的CSRの取り組みの開始
2007年　専任組織「CSR推進部」設置
2008年　「CSR委員会」を「CSR経営戦略委員会」に改編

※ CSR活動と経営を統合
※ グローバル視点を強化

2009年　専任組織「CSR・環境部」設置
※ 部門横断的かつグローバルな活動の推進
※ 旧CSR推進部は、コンプライアンスの専任組織とし

てコンプライアンス統括部に改称

CSR経営戦略委員会

事務局
（CSR・環境部）

国内グループ会社

社内各部門

海外グループ会社

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

■ 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

● 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

株主・投資家

● 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

● 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
● 株主総会の実施
● 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

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

● 公平・公正な取引
● 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

● 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」

従業員

● 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

● 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

グローバル社会・地域社会

● 地域の文化や慣習の尊重
● 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

● 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

行政機関
● 法令の順守
● 税金の納付
● 政策への協力

● 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

NGO・NPO
● 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

● 協働を通じた対話・支援

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
従業員への啓発、海外グループ会社のCSR強化支援



 従業員への啓発
　マツダでは、従業員一人ひとりが、CSRについて理解を

深め、日々の事業活動を通じてCSR活動を推進できるよう、

啓発活動を行っています。2009年度は、全新入社員(約

700名)を対象にした講義形式のCSR研修に加えて、事

務技術系社員を対象にした3つの重点領域についてのグ

ループワーク形式の研修を開始しました。

　グループワーク形式の研修を行った結果、参加者から

「マツダの状況と新入社員の自分に何ができるかを理解

できたので、今日から取り組もうと思う」などの感想が多

く聞かれました。2010年度も、新入社員研修を継続する

と同時に、さらに、階層別研修を充実させる予定です。

　その他にも、サステナビリティレポートの全部門への

配付・回覧や、イントラネットでの情報発信を通じて、従

業員がCSRについて考える機会を設けています。

■ 2009年度新入社員のグループワーク研修アンケート結果

 海外グループ会社のCSR強化支援
　マツダは、海外グループ会社でも、CSR活動を推進す

るために、幅広い取り組みを行っています。各拠点の法令

を順守するのはもちろん、それぞれの文化を尊重しながら、

コンプライアンス順守から社会貢献まで、幅広い取り組

みを行っています。

1.CSRへの興味、知識、理解

2.研修を通して、社会に貢献しようとする意識が高まったか

研修前 12.7％

33.0％

54.0％ 41.7％

60.3％ 6.3％

54.7％ 29.3％

研修後

非常に高い 高い 低い 非常に低い

3.3％

0.4％

0％

4.3％

マツダのCSR 追加情報
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 経営状況と配当
　2010年3月期は前期から厳しい状況が続く中、収益

改善施策を着実に実行し、スリムで筋肉質な経営体質へ

転換するための取り組みを強化しました。その結果、円高

環境下で国内工場稼働率80％でも利益を確保できるコ

スト構造へ転換することができました。

　今後は、反転攻勢に向けて、ブランド価値をさらに高め

ていくとともに、「モノ造り革新」活動を加速させ、より強

固なコスト構造の実現を目指していきます。

第2四半期以降、全ての利益レベルで黒字を達成
　米国の金融危機に端を発した景気後退の後、各国政府

による景気対策の効果などもあり最悪期を脱しつつあり

ます。しかし、自動車需要は、堅調な中国などの新興市場

を除き、緩やかな回復基調にあるもののその勢いは弱く、

為替も円高基調が継続するなど、依然として厳しい状況

が続きました。

　こうした中、マツダでは収益改善施策を着実に実行し

てきました。2010年3月期は、第1四半期までに在庫水

準の適正化を完了し、また、コスト改善活動を加速し、1

千億円を超える固定費の削減を行うなど、スリムで筋肉

質な経営体質へ転換するための取り組みを強化しました。

その結果、円高環境の下で国内工場稼働率80％でも利

益を確保できるコスト構造への転換を実現しました。

　当期のグローバル販売台数は前期比5%減の119万

3千台、売上高は同15％減の2兆1,639億円となりまし

た。営業利益は前期比378億円増の95億円となりました。

当期純損益は65億円の損失となりましたが、第2四半期

以降、全ての利益レベルで黒字を達成し、さらに黒字幅も

拡大するなど、業績は着実に回復しています。またフリー・

キャッシュ・フローは、通期で674億円の黒字となりました。

　配当につきましては、安定的な配当の実現を旨とし、各

期の業績ならびに経営環境などを勘案して決定すること

を方針としています。当期の期末配当金につきましては、

1株当たり3円とさせていただきました。

　自動車需要の本格的な回復には今しばらく時間を要

すると思われ、先行き不透明な経済環境下ではありますが、

この度、マツダでは10年先を見据えた長期戦略をベース

に、これまでの主要施策を進化、発展させた「中長期施策の

枠組み」を策定しました。今後は、反転攻勢に向けて、ブラ

ンド価値をさらに高めていくとともに、「モノ造り革新」活

動を加速させ、より強固なコスト構造の実現を目指します。

●  最新決算情報
 http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/result/

●  中長期施策の枠組み
 http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/policy/mid_term.html

 株主・投資家との対話
充実した情報開示とコミュニケーション
　マツダは、四半期ごとの決算説明会、国内外の証券ア

ナリスト、機関投資家との取材対応やスモールミーティ

ングを随時実施するとともに、IRオフィシャルウェブサイ

トやアニュアルレポート、株主通信などを通じてタイム

リーな情報開示に努めています。

　個人株主の皆さまには、2010年2月に、マツダR&D

センター横浜で「環境技術フォーラム」を、3月には、広島

本社で「工場見学会」を開催し、多数の個人株主の皆さま

にご参加いただきました。「環境技術フォーラム」では、マ

ツダのCSRや環境技術の取り組みに関する公演、アイド

リングストップシステム「i-stop（アイストップ）」搭載車

の試乗および水素ロータリーエンジン車への同乗走行を

通して、マツダの環境技術へのご理解を深めていただき

ました。「工場見学会」では、さまざまな工夫により効率化

と高品質を追求したマツダ独自の生産ラインで車両が

組み立てられる様子をご覧いただきました。マツダミュー

ジアムでは、当社の歴史を振り返るヒストリックカーな

どをご覧いただきました。ご参加いただいた個人株主さま

からは多くの貴重なご意見をいただくことができました。

今後も、マツダへの理解を深めていただけるよう、さまざ

まな取り組みを行っていきます。（P34参照）
●  株主投資家情報
 http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/

マツダは、フェアでタイムリーな情報開示を実施するという方針のもと、
さまざまなIR活動を展開しています。

株主・投資家への取り組み
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マネジメント
21   コーポレートガバナンス／内部統制

22   リスクマネジメント

22   コンプライアンス

　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、さらに、執行役員への権限委譲

により意思決定の迅速化を図っています。

　2010年6月30日現在の体制は、取締役9名と取締

役兼務者を含む執行役員33名です。

 経営諮問委員会
　マツダは、経営の健全性、透明性の向上を目的に、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、いただいたご意見を経営に反

映しています。

 経営の監査機能
　マツダの監査役会は、マツダとの間に取引関係その他

の利害関係のない社外監査役3名を含む5名で構成され、

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。会計監査は、監査契約を締結している

あずさ監査法人が担当しています。

 コーポレートガバナンス／内部統制
　マツダは、経営の透明性の向上と意思決定の迅速化を

目指し、コーポレートガバナンスの充実と内部統制の強

化を図っています。

 コーポレートガバナンス（企業統治）
　マツダはコーポレートガバナンスの充実を経営の最重

要課題の１つと認識し、株主総会、取締役会、監査役会な

どの法定の機関を設置すると同時に、執行役員制度を導

入し、執行と経営を分離しています。
■ コーポレートガバナンス体制図

株主総会

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
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　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。

 情報セキュリティ
　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、保護するためにグループ全体で、

情報セキュリティの確保に努めています。

　情報取り扱いについては、全社の情報取り扱い統括部

門であるコンプライアンス統括部で策定した情報管理方

針や、ルールに基づき、各部門の本部長が、適正な管理を

行っています。

ITセキュリティの管理ルール
　ITソリューション本部がITセキュリティの管理ルール

を定めています。マツダ本社はもちろん関係会社に対し

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。

 コンプライアンス
　マツダは、コンプライアンスを単なる法令順守にとど

まらず、社内の規則や社会通念（社会の期待・要請など）に

も適ったものと考えています。その考えを具体化した「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

ルや法令の順守はもちろん、現地の歴史、文化、慣習等も

尊重しています。

 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、従業員

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、対象範囲を国内

外のグループ会社にも拡大し、通報の受付窓口として「マ

ツダ・グローバル・ホットライン」に改称しました。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。

　また、通報窓口の周知徹底を図るため、マツダ本社では、

全従業員に通報窓口の連絡先を示したカードを配布す

ると同時に、海外を含む多くのグループ会社の社内イン

トラネットで、紹介を行っています。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
災害・緊急事態への対応、コンプライアンス教育など

各監査担当の連携状況
●	常勤監査役、監査法人およびグローバル監査部の三者
で年４回「三様監査会議」を開催し、J-SOX監査の進捗
状況や、業務監査および会計監査における事案を中心
に話し合っています。

●	常勤監査役とグローバル監査部の間で毎月定例会議
を開催し、監査時に発見した事項等について、掘り下
げた意見交換を行っています。

 内部統制
　マツダは、透明性の高い経営を目指して、1998年か

ら内部統制の自己診断を開始し、現在では、国内外の連

結子会社すべてで実施しています。

　各部門や連結子会社における内部統制推進活動をス

ムーズに進められるよう、専任部署であるグローバル監

査部がサポートを行っています。

＜グローバル監査部による内部統制サポート体制＞
・	内部統制の自己診断の専用システム（M-SACS）を開発・導入
・	内部統制に関しての不備や、外部から指摘があった際に、
速やかに改善を行うとともに、専任部署であるグローバ
ル監査部へ情報が集まるようなソフト面でのサポート
・	本社内およびグループ会社で内部統制活動（自主改善
や問題発見活動など）へ、ファシリテーターを派遣
・	国内グループ会社の研修や内部統制活動を関係部門
と共同で支援

 リスクマネジメント
　マツダでは、リスクマネジメントを「企業活動の継続的・

安定的な推進を阻害する潜在的なリスクを最小化して

いくこと」と定め、ステークホルダーの利益を図り、信頼

と期待に応えるために取り組みを進めています。

 リスクマネジメント体制
　マツダでは、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、全役員・全従業員が、自らがリスクマネジメントを行

う主体と考えて取り組んでいます。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。
■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
リスク・コンプライアンス委員会

グループ会社社内各部門 グループ会社社内各部門



 コーポレートガバナンス／内部統制
 内部監査体制

　マツダ本体で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・計画が諸法規・規

程に適合しているかを内部監査しています。また、グルー

プとしては、売上高等を考慮して北米、欧州、豪州および

南米の主要拠点において、業務部門から独立した内部監

査部門を設置し、マツダ本社と緊密に連携しつつ、内部

統制評価を含む監査を実施しています。国内においては、

主要な販売会社にも専任の内部監査部門が設けられて

おり、主として店舗監査等を実施しています。

　これら内部監査部門では、CIA（公認内部監査人）および

CISA（公認情報システム監査人）など監査の公的資格を

持つ専門性の高い監査人を多数配置すると同時に、質の

高い監査人を育成する活動にも注力しています。（有資格

者：2010年3月末時点で10名）

 リスクマネジメント
 マツダリスクマネジメント　　　　

　基本ポリシーの概要

 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。2009年度は、避難訓練、消防訓練を全

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

■ リスクマネジメントの目的
　以下を通じて『企業価値の増大と社会との調和』を図り、

『コーポレートビジョン』の達成を実現します。
1. マツダグループを構成する人々および地域住民の安

全と健康の確保を図ります。
2. 社会からの信頼の維持・拡大を図ります。
3. マツダグループの有形・無形の企業財産の利活用を

図ります。
4. 利害関係者（ステークホルダー）の利益を図り、信頼と

期待に応えます。
5. 異常時、緊急時の組織機能の維持と業務の迅速な復

旧を図ります。

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

■ 取組方法
　以下の2つの活動区分において、それぞれに必要な体制・
ルールを整備します。
1. 日々の職務に潜在するリスクについて継続的に予防・

軽減を図り、その利活用を推進する活動（リスク管理）
と、

2. 発生した危機による被害の最小化および迅速な復旧
のための活動（危機管理）

■ 適用範囲
1. すべてのビジネスリスクを管理の対象とします。

2. 子会社・関係会社を含むマツダグループ全体を、適用
範囲とします。



社で681回実施し、16,345名が参加しました。

　また、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。

 大規模地震対策の推進
　マツダでは、2003年度に大規模地震対策を開始し、

建物の耐震改修工事や生産設備の耐震工事を計画的に

進めています。2007年度よりグループ会社においても

建物の耐震改修工事に着手しており、マツダグループと

して着実に対策の進捗を図っています。

　職場における事前措置や応急活動を徹底するのはもち

ろん、地震等の緊急時に一人ひとりが適切に行動できる

ように行動基準を掲載した「災害対応カード」を全従業員

に配布しています。

 新型インフルエンザ対策
　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および消毒剤の備蓄

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、副社長を本部長とする対策本

部を立ち上げ、マツダグループ全体で、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

図るなど、適切に対処しました。

　今後も、事業継続のために、継続的に、感染予防策など

の検討を進めていきます。

 個人情報の保護
　マツダは、個人情報保護に関する法規制およびマツダ

独自の「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コンプライアン

ス統括部のもとに、「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。年に一度、

内部監査を実施し、管理状況をチェックしています。また、

個人情報の取り扱いを外部に委託する際は、独自のチェッ

クリストに従い、適切な委託先を選定しています。

　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。
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2009年度新型インフルエンザへの具体的な対応
● 新型インフルエンザ対応シートを作成し、感染状況に

応じて、部門によって行うべきことを明確にし、対応した。
● 当社主催のイベントにおいて、参加者に注意喚起の掲

示および事前通知を行うとともに、必要に応じて会場
に手指消毒液とマスクを準備するなどの対応を行った。

● 職場や家庭で感染時の対応方法を明確にし、対応した。

合同消防訓練の様子

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 情報セキュリティ教育
　情報セキュリティの啓発活動として、以下2つの研修を

従業員に義務付けているほか、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習得できる専用サイトを

設けています。また、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、eラーニングも開始しています。

 知的財産に関する基本方針
　マツダは「自社・他者の知的財産権の尊重」を基本に、知

的財産を企業経営・企業活動に寄与する経営資源として

活用することを基本ビジョンとしています。そして、知的

財産の観点から当社の活動をリードするとともに、その

成果を知的財産権として強固に保護・蓄積し最大限に活

用する活動を戦略的に行っています。

　また、「マツダ企業倫理行動規範」において「当社または

他者の知的財産を侵さない」と定め、社員にその行動指

針を明示し行動を律しています。

　こうした考えのもと、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

関係する重要事項について審議・決定しています。

 知的財産の保護と知財リスクマネジメント
　専門部署である知的財産部では、企業活動により創造

した新技術やマーク、車種ネーム、車両デザインなどに

関する知的財産権をグローバルに取得・保護するととも

に、他者の特許権や商標権、意匠権、著作権の侵害あるい

は不正競争防止法上の紛争など、各領域において生じる

企業活動に支障を及ぼす知財問題を予防・解決するなど、

知的財産全般の管理を行うとともに順法行動の定着に

向けた啓発活動を定期的に実施しています。

　これらの啓発活動は、インターネット利用により発生

が危惧される著作権や不正競争防止法上の知財問題に

ついては事務部門のスタッフを啓発対象者に指定して教

育するなど、問題となる知的財産の種類や当社の関連会

社も含めた社員・役員の職位、職種に応じて行っています。

 ブランドプロテクション（模造品対策）
　ブランド力と信用力の維持・向上、模造品購入により

生じるお客さまのリスク排除に向けて、知的財産部では

関係部門と協同して模造品撲滅に向けて活動しています。

そのため、当社独自の模造品対策を構築し実施するとと

もに官・民の関連プロジェクトにも積極的に参画してい

ます。また、知財問題に長けた知的財産部員を駐在員と

して常駐させ、模造品の多発する国・地域の現地政府機関・

摘発機関との連携を密にして模造品対策を強力に推進

しています。

 関係会社への支援
　マツダの連結子会社や関連会社、海外事業所に対して、

知的財産に関する取扱方針の策定やその運用、体制づく

りを支援することにより、マツダグループ全体としての知

財管理機能の充実化を推進しています。

 コンプライアンス
 「マツダ企業倫理行動規範」の概要

 マツダ・グローバル・ホットラインの流れ

マネジメント 追加情報
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通報者

代表取締役社長 
その他 トップマネジメント監査役

調査対象部門

マツダ・グローバル・ホットライン
社外窓口（弁護士事務所）

マツダ・グローバル・ホットライン
社内窓口

コンプライアンス統括部

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

■ マツダ・グローバル・ホットラインの流れ

「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  

情報セキュリティに関する研修
● 「機密情報管理」

新入社員（中途入社含む） 集合研修（入社時）
全従業員 部門教育（年1回）

● 「個人情報・ITセキュリティ」
新入社員（中途入社含む） eラーニング（入社時）



 コンプライアンス教育
　マツダでは、コンプライアンスで大切なのは、単に法令

やルールを順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。これを「誠実」

という言葉で表現し、この考え方を確実に浸透させるた

めに、さまざまなコンプライアンス教育を実施しています。

　新入社員や中途採用者、新任管理者を対象にコンプラ

イアンス研修を実施し、全社で2009年度は887名が

受講しました。

　また、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」や、身近な事例を取り上げた「コンプライアンス

通信」を毎月定期的に、イントラネット上で発信し、毎月

3,000〜5,000人/月の従業員が閲覧しています。これ

らの情報は一部グループ会社にも展開し、各社のコンプ

ライアンス教育に活用しています。

 販売会社のコンプライアンス強化を支援
　マツダは、グループ全体で透明性の高い経営を維持す

るために、販売会社に対してもコンプライアンス強化を

支援しています。

具体的な取り組み
① マツダグループで展開している内部統制自己診断のチェッ

クリストにコンプライアンス関係の設問を増設し、関連法令
の適合状況を自己チェック。

② 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・
未然防止を掲載した「コンプライアンス・ワンポイント・レッ
スン」の配信を2008年度から継続実施。

③ 管理者層（店長・サービスマネージャー）を対象としたe-ラー
ニング「コンプライアンス講座」を実施。

④ 2009年度版の「企業倫理行動規範」、「コンプライアンス・マニュア
ル」を販社へ展開し、販社内で全社員を対象としたカスケードを実施。

⑤ コンプライアンス・内部統制その他の問題を迅速に報告する内部
通報制度を最新の「マツダ・グローバル・ホットライン」へ変更した。

 サプライヤーへの要請
　マツダは、サプライチェーンと一体となって誠実で公

正な事業活動への取り組みを進めています。

　サプライヤーに対しては、労働関係法令を遵守し、強制

労働、児童労働、虐待的指導・訓練などを行わないよう要請

する「労働関係法令遵守のお願い」文書を送付しています。

■ コンプライアンスに関する活動の概要

1997年 社長直属の委員会とする「倫理委員会」を設立

1998年
「マツダ企業倫理行動規範」を制定
具体的な指針として「接待・贈答品に関するガイドライン」を制定

1999年 「倫理相談室」を設置

2002年 役員・幹部社員を対象に、外部から講師を招いて「コンプライア
ンス・セミナー」を開催（以後毎年1回）

2004年 コンプライアンスの重要性を周知するため、具体的事例を紹介
した「コンプライアンス・マニュアル」を作成

2005年

「マツダ企業倫理行動規範」の中から「誠実な行動の5原則」「行
動指針」を抜粋したコンプライアンス・カードを全社員に配布
全間接社員を対象に、eラーニング「企業倫理・コンプライアンス
基本コース」（必修）を開講
役員・社員のコンプライアンス意識を調査するために「倫理ア
ンケート」を実施

2006年
コンプライアンス意識の浸透と共有を目的として、間接部門・現業
部門の職場ごとに、コンプライアンスをテーマとした討議を実施

「接待・贈答品に関するガイドライン」を全面改訂

2007年 「マツダ・グローバル・ホットライン」を開設

2008年

イントラネットで「他社事例から学ぶ」を紹介
イントラネットで「コンプライアンス通信」の配信を開始

「倫理委員会」を「リスク・コンプライアンス委員会」に改組
「接待・贈答品に関するガイドライン」を改訂

2009年 下請法サポートページを新たに作成し、イントラに掲載

Sustainability Report 2010 22-④



環境保全 24   次期マツダグリーンプランの考え方

25   サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言

27   次世代に向けた先進技術の取り組み

30   地球温暖化防止（生産・物流）

31   リサイクル・省資源

33   環境負荷物質の管理・削減

33   生物多様性への取り組み

34   環境コミュニケーション

35   環境マネジメント

37   環境中期計画「マツダグリーンプラン2010」

39   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
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 マツダの環境についての考え方
　地球温暖化をはじめとする環境問題は人類にとって

喫緊の課題です。マツダは、持続可能な社会の実現のた

めに、環境保全をCSRの重点領域の一つに定め、低炭素

社会、循環型社会、自然との共生社会づくりの推進に積

極的に取り組んでいます。

取り組み理念と方針
　マツダは、コーポレートビジョン（P1参照）の実現を目指

して企業活動を行っています。その達成のため、マツダグルー

プ全体の環境に関する基本方針として、「マツダ地球環境憲

章」（P35参照）を制定しています。「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」と

いう環境理念と、5つの行動指針に基づいて、商品・技術、

生産・物流・オフィスなど、社会貢献の各領域で、環境を

意識した企業活動を行っています。

　具体的な目標・実績は環境中期計画「マツダグリーンプ

ラン2010」（P37参照）にまとめており、各項目を実行し、

実績をフォローするというPDCAサイクルを回すことで、

実効性の高い環境負荷低減活動を実施しています。

　なかでも、商品・技術領域では、長期ビジョン「サステイ

ナブル“Zoom-Zoom”宣言」（P25参照）に基づき、「走る

歓び」と「優れた環境安全性能」が調和した技術開発を推

進しています。
■ 環境への取り組み理念と方針

マツダグリーンプラン2010

コーポレートビジョン

マツダ地球環境憲章
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 「次期マツダグリーンプラン」の考え方
　「環境への取り組み理念と方針」（P23参照）に基づき、

以下の「マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シ

ナリオ」を念頭において次の3つの考え方を中心に次期プ

ランを策定しています。

1）「将来解決すべきテーマ」
　自動車メーカーがお客さまや社会から期待されている

テーマを次のようにとらえています。

・	エネルギー/地球温暖化対策
クルマのライフサイクル全体でのCO2削減に貢献する取
り組みを推進

・	資源循環の推進
クルマからの排出物およびクルマの製造や輸送および廃
棄の過程の排出物を削減すると同時に、リサイクルを積極
的に進めることで、総合的に資源循環を推進

・	クリーン・エミッション
クルマからの排出物およびクルマの生産工程において排
出されるさまざまな物質（CO2以外）の中で、特に環境負
荷の高い物質についての削減を推進

・	環境マネジメント
グループ全体やサプライチェーン全体で環境マネジメ
ントを推進

2）マツダの取り組み（2つの領域）
・	「クルマおよびクルマの技術」
商品・技術を通じて環境負荷低減に貢献

・	「生産・物流・オフィス・社会貢献など」
商品・技術以外のすべての活動を通じて環境負荷低減に貢献

3）「クルマのライフサイクル」全体で考える
　クルマのCO2の排出量は、お客さまの使用から廃棄ま
での過程が約80％と非常に高いため、マツダは、ライフサ
イクル全体で環境負荷低減を考えます。（P36参照）

・	製造物流領域（素材の製造、車両の製造）で約20%

・	使用および廃棄領域（使用、メンテナンス、廃棄・リサイ
クル）で約80%

現在実施中の「マツダグリーンプラン2010」が、2011年3月で終了することに伴い、
次期プランを策定中です。

次期マツダグリーンプランの考え方

エネルギー
／地球
温暖化
対策

資源循環の
推進

クリーン・
エミッション

環境
マネジメント

「クルマおよびクルマの技術」

「生産・物流・オフィス・社会貢献等」

■ 「将来解決すべきテーマ」と「2つの領域」

＜マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シナリオ＞

　2020年頃は、化石燃料（石油等）をエネルギーの基本としながら、

将来の「持続可能な社会」に向けて社会が積極的に動いている段階と

考えます。商品の製造および使用過程での低炭素技術導入がより一

層推進されると同時に、さまざまな商品やサービスがライフサイクル

での環境負荷低減という視点で評価されるようになり、全体として環

境負荷低減を目指す社会になると考えます。

　クルマについては、エネルギー貯蔵効率の高い液体燃料（石油、バイ

オ燃料など)を使用する高効率な内燃機関を基本に、新しい低燃費技

術（アイドリングストップ、減速エネルギー回生、ハイブリッド）、トラ

ンスミッションの高効率化や軽量化などのクルマ全体での低燃費化

が進む一方でCO2を排出しない電気自動車なども導入されていると

考えます。また、都市の渋滞緩和などの統合的アプローチにより、社会

全体における「低炭素社会」実現に向けての取り組みも推進されてい

ると考えています。

2020年頃：低炭素技術が普及している「低炭素社会」

　世界全体の温室効果ガス排出量を2050年までに少なくとも

50％削減するとの目標が、2008年の北海道洞爺湖サミットで合意

され、世界がエネルギーの活用による環境負荷を抑える「低炭素化社

会」の実現に向けて動いています。この動きは、限りある資源を有効利

用する「循環型社会」と、自然との調和を考えた「自然との共生社会」が

広まっている社会であり、かつ今後も人類が維持・発展していく「持続

可能な社会」の実現へつながっています。具体的には、エネルギーの多

様化（太陽光などの再生可能エネルギーや、CO2を排出しない水素や

バイオ燃料）、3R（リデュース/リユース/リサイクル）の推進、生物多

様性の推進などです。

　クルマへの要求は、現在も地球上の地域差、車両特性、燃料特性な

どさまざまな側面で多様化しており、将来も、多様化が進むと考えら

れます。これに対応するには、複数の選択肢（マルチソリューション）を

持つ必要があります。圧倒的な効率を実現した内燃機関、代替エネル

ギー（バイオ燃料など）を使用するクルマ、CO2を排出しない電気や水

素などをエネルギー源とする新しいクルマなども、用途に応じた形で

存在していると考えます。将来に向かっては、自社のブランドや技術

の方向性を考えながら、可能性のあるものに果敢にチャレンジしてゆ

くことが必要だと考えています。

2050年頃：さらなる「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然との共生社会」に取り組む「持続可能な社会」



マツダは、技術開発の長期ビジョンである「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、
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

 基本的な考え方
　世界で自動車の保有台数が増加する中、私たち自動車

メーカーは排出ガスのクリーン化による大気環境の改善

や、燃費向上によるCO2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などに、これまで以上に取

り組んでいかなければなりません。特に自動車が抱える環

境についての課題に対して、地域、車両特性、燃料特性な

どのさまざまな側面を考慮した「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。

　マツダは、これに対応するため、サステイナブル“Zoom-

Zoom”宣言に基づき、技術の進化を図っていきます。

 2015年までにマツダ車の燃費を
30％向上

　マツダは、2020年時点でも、グローバル市場における

自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術

は内燃機関が主流だと予測しています。こうした展望から、

「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%削減する」という計画を達成するた

めに、クルマの基本性能となるエンジンやトランスミッショ

ンなどのパワートレインの効率改善や車両の軽量化、空力

特性などの「ベース技術」の徹底的な改善を行います。

　そして、この技術により、すべてのお客さまに優れた環境

安全性能を提供していくことで、CO2の総排出量を大幅
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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

■ 自動車での環境課題と取り組み

マツダは2007年3月、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。

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

2015年までに世界で販売するマツダ車の平均燃費を、2008年
に比べて30%向上させる

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

コミットメント

■ 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

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

※1 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。

2015 2020

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
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電気自動車

ベースエンジン（内燃機関）



 パワートレイン   

技術取り組み 達成目標

ガソリンエンジン

アイドリングストップ機構
・マツダ独自のアイドリングストップ機構である「i-stop」をアクセラ、ビアンテおよび新型プレマシーに導入 燃費性能：7～10％向上（国内） 

次世代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し、グローバルに導入する

動力性能：15％向上
燃費性能：15％向上

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 E85対応

ディーゼルエンジン 次世代クリーンディーゼルエンジン
・2012年から日本・米国・欧州に導入

動力性能：低高速域のトルク大幅向上
排出ガス性能の向上
燃費性能：20％向上

トランスミッション 次世代オートマチックトランスミッション
・2011年にマニュアルトランスミッション並みの走行感と燃費性能を向上させた新型オートマチックトランスミッションを市場導入

走行性能：MT並みの走行感の実現
燃費性能：4～7％向上（国内）

ロータリーエンジン

次世代ロータリーエンジン
・動力性能、燃費性能を大幅に向上した新型ガソリンロータリーエンジンを開発 動力性能：燃費性能の大幅向上

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。2009年秋からノルウェーでリース販売を開始。
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
3.0Lガソリンレシプロエンジン並みの動力性能と航続距離を400kmに向上させた新型ハイドロジェンRE搭載車の実用化を計画

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

ハイブリッド ガソリンハイブリッド車
・マツダが開発中の次世代パワートレインとトヨタ自動車のハイブリッドシステムを組み合わせ、2013年までに日本から導入

デザイン&プラットフォーム
  技術取り組み 達成目標

デザイン＆
プラットフォーム

次世代プラットフォーム
・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 100kg以上軽量化

車両技術
 技術取り組み 達成目標

セーフティ

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
・ドライバーの正しい認知・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

ITSによる渋滞・事故防止
・社会インフラと協調した安全への取り組みを継続 インフラ協調による運転支援システム

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)
・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

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 VOC排出量：57％削減

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。新型車に順次展開
・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

※2 E85：バイオエタノール85％燃料

■ 技術開発計画における主な取り組み
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に削減していきたいと考えています。

　さらに今後は、この「ベース技術」の上に段階的に電気デ

バイス技術を組み合わせて優れた環境安全性能を実現し

ていきます。マツダではこれを「ビルディングブロック戦

略」と呼んでいます。

■ 電気デバイス技術の段階的実用化（ビルディングブロック戦略）

Step-1 バッテリーマネジメント技術
（アイドリングストップ機構（i-stop））
　一時停止時に自動的にエンジンを停止して燃費を向上

させるシステムで、同技術単体で、約7～10％の燃費向

上（国内モデル）が可能です。マツダはこの「i-stop」を電気

デバイス技術の第一弾として2009年発売のアクセラ/

Mazda3から導入を開始しました。その後も搭載車を順

次拡大しています。

Step-2 減速エネルギー回生システム
　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、

5％以上の燃費向上効果が見込まれます。

Step-3 モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）
　一般的にエンジンではエネルギー効率が悪いとされる低

回転・低負荷時に、電気モーターで走行をアシストすること

で全体の効率を向上させるシステムです。左記step1、2の

技術と併用し、さらに高い効率改善（燃費向上）を実現します。

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技術を
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。

プラグイン
ハイブリッド※
など

アイドリング
ストップ
機構

減速
エネルギー
回生システム

ガソリン
ハイブリッド

※ 家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車

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
（アイドリングストップ機構（i-stop））Step-1　

Step-2  減速エネルギー回生

Step-3 モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）

水素
ハイブリッド



 次世代パワートレイン開発コンセプト
　「マツダ スカイ コンセプト」※1
　—すべての人に走る歓びと優れた環境性能を

　マツダ	スカイ	コンセプトは、マツダが2011年から導

入する次世代パワートレインの開発コンセプトで、以下の

3つの思いを“SKY（スカイ）”という言葉に込めています。

次世代ガソリンエンジンコンセプト
「マツダ スカイ ジー （Mazda Sky-G）」※1

　　　　 2011年 日本・米国　2012年 欧州・中国
● 運転の楽しさと優れた環境性能の両立
● 高い膨張比、燃焼の最適化、吸気容積制御、摩擦の低減
によって効率を大幅に向上
・	燃費を15％向上（既存の2.0Lガソリンエンジンとの比較）
・	トルクを全域で15％向上（既存の2.0Lガソリンエンジンと
の比較）

・	現行2.2Lディーゼルエンジンと同等の効率

● シングルナノ触媒によって貴金属の使用量を70％削減

次世代ディーゼルエンジンコンセプト
「マツダ スカイ ディー （Mazda Sky-D）」※1

　　　　 2012年 日本・米国・欧州
● 革新的な燃焼向上と機械抵抗の低減で効率向上
● 高い膨張比、燃焼の最適化、吸気容積制御、摩擦の低
減によって効率を大幅に向上
・	燃費を20％改善（現行2.2L	ディーゼルと比較）
・	低高速域のトルク大幅向上

● 優れた環境性能
・	高効率のセラミックディーゼル微粒子除去フィルター（DPF）

次世代オートマチックトランスミッションコンセプト
「マツダ スカイ ドライブ（Mazda Sky-Drive）」※1

　　　　 2011年 日本・米国　2012年 欧州・中国
● 素早い変速による走る歓びと軽量化の両立
・	燃費を5％改善（現行6速オートマチックトランスミッショ
ンとの比較）

・	ロックアップレンジ拡大によるスポーティーで滑らかな走行
性能（デュアルクラッチトランスミッションよりすぐれたダ
イレクト感）

● 「Mazda	Sky-G」、「Mazda	Sky-D」との組み合わせによ
りさらなる性能の向上

 2011年以降のモデルを、
　現在より100kg以上軽量化
　クルマは一般的に、衝突安全性能への対応のほか装備

水準のアップなどにより、モデルチェンジのたびに重く

なってきました。マツダは、軽量化が、クルマの運動性能

向上だけでなく、燃費の向上にも重要な要素であると考え、

2011年以降のモデルで、現在より100kg以上軽量化、

2016年以降はさらに100kg以上の軽量化を目指し、開

発を進めています。

※1 2011年以降導入予定のエンジン、トランスミッションのコンセプト名

●	「限界にとらわれない、のびのびと自由な発想で究極の
効率を追求するエンジニアの高い志」

●	「『未来に続く青空』を守りたい」
●	「その青空のもとで、意のままに『走る歓び』をすべてのお
客さまに提供したい」	

マツダは、サステイナブルな社会の実現に向け、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
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導入予定

導入予定

導入予定

ハイブリッドシステムの技術ライセンス取得、
トヨタ自動車と合意
　2010年3月、ハイブリッド技術ライセンスの取得について、
トヨタ自動車株式会社と合意しました。この合意を元に、マツ
ダは開発中の次世代パワートレインとハイブリッドシステ
ムを組み合わせ、2013年までに日本からハイブリッド車の
販売開始を目指しています。
　このたびの両社の協力は、それぞれが互いに優れた環境性
能を実現する技術や商品をより多くのお客さまに提供しよう
とするものです。

COLUMN

Mazda Sky-Drive

Mazda Sky-G

Mazda Sky-D



 植物由来の材料からなる「マツダ
　バイオテックマテリアル」の開発
　マツダは、脱石油資源やCO2排出削減に貢献できる植

物由来の材料からなる、新しい自動車部品を「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。

　すでに開発に成功した技術の一部は、水素ロータリー

エンジン車「マツダプレマシーハイドロジェンREハイブ

リッド」の内装部品に採用されています。

　現在は、広島大学と産業技術総合研究所との共同研究

で、食糧と競合しない間伐材や稲わらなどのセルロース系

バイオマスを原料とした、バイオプラスチックの技術開

発に着手しています。

マツダの環境性能向上のためのベース
技術の一つ「i-stop」が高く評価されました。
　「i-stop」は、エンジン停止・再始動時にドライバーに違和感
を与えない自然なドライビングフィールと、約7〜10％の燃
費向上（国内10・15モード）を両立した、マツダ独自のアイド
リングストップ機構です。
　現在、「新型マツダプレマシー/Mazda5」などに搭載されて
います。

2009年〜2010年i-stopの受賞一覧
●	「2010年次RJCテクノロジーオブザイヤー」　　　　　 

主催：日本自動車研究者・ジャーナリスト会議

●	「第6回エコプロダクツ大賞 国土交通大臣賞」　　　  　
主催：エコプロダクツ大賞推進協議会

●	「平成21年度日本燃焼学会技術賞」　　　　　　　　　
主催：日本燃焼学会

●	「日本自動車技術会賞技術開発賞」 　　　　　　　　 
主催：社団法人 自動車技術会

●	「第42回市村産業賞 貢献賞」　　　　　　　  　　　
主催：財団法人 新技術開発財団

COLUMN
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	水素ロータリーエンジン車の開発
　自動車の抱える環境課題の一つ、脱化石燃料化の解決

策の一つとして、マツダは、水素を燃料とする自動車の開

発を行っています。

　水素は、とてもクリーンで、さまざまなものから製造可

能なエネルギーです。将来の「水素エネルギーを活用した

社会」の実現に向けて、世界各地でさまざまな取り組みが

進められています。

	実用化へ着実に加速
　マツダの水素ロータリーエンジン車は水素を燃料とし、

走行中のCO2の排出が「ゼロ」という優れた環境性能を持

つとともに、水素燃料がなくなった場合にガソリンを燃料

とする走行への切り替えが可能なデュアルフューエルシ

ステムを備えており、高い利便性を発揮します。

　マツダでは現在、「マツダRX-8ハイドロジェンRE」と

「マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド」2車

種の水素ロータリーエンジン車を実用化しています。日本

国内およびノルウェーでリース販売を行い、高い評価を受

けています。

最新の水素ロータリーエンジン車
　—マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド
　最新の水素ロータリーエンジン車、「マツダプレマシーハ

イドロジェンREハイブリッド」はハイブリッドシステムを

搭載して、エネルギー効率の改善と加速性能の向上を実現

し、水素での航続距離は200kmを達成しています。

　2009年度には、岩谷産業株式会社、広島県、広島市、

山口県に計5台をリースで納入しました。

山口県環境生活部
環境政策課
主任技師

河野 健治 様

VOICE

　県民の皆さんの低公害車への関心を
高め、地球温暖化防止の普及啓発を図
るため、次世代低公害車として「マツダ 
プレマシーハイドロジェン RE ハイブリッ
ド」を率先導入しました。環境学習やイベ
ントの場で低公害車の普及啓発に活用
するほか、公用車としても利用しています。
　ロータリーエンジンで発 電した電 力で
モーターを駆動させる電気自動車なので、スムーズな加速と静
かさで、快適な乗り心地です。水素燃料を使用すれば、走行中
は二酸化炭素を排出しないため、究極のエコカーであり、次世
代低公害車として大きな可能性を持っています。地域に根ざし
た環境先進企業マツダの研究・開発に大きな期待をしています。

山口県民の環境啓発に一役、
水素ハイブリッド車の導入

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
水素ロータリーエンジン+ハイブリッドシステム、水素自動車開発の歩み、バイオエタノール混合燃料への対応

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」

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」

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



 水素ロータリーエンジン＋
　ハイブリッドシステム
　マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド

　

 バイオエタノール混合燃料への対応
　植物から生成するバイオエタノールを混合した燃料は、

CO2排出量削減に効果があることから欧米を中心に注目

されています。

　マツダもこれらの燃料に対応可能なクルマを販売して

います。

対応状況
● 米国、欧州で、「E10」（エタノールを10％混合したガソ

リン）対応車を販売

● タイで、2007年度から、「Mazda3」で、2009年度か
らは「Mazda2」で「E20」（エタノールを20％混合した
ガソリン）対応車を販売

● 北米で、2009年度から、「トリビュート」で「E85」（エ
タノールを85％混合したガソリン）対応車を販売

 マツダの水素自動車開発の歩み
1991年 水素ロータリーエンジン第1号車HR-Xを東京モーターショーで発表

1993年 ・水素ロータリーエンジン第2号車HR-X2を東京モーターショーで発表
・水素ロータリーエンジン搭載のロードスター実験車を開発

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

2003年 RX-8水素ロータリーエンジン開発車を東京モーターショーで発表

2004年 RX-8水素ロータリーエンジン開発車による公道試験走行を実施

2005年 プレマシーハイドロジェンREハイブリッドコンセプトを発表

2006年 RX-8ハイドロジェンREで世界初の水素RE車のリース販売を開始

2007年 ノルウェーの国家プロジェクト「HyNor」とRX-8ハイドロジェンREの納入
に合意

2008年 ノルウェーにてRX-8ハイドロジェンREモニター車の公道走行を開始

2009年
・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
・ノルウェーの国家プロジェクト「Hynor」にRX-8ハイドロジェンREのリース　
　販売を開始

■ ハイドロジェンREハイブリッドシステム概念図

次世代に向けた先進技術の取り組み 追加情報
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■ マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド 主要諸元

ベース車両 マツダ プレマシー

全長 4,565mm

全幅 1,745mm

全高 1,620mm

乗車定員 5名

ベースエンジン
マツダ 水素ロータリーエンジン

（デュアルフューエルシステム付）

燃料 水素及びガソリン

燃料タンク
水素：35MPa（気圧）高圧水素
ガスタンク及びガソリンタンク

最高出力 110kW

モーター 交流同期電動機

ジェネレーター 交流同期電動機

バッテリー リチウムイオン

■ プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
  　レイアウトイメージ
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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

 燃費向上への取り組み
　マツダにはグローバルな事業展開に合わせた商品ライ

ンアップがあります。その商品ごとにグローバルな各種規

制への対応のみならず、マツダ独自の高い目標の達成に向

けた環境対応・燃費向上目標を持って開発を行っています。

　国内では「2010年度燃費基準を乗用車の全重量ラン

クで達成する」という目標を2009年度も引き続き達成

しています。

新型アクセラ/Mazda3の燃費向上
　2009年に発売した新型アクセラ/Mazda3は、旧モデ

ルに対して、グローバルで大幅な燃費改善を実現しました。

 排出ガスのクリーン化
　マツダは、排気ガスによる大気汚染防止のために、低排

出ガス車の開発に取り組んでいます。

　国内の超低排出ガス車認定制度（SU-LEV）や欧州の厳

しい排出ガス規制「Euro5」に適合した車種の市場導入を

進めています。
●	2010年３月末時点で、SU-LEV認定車は国内自動車メー
カートップレベルの98.2％を達成（OEM車を除く）

●	欧州主要モデルのMazda3、Mazda6、CX-7が「Euro5」に適合

 エコカー減税に11車種が適合
　2009年4月から施行された、「エコカー減税」に2010

年3月時点で11車種が適合しています。登録乗用車では

約89.1％の適合率となりました。

　エコカー減税は、2012年度（平成24年）までに一定以

上の「燃費性能」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。

 エコドライブの支援
　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

ラなどに採用しています。「エコランプ」は、ドライバーが

無理や無駄の少ない運転操作をしている時にランプが点

灯する機能であり、「エコドライブ判定」は始動時からのエ

コランプの点灯頻度を表示するなどの機能で、ドライバー

の判断・操作・学習を喚起することで、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。

　マツダは、今後もお客さまとともに、地球環境のために

貢献できるシステム開発を行っていきます。

■ 新型アクセラ/Mazda3新旧モデル（2.0Lクラス）燃費比較
20

（㎞/ℓ）

15

10

5

0
北米 欧州 日本

8％改善

16％改善

11％改善
15％改善

ガソリンガソリンガソリンガソリン ガソリンガソリンディーゼルディーゼル

■ 旧型　■ 新型 ※燃費の計測方法は地域によって異なります。

「i-stop」
搭載

「i-stop」
搭載

「i-stop」
搭載

「i-stop」
搭載

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
現行モデルでの軽量化の工夫、自動車騒音の低減など

■ エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車種

減免率 適合車種

免税 タイタンCNG（OEM）

75%軽減 デミオ、アクセラ、ビアンテ、MPV、AZ-ワゴン（OEM）、
キャロル（OEM）、ファミリアバン（OEM）

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。（2010年3月末時点）

デミオ、ベリーサ、アクセラ、アテンザ、プレマシー、
ビアンテ、MPV、AZ-ワゴン（OEM）、キャロル（OEM）、
タイタン（OEM）

1車種 

7車種 

10車種 

エコランプ
0
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100
（%）

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

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

75.1

17.2 6.7

90.5 93.2 95.9 98.2

2005 2006 2007 2008 2009（年度）

SU-LEV

U-LEV

4.9 2.3 0.6



 現行モデルでの軽量化の工夫
　クルマの基本性能である「走る」「曲がる」「止まる」だけ

でなく燃費に代表される経済性と環境性能も、クルマの

重量によって大きく左右されます。そこでマツダでは、さ

まざまな工夫でクルマの軽量化を推進しています。
■ デミオの主な軽量化の工夫
　 —前モデル比で100kgの軽量化を実現

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

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

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

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

 自動車騒音の低減
　マツダでは、最新の法定騒音規制よりも厳しい自主基

準値に基づいて走行中の自動車から発生する騒音の低減

に努めています。

　自動車の騒音はエンジン本体や排気系、吸気系、駆動系

およびタイヤなどから発生します。マツダでは、すでに乗

用車、商用車の全車種で、この自主基準値への適合を完了

しています。

環境に配慮したクルマづくり 追加情報
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■ 騒音防止対策事例：アテンザ

排気騒音の低減
・デュアルマフラーの採用

エンジン騒音低減
・デュアルモードダンパーの採用
・サージダンクの剛性向上
・フロントカバー・オイルバン締結剛性
最適化
・オイルポンプの低騒音化
・サイレントチューンの採用

エンジン上近隣遮音カバー

低騒音タイヤ

吸音エンジンアンダーカバー

■ 乗用車における重量ランク別平均燃費

重量ランク（kg） 875 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010（年度）
5
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20

25
（km/ℓ）

10.24

12.55
14.73

17.95

21.51
22.30

8.9
10.5

13

16
17.9
18.8

燃費基準
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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・物流などあらゆる領域からCO2排出量の削減に取り組んでいます。

地球温暖化防止（生産・物流）

 生産
 1990年度比でCO2総排出量43.5％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。

　2009年度は、前年度からの急速な販売悪化の影響に

よる減産とモノ造り革新※2の推進により、エネルギー使

用量、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

を継続実施してきました。この結果、2009年度の国内主

要4拠点でのCO2の総排出量は1990年度比で43.5％

削減となる575千t-CO2/年、売上高あたりの排出量では

23.9％削減となる34.8t-CO2/億円となりました。

　今後は、モノ造り革新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。
■	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

※1 本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 中関地区
※2 詳細はマツダオフィシャルサイトホームページ 株主・投資家
　　（http://www.mazda.co.jp/corporate/investors）を参照

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
国内主要4拠点におけるCO2排出量、調達部品へのミルクランシステムの導入など現行モデルでの軽量化の工夫、自動車騒音の低減など

 物流
 CO2排出量を前年度比5,300トン削減
　物流会社、販売会社、他の自動車メーカーなどと協働し、

輸送時のCO2排出量削減に取り組んでいます。

　2009年度の国内総輸送量は4億7,400万トンキロ※3

で、これには資材・部品の調達と、完成車やサービスパーツ

部品※4の供給が含まれます。海外への輸送は、これらに加え

てKD（ノックダウン）部品※5の輸出があります。

　CO2排出量は前年度比5,300トン※6の削減となり、

1990年度比21％の削減目標に対して、32％削減を達

成しました。

 お客さまに満足いただける配送とCO2削減
　お客さまが必要とする量を、必要なタイミングにきめ

細かくお届けすることと、CO2の削減を両立させるために、

以下に取り組んでいます。

１）完成車の流通センター集約-ハブ＆スポーク-
　マツダは、全国に9カ所ある流通センターを経由して、

完成車を各販売会社に配送するハブ＆スポーク方式※7を

採用してきました。2009年度は、物流の環境負荷低減を

推進するため関東以北に4カ所あった流通センターを関

東の流通センター1カ所に集約しました。これによりマツ

ダから流通センターまでの内航船の積荷率を向上するこ

とによる便数の削減や、マツダから各販売会社への輸送

距離を増やさない陸上輸送経路を検討し、結果として統

合前と比較して、年間で前年度比46%のCO2を削減しま

した。今後も各地でこの取り組みを推進していきます。

※3 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
※4 お客さまが車両購入後、補修のために交換する部品
※5 部品を輸出し海外工場で組み立てる方法で使う部品
※6 前年と同様の施策を行った場合の見込み値に対する削減値
※7 全国の流通センター（ハブ）を集約し、各販売会社（スポーク）に配送する方法
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■ ハブ＆スポークの拡大
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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

 主要な取り組みテーマと主な施策と状況、効果

 お客さまに満足いただける配送とCO2削減
2）調達部品へのミルクランシステム※1の導入
　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、トラックの便数を減らす活動を推進

してきました。2003年度に広島の一部と九州地区から始

め、2007年度に日本全国への展開をほぼ完了しています。

　現在は調達物流全体の視点に立って、物流チェーンのさ

らなる効率化を目指しています。

※1 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方法。牧場を
巡回して牛乳を集荷するさまになぞらえたもの。

3）鉄道コンテナの往復利用
　トラック便から専用コンテナを用いた鉄道輸送への

モーダルシフトを進めています。調達部品へのミルクラン

システムと、サービスパーツ出荷の鉄道輸送を組み合わ

せ広島・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2007年比34％以上

削減することができました。
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CO2排出量 売上高あたりCO2排出量
※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。

（年度）

地球温暖化防止（生産・物流） 追加情報
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■ 商品別の物流経路
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■ 物流CO2排出量と削減率（国内）
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揚港・
出荷港の変更
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輸入部品輸送に
SP部品容器を活用

完成車の海上輸送は
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｢ミルクランシステム｣
推進

内航船の
効率的運用

コンテナ
充填率向上

「ハブ＆スポーク」
の拡大

JR輸送化の拡大
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 生産
 全埋立廃棄物ゼロを目指して
　マツダは、2010年度までに国内主要4拠点※2で全埋立廃

棄物量をゼロレベルにすることを目標に掲げ、副生物・廃棄物

の発生量削減と分別・リサイクル強化を推進してきました。そ

の結果、当初の目標を2年前倒して、2008年度に全埋立廃

棄物量の完全ゼロを達成、2009年度もこれを継続しました。

　今後もこの状態を維持するため、活動を続けていきます。

 物流
 梱包・包装資材の削減
　マツダは、容器のリターナブル化や包装仕様の簡素化、資

材の再利用などの3R活動（リユース/リターナブル、リデュー

ス、リサイクル）を推進しています。また、2009年度は、各輸

送拠点ごとに行われていた無駄な仕分・梱包を見直し、生産

拠点（サプライヤー・工場）から現地生産拠点まで、一つの梱

包で輸送するなど、さまざまな施策を行うことで、1990年度

比42％削減、前年度比1,300ｔの梱包・資材を削減しました。

※2 本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 中関地区

 3Rに配慮した事業活動
　マツダは、自動車のライフサイクル全過程において3R

（リデュース・リユース・リサイクル）を軸とした、リサイク

ル・省資源の取り組みを行っています。

 開発
 リサイクルに配慮した開発・設計
　自動車の材料には、鉄、アルミニウム、樹脂、レアメタル

など限りある資源が含まれています。

　マツダでは、以下の取り組みを推進することで、新車の

リサイクル性を向上させています。

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

2.	ASR※1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

※1 Automobile Shredder Residueの略。ボディガラ（使用済自動車から、
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。

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も取り組んでいます。

リサイクル・省資源

2009年度の実績
●	国内主要4拠点での全埋立廃棄物量ゼロ
●	梱包・包装資材の1990年度比42％削減
●	使用済自動車リサイクル実効率97％
●	市場捐傷バンパー回収本数85,520本

開発

リサイクルに配慮した
開発・設計使用済

自動車

リサイクルシステム
構築・推進

生産

廃棄物の削減と
リサイクルの推進

物流

梱包・包装資材の
３Rの取り組み

補強部分

薄肉構造

締結点

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

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

ATシフトノブ
熱可塑性エラストマー（TPO）採用

ダッシュインシュレータ
遮音材と吸音材を同素材の
熱可塑性フェルトに統一

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

■ 2009年度の生産領域における副生物・廃棄物のリサイクル
原材料・エネルギー

総合リサイクル率:100％

製品
副生物・廃棄物 工場内リサイクル 工場外リサイクル

工場

100.0％ 52.3％
・金属くず
・鋳物砂

 47.7％
・集じん砂
・金属くず

RFIDを活用したリターナブル
容器管理センター内の作業

ミッション工場内で行っている
海上コンテナへの積み込み作業
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 使用済自動車
 日本での自動車リサイクル法への取り組み

　マツダは日本の自動車リサイクル法に基づき、指定3品

目（フロン類、エアバッグ類、ASR）を適切に処理するだけ

でなく、独自の技術や取り組みにより、積極的にリサイク

ルを行っています。

　特にASRについては、日産自動車（株）、三菱自動車（株）

など13社で設立した「ART」※3を通じて、法令順守と再資

源化率向上を推進しています。

　また、販売会社ではリサイクル料金の受け取り、使用済

自動車の最終所有者からの引き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。

■ 2009年度の再資源化（リサイクル）実績

※3 「自動車破砕残さ再資源化促進チーム（ART：Automobile shredder 
residue Recycling promotion Team）」

	欧州・台湾・中国でのリサイクル推進
　マツダでは、海外でも各国・各地域の法律に基づいて、自

動車のリサイクルを推進しています。

	使用済部品の回収・リサイクルの推進
　マツダでは、使用済部品のリサイクルだけでなく、修理・

交換した市場損傷バンパーを全国の特約販売店から回収

し、独自の技術で新車のバンパーなどにリサイクルして

おり、リサイクル技術の向上に積極的に取り組んでいます。

2009年度では、85,520本（回収率80％相当）を回収し、

新車の樹脂材料としてリサイクルしました。
　関連情報＞＞P13-14

	リサイクル部品の活用
　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行っています。

　また、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、リビルド部

品として販売しています。

	非鉄金属・貴金属についての取り組み
　マツダでは広島県の関連業者と共同で、自動車に使用

されているハーネスや基板など希少価値の高い非鉄金属・

貴金属を国内で資源循環する活動に取り組んでいます。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
使用済自動車のマテリアルリサイクルの技術開発、全埋立廃棄物量の推移など

■  主要な取り組みテーマと主な施策と状況、効果　

3Rの推進：
KD、SP部品梱包のリユース/リターナブル、
リデュース、リサイクルの推進

2009年度
効果2009年度の主な施策と状況

1,300t

KD用ミッション、車体部品梱包への導入拡大
SP用バンパー部品梱包への導入拡大など

生産拠点梱包・出荷の推進：

最終所有者

使用済自動車引取り業者
（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）

■ 使用済自動車リサイクルプロセス

使用済自動車

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

リサイクル実効率 　 97％
フロン類総引取り台数 　 154,646台
エアバッグ類引取り台数 　 103,114台
ASR総引取り量台数 　 195,658台

再資源化率
エアバッグ類 94.1％

ASR 80.0％
払渡しを受けた預託金総額 1,706,283,605円
再資源化等に要した費用の総額 1,688,792,166円※

※マツダにて別途要した費用を含みます

欧州
・法律に基づき、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負担
・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

台湾
2008年からスタートした自動車リサイクルの自主
取り組みに対応するため、フォードグループと連携を
図りながら、リサイクル業者向けに解体マニュアルの
提供手配などの活動を推進

中国
2010年の自動車リサイクル法の施行に向け、対応策を検討

■ 市場損傷バンパー回収本数の推移（国内）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
（本）

（年度）2005 2006 2007 2008 2009
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71,544

85,044 85,520

2009年リビルド部品販売実績
エンジン 2,521台、トランスミッション 2,000台



 開発
 使用済自動車のマテリアルリサイク
ルの技術開発

　マツダでは、廃棄物を再び原料として活用するためのマ

テリアルリサイクル（材料リサイクル）に向けた取り組み

を進めています。

　具体的な活動
●使用済自動車のガラスを再び自動車用ガラス原料な
どにリサイクルする技術について実証研究（自動車
メーカー8社※1による協同研究）
●樹脂部品を新車部品の材料としてリサイクルする取
り組みの検討（バンパーTOバンパーリサイクル技術）

 生産

 物流

※1 マツダ（株）、いすゞ自動車（株）、スズキ（株）、日産自動車（株）、富士重工
業（株）、三菱自動車工業（株）、三菱ふそうトラック・バス（株）、UDトラッ
クス（株）

リサイクル・省資源 追加情報
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■ 全埋立廃棄物量の推移　
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■ 梱包・包装資材の使用量と削減率
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※成行：前年度と同様の施策を行った場合の見込み値
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マツダは、環境に負荷を与える化学物質の全廃・低減に向け
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

	塗装時の環境配慮
「スリーウェット・オン塗装」は、「中塗り」「着色ベース」

「クリア」の3層をそれぞれ乾燥させないままウェットな状

態で塗り重ね、一回の焼付乾燥で仕上げることで、従来の

塗装方法に比べCO2排出量を15％、揮発性有機化合物

（VOC）※3排出量45％削減を実現しました。現在では、グ

ローバルにすべてのマツダの塗装工場で導入しています。

さらに、塗料に含まれるVOCと塗装工程で消費される

エネルギーによるCO2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」を開発

し、本社工場で導入しています。「アクアテック塗装」は、「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の排出量をさらに

57%削減、ボディ面積あたりVOC排出量をわずか15g/

㎡に抑制する、世界で最も環境負荷の少ない水性塗装技

術です。

	化学物質の適正な管理
マツダは、サプライチェーン全体で、地球環境や、人の健

康に負荷を与える化学物質の管理体制を強化し、使用把

握、リスク管理、環境負荷の少ない物質への転換を推進し

ています。

	欧州の化学物質規制「REACH」への対応
2008年6月1日から欧州で、化学物質規制「REACH」※1

が本格的に施行されました。これは、化学物質による環境リ

スクの最小化に向け、欧州で流通する化学物質の安全評価

を事業者に義務付け、その情報を欧州化学物質庁に登録し

て、生産者責任と予防原則の徹底を図るものです。

欧州、アメリカ、韓国、日本の自動車業界が連携しながら、

自動車のサプライチェーン全体で協力して対応しています。

 基本的な考え方
1992年の国連環境開発会議(地球サミット）において、

「生物多様性条約」が採択されて以来、世界規模の取り組

みが進められており、国連では、2010年を「国際生物多

様性年」と定めています。マツダは、日本経団連が2009

年3月に策定・公表した「日本経団連生物多様性宣言」の

趣旨に賛同し、「同宣言推進パートナーズ」に参加しまし

た。また、この宣言を尊重し、マツダ生物多様性基本方針

を策定する予定です。

※1 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
※2 Substances of Very High Concern
※3 Volatile Organic Compounds
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マツダは、生物多様性の重要性を認識し、
生態系保護のためのさまざまな取り組みを推進しています。

生物多様性への取り組み

広島マツダが「i-stop」搭載車の売上げの
一部で緑化活動を支援
　（株）広島マツダは、地元広島県の緑化推進を支援するため
に、環境にやさしいアイドリングストップ機構「i-stop」を搭載
したクルマを1台販売するたびに、広島マツダの負担で千円
を「広島県みどり推進機構」に寄付するキャンペーンを行いま
した。2009年7月〜2010年3月の期間中に75万8千円を
寄付しました。この寄付は、広島県内の植樹や森林整備などに
活用されます。

COLUMN

アクアテック塗装システム

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
車室内VOCの低減、PRTR対象物質の排出量削減など

マツダの対応
● STEP1 予備登録：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、対象となるすべてのサ
プライヤーへの説明会を開催し、2008年11月末まで
に予備登録を完了しています。

● STEP2 本登録：規制対象となる部品・調剤・意図的放
出物質についての本登録確認作業をサプライヤーと連
携を取りつつ遂行中で、2010年11月末までには作業
を完了予定です。

● その他：順次公表される高懸念物質（SVHC）※2につい
ては、届出または代替の対応が必要になる場合に備えて、
準備を行っています。



 生物多様性の具体的活動事例
●事業活動の分析や環境影響低減など

・ 新たな工場を建設する場合、生物多様性への影響を配慮

●自然再生など生物多様性への積極的な貢献
・ 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」

プロジェクト参画

・ マツダR&Dセンター横浜にビオトープ設置

・ ニュージーランドの国鳥で絶滅の危機に瀕している「キー
ウィ」の保護

・ 南アフリカの自然保護活動を支援「マツダ自然保護基金」

・ ニュージーランドで近年個体数が大幅に減少している「オオ
カバマダラ蝶」の保護

●省エネ・省資源、3Rなどの資源循環への取り組み
・ 開発：リサイクルしやすい部品や素材の開発・採用

・ 生産：副生物・廃棄物のリサイクル推進、全埋立廃棄物をゼロ

・ 物流：梱包・包装資材の3R推進

・ 使用済自動車：リサイクル推進

●自然や先人からの学び
・ 生物の構造や機能に着目した検討を継続的に実施（例：昆虫

の羽の発色構造を利用したクルマの塗装技術）

●生物多様性に資する技術の開発や活用
・ 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自

動車部品材料の研究開発を推進

●従業員対象の環境教育
・ 国内では、階層別教育実施（環境教育の一環として、生物多様

性への配慮についての教育）

●一般対象の環境教育
・ 改訂版グリーン調達ガイドラインで生物多様性の保全への

配慮について言及

・ マツダ財団が広島大学と合同で開催の科学わくわくプロジェ
クトにおいて生物分野の環境教育を実施

生物多様性への取り組み 追加情報
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 自動車部品の材料情報収集・管理
　マツダは、サプライチェーン全体で、鉛、水銀、カドミウ

ム、六価クロムといった環境負荷物質の削減を推進して

います。そのために、国際標準システム「IMDS」※1を用い、

サプライヤーの材料情報収集を行っています。

 鉛、水銀、六価クロム、カドミウムを削減
　マツダは、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。その結果、2007年2月

までに自動車工業会の自主目標をすべて前倒しで達成し

ています。

 車室内VOCの低減
　マツダでは、快適な車内環境を保つためにホルムアルデ

ヒド、トルエン、キシレンなどシックハウス症候群の原因

とされるVOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有

機化合物)の低減に取り組んでいます。 

　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年発売の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。

 温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減
　マツダでは温室効果ガスであるカーエアコン用冷媒「代

※1 International Material Data System

替フロン」の使用量低減に取り組んでいます。また、「代替

フロン」を使わない新しい冷媒のエアコンについても開発

を進めています。

 VOCの排出量削減
　マツダは、「マツダグリーンプラン2010」の目標であ

る「2010年度までにボディ塗装ラインの塗装面積当た

りのVOC（揮発性有機化合物）排出量を30g/㎡以下」の

達成に向けて、着実に活動を進めています。

　2009年度は、革新的な総合環境技術であるアクアテッ

ク塗装の導入開始や、継続的なシンナー使用量の削減活

動により、ボディ塗装ラインの塗装面積当たりの排出量

は31.7g/㎡まで削減しています。

　2010年は、30g/㎡の達成に取り組みます。

 PRTR対象物質の排出量削減
　2009年度のPRTR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）対象物

質の大気および水域への排出量は、アクアテック塗装の導

入や、シンナー使用量の削減活動によって、1998年度比

で59％減となる1,122トンに削減できました。

　今後もVOC低減、PRTR法対象物質の排出量低減に取

り組みます。

環境負荷物質の管理・削減 追加情報
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IMDS運用に関する取り組み
● IMDSをサプライヤーに適切にデータ入力していただ

くため、ガイドラインを毎年発行し、提供。
● ガイドラインとともに、当社に供給する部品、材料に関

して使用を制限（禁止または報告）する物質を規定した
「環境負荷物質管理基準」を発行。その物質数は、2010
年3月末時点で237。

● IMDSを通じて収集したデータは、車両のリサイクル可
能率の算出や欧州の化学物質規制REACHなど、各種
規制の対応にも活用。

■ 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



■ 2009年度　PRTR環境汚染物質排出・移動量 （※印は特定第一種指定化学物質 取扱量 500kg/年以上を記載）
本社工場 （第一種指定化学物質 取扱量 1,000kg/年以上を記載）

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

1 亜鉛の水溶性化合物 15,987 0 252 0 252 12,849 0 2,886 0 

29※ 4,4’−イソプロピリデンジフェニル 4,447 0 0 0 0 0 4,447 0 0 

30※
4,4’ーイソプロピリデンジフェニルと
1ークロロー2,3ーエポキシプロパンの
重縮合物（液状のものに限る）

2,607 0 0 0 0 2,607 0 0 0 

40※ エチルベンゼン 170,037 92,550 0 0 92,550 41,580 33,032 0 2,875 

43※ エチレングリコール 1,526,490 9 0 0 9 1,526,481 0 0 0 

63※ キシレン 652,650 254,226 0 0 254,226 193,057 129,760 0 75,607 

68※ クロム及び3価クロム化合物 92,681 0 0 0 0 91,920 0 758 3 

69※ 6価クロム化合物 1,852 0 0 0 0 1,094 758 0 0 

198※ 1,3,5,7 ーテトラアザトリシクロ
［3.3.1.13.7］デカン 124,395 0 0 0 0 0 124,395 0 0 

224※ 1,3,5ートリメチルベンゼン 57,664 27,311 0 0 27,311 4,220 11,752 0 14,381 

227※ トルエン 878,136 271,518 0 0 271,518 353,497 236,723 0 16,398 

231※ ニッケル 1,873 0 0 0 0 1,872 0 0 1 

232※ ニッケル化合物 2,791 0 337 0 337 960 0 1,494 0 

266※ フェノール 680,080 17 20 0 37 0 680,043 0 0 

272※ フタル酸ビス（2ーエチルヘキシル） 9,504 0 0 0 0 9,219 285 0 0 

283※ ふっ化水素及びその水溶性塩 4,320 0 691 0 691 0 0 3,629 0 

299※ ベンゼン 27,885 35 0 0 35 20,892 6,958 0 0 

310※ ホルムアルデヒド 257,246 2,403 0 0 2,403 0 254,843 0 0 

311※ マンガン及びその化合物 225,526 0 249 0 249 223,899 0 1,369 9 

346※ モリブデン及びその化合物 4,423 0 0 0 0 2,422 0 64 1,937 
合計 4,740,594 648,069 1,549 0 649,618 2,486,569 1,482,996 10,200 111,211 

三次事業所

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

40※ エチルベンゼン 5,021 0.59 0 0 0.59 0 5,020 0 0 

63※ キシレン 23,186 2.3 0 0 2.3 0 23,184 0 0 

224※ 1,3,5ートリメチルベンゼン 1,180 0.04 0 0 0.04 0 1,180 0 0 

227※ トルエン 50,435 18 0 0 18 0 50,417 0 0 

299※ ベンゼン 2,270 2.8 0 0 2.8 0 2,267 0 0 
合計 82,092 24 0 0 24 0 82,068 0 0 

防府工場 西浦地区

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

1※ 亜鉛の水溶性化合物 20,215 0 318 0 318 17,714 0 2,183 0 

30※
4,4’ーイソプロピリデンジフェニルと
1ークロロー2，3ーエポキシプロパンの
重縮合物（液状のものに限る）

9,123 0 0 0 0 9,123 0 0 0 

40※ エチルベンゼン 130,518 72,512 0 0 72,512 42,696 15,310 0 0 

43※ エチレングリコール 1,605,290 10 0 0 10 1,605,280 0 0 0 

63※ キシレン 410,438 163,416 0 0 163,416 197,231 31,971 0 17,820 

224※ 1,3,5ートリメチルベンゼン 63,072 33,029 0 0 33,029 8,662 5,633 0 15,748 

227※ トルエン 662,686 202,036 0 0 202,036 412,902 38,693 0 9,055 

232※ ニッケル化合物 3,964 0 479 0 479 1,366 0 2,119 0 

272※ フタル酸ビス（２ーエチルヘキシル） 15,994 0 0 0 0 15,514 480 0 0 

299※ ベンゼン 20,186 25 0 0 25 19,831 330 0 0 

311※ マンガン及びその化合物 5,790 0 297 0 297 3,709 0 1,691 93 
合計 2,947,276 471,028 1,094 0 472,122 2,334,028 92,417 5,993 42,716 

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

Sustainability Report 201033-③



■ サイト別環境データ 大気汚染物質

マツダは、大気や水質を保全するために、法規制よりも厳しい自主基準を定めて、
汚染物質の排出を適正に管理しています。

水・大気の汚染防止

 大気汚染防止
 法規制よりも厳しい自主基準値を設定

　マツダは、SOx（硫黄酸化物）やNOx（窒素酸化物）対策、

ばいじん、粉じん、ミスト対策、さらにVOC（揮発性有機化

合物）対策について、法規制値よりも厳しい自主基準値を定

めています。

 水資源の保存
 排水の浄化に努めるとともに、  
水資源を有効活用

　マツダでは、排水の公共用水域への排出にあたって、法規

制値よりも厳しい自主基準値を定めて日常的に管理し、法

規制値を余裕をもってクリアしています。また、生活系、工

程系などの排水系統ごとに適正に処理し、排水の浄化に努

めています。

　なお生産工程で用いる水は、ほぼ全量工業用水を使用し

ており、地盤沈下を引き起こす恐れのある地下水は一切使

用していません。また、三次事業所では雨水を池に貯水して

利用するなど、水資源を有効利用しています。

■ 排水処理システムの概要（本社工場）

［生活系］
トイレ
手洗い

［工程系］
冷却水
洗浄廃水

［雨水系］

［廃液系］
クーラント
洗浄廃液

廃水処理場

浄化槽

雨水貯槽

サブ廃水貯槽 メイン廃水貯槽

濃厚貯槽

高次処理

生物処理

凝集処理

油分離

廃水のポンプ移送

初期降雨のポンプ

バキューム車

初期降雨

社外処理

放流
放流

廃水のポンプ移送

し尿等の生活廃水の
浄化・殺菌
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防府工場 中関地区
大気汚染物質 単位 規制値 実績値（最大）

NOx 溶解炉 ppm 180 38

ばいじん
加熱炉 g/㎥N

0.25 < 0.002

0.20 < 0.002

溶解炉 g/㎥N 0.20 0.006

SOx
K値規制 K値 4.5 5.75

総量規制 ㎥N/h 17.47 0.76

三次事業所
大気汚染物質 単位 規制値 実績値（最大）

NOx
ボイラー ppm 250 160

ディーゼルエンジン ppm 950 740

ばいじん
ボイラー g/㎥N 0.30 0.058

ディーゼルエンジン g/㎥N 0.10 0.043

SOx K値規制 − 17.5 10.2

防府工場 西浦地区
大気汚染物質 単位 規制値 実績値（最大）

NOx
ボイラー ppm

150 56

130 78

乾燥炉 ppm 230 200

ばいじん

ボイラー g/㎥N 0.10 0.002

乾燥炉 g/㎥N

0.35 0.006

0.30 0.01

0.20 0.006

SOx
K値規制 − 4.5 0.001

総量規制 ㎥N/h 46.38 0.014

VOC 塗装施設 ppm 700 360

本社工場 

大気汚染物質 単位 規制値 実績値（最大）

NOx

ボイラー ppm
180 78 

150 62 

乾燥炉 ppm
250 120

230 16

溶解炉 ppm 180 99

ディーゼルエンジン ppm 950 650

加熱炉 ppm

200 43

180 35

150 56

130 91

ばい焼炉 ppm 220 54

ばいじん

ボイラー g/㎥N
0.30 0.0015

0.10 0.0013

乾燥炉 g/㎥N

0.40 0.0035

0.35 0.0015

0.20 < 0.004

0.15 0.0084

溶解炉 g/㎥N

0.40 0.018

0.20 0.17

0.10 0.0015

ディーゼルエンジン g/㎥N 0.10 0.02

加熱炉 g/㎥N

0.40 0.0018

0.25 0.011

0.20 0.025

ばい焼炉 g/㎥N 0.10 < 0.001

SOx K値規制 − 7 2.12

VOC　
塗装施設 ppm 700 371

洗浄施設 ppm 400 163



■ 水質汚濁物質

本社工場 （排水の放流先:猿猴川、海田湾）

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均
PH(淡水系) − 5.8〜8.6 7.5 6.6 7.0

pH(海水系） − 5.5〜9.0 7.5 6.6 7.1

BOD mg/L 120 3.3 ND < 1.5

COD mg/L 15 9.6 1.8 4.0

SS mg/L 150 7.1 ND < 2.7

油 mg/L 5 ND ND ND

銅 mg/L 3 0.03 ND < 0.01

フッ素(淡水系) mg/L 8 0.2 ND < 0.1

フッ素(海水系） mg/L 15 7.5 0.1 2.8

亜鉛 mg/L 2 0.33 ND < 0.08

溶解性マンガン mg/L 10 0.8 ND < 0.2

全窒素 mg/L 60 9.5 1.6 4.6

全リン mg/L 8 0.7 ND < 0.1

大腸菌郡数 個/㎤ 3000 460 ND < 23

フェノール mg/L 5 0.02 ND < 0.02

クロム mg/L 2 0.03 ND < 0.01

ホウ素(淡水系) mg/L 10 0.56 0.1 0.33

ホウ素(海水系） mg/L 230 2 0.1 1.2
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg/L 100 5 1.1 3.1

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水
銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2−ジ
クロロエタン、1.1−ジクロロエチレン、シス−1.2-ジクロロエチレン、1.1.1−トリクロロエ
タン、1.1.2−トリクロロエタン、1.3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカル
ブ、ベンゼン、セレン、溶解性鉄は全てNDであった。

三次事業所 （排水の放流先:馬洗川）

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均
pH − 5.8〜8.6 7.6 7.1 7.3

BOD mg/L 70 6.5 1.1 2.4

SS mg/L 70 8.0 0.7 2.5

油 mg/L 5 ND ND ND

フッ素 mg/L 8 0.3 0.3 0.3

亜鉛 mg/L 2 0.09 0.09 0.09

溶解性マンガン mg/L 10 0.3 ND < 0.2

全窒素 mg/L 60 2.4 2.4 2.4

全リン mg/L 8 0.02 0.02 0.02

大腸菌郡数 個/㎤ 3000 63 ND < 14

ホウ素 mg/L 10 0.05 0.05 0.05
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg/L 100 0.8 0.8 0.8

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水
銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2−ジ
クロロエタン、1.1−ジクロロエチレン、シス−1.2−ジクロロエチレン、1.1.1−トリクロロ
エタン、1.1.2−トリクロロエタン、1.3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカ
ルブ、ベンゼン、セレン、フェノール、銅、溶解性鉄、クロムは全てNDであった。

防府工場 西浦地区（排水の放流先:大海湾）

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均
pH − 5.0〜9.0 7.0 5.8 6.7

COD mg/L 40 11.3 2.9 8.0

SS mg/L 30 14 ND < 7

油 mg/L 2 ND ND ND

亜鉛 mg/L 2 0.39 0.09 0.2

全窒素 mg/L 60 6.7 0.6 3.5

全リン mg/L 8 1.67 0.01 0.6

大腸菌郡数 個/㎤ 3000 6 0 3

ホウ素 mg/L 230 0.39 ND < 0.2

フッ素 mg/L 15 1 0.71 0.86
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg/L 100 5.5 0.72 3.1

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル
水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2
−ジクロロエタン、1.1−ジクロロエチレン、シス−1.2−ジクロロエチレン、1.1.1−トリ
クロロエタン、1.1.2−トリクロロエタン、1.3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チ
オベンカルブ、ベンゼン、セレン、フェノール、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロムは全て
NDであった。

防府工場 中関地区（排水の放流先:大海湾）

水質汚濁物質 単位 規制値
実績値

最大 最小 平均
pH − 5.0〜9.0 8.0 7.2 7.6

COD mg/L 40 13.0 3.8 7.9

SS mg/L 30 7.4 ND < 3.9

油 mg/L 2 0.8 ND < 0.5

亜鉛 mg/L 2 0.12 0.12 0.12

全窒素 mg/L 60 8.5 2.3 5.1

全リン mg/L 8 1.1 0.064 0.27

大腸菌郡数 個/㎤ 3000 63 14 39.0

ホウ素 mg/L 230 0.2 ND < 0.2

フッ素 mg/L 15 0.12 ND < 0.12
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg/L 100 4.5 4.4 4.45

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、ト
リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2−ジクロロエ
タン、1.1−ジクロロエチレン、シス−1.2−ジクロロエチレン、1.1.1−トリクロロエタン、
1.1.2−トリクロロエタン、1.3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、
ベンゼン、セレン、フェノール、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロムは全てNDであった。
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マツダの環境取り組みについて、社内外の理解を促進するため、
ステークホルダーとのコミュニケーションを積極的に行っています。

環境コミュニケーション

 基本的な考え方
マツダでは、ステークホルダーの皆さまとともに、環境

保全に取り組んでいくために、積極的に環境コミュニケー

ションを行っています。

 マツダ環境技術フォーラム2010
　2010年2～3月の3日間、マツダR＆Dセンター横浜

において「マツダ環境技術フォーラム2010」を開催しま

した。このイベントは、一般のお客さま、株主さま、学生の

皆さまを対象に、2007年より継続開催しています。今年

は、3日間で延べ282名の方に参加いただきました。

　以下のようなプログラムでイベントを実施し、これらの

活動を通して、マツダの環境技術について理解を深めてい

ただきました。

・マツダのCSR・環境の考え方

・現在および将来の環境技術の紹介

・水素ロータリーエンジン車の同乗走行

・マツダ独自のアイドリングストップ機構「i-stop」搭載車の試乗

　また、当日の内容について、10名ずつのグループに分か

れ、マツダ従業員とのフリートークを実施しました。お客

さまからいただいたご意見は、今後の取り組みに活かして

いきます。

 環境展示会・イベントへの参加
　マツダは、ステークホルダーの皆さまにマツダの環境の

取り組みを理解していただくと同時に、ステークホルダー

の皆さまと交流を図る機会と捉えて、環境関連の展示会・

イベントへ積極的に参加しています。世界中で開催され

るモーターショーで先進的な環境技術の紹介をしたり、各

種イベントで、水素ロータリーエンジン車の同乗走行など、

さまざまな方法で環境コミュニケーションを行っています。

　2009年12月の「エコプロダクツ2009」では、第6回

エコプロダクツ大賞の国土交通大臣賞を受賞したi-stop

搭載車のアクセラをはじめ、環境配慮型の商品や技術展

示を行いました。また、マツダは、出展時の環境負荷低減に

も配慮していることが認められ、同展示会で、700を超え

るブースの中から、「環境配慮ブース」3つの中の１つに選

定されました。

 サステナビリティレポートやウェブサ
イトでの情報開示

　マツダの環境・社会活動の年次報告書として、サステナ

ビリティレポートを発行し、積極的な情報開示を行って

います。また、ホームページでは、サステナビリティレポー

トの内容に加えて、具体的な活動事例や詳細な環境負荷

データなどを掲載すると同時に、マツダの環境技術を紹

介するページなどを設けています。

 社内啓発活動
　従業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、さまざまな取り組みを行ってい

ます。例えば、6月の環境月間に、環境保全に役立つ改善ア

イディアを募集し、優秀な事例を表彰しています。2006

年度から継続実施しており、表彰されたアイディアは社

内に公開しています。2009年度は応募範囲を従業員だ

けでなく従業員の家族まで拡大し、1,111件の応募があ

りました。2010年度は、国内グループ会社にも拡大して

います。

　このほかにも、環境意識の啓発と健康増進のため、2km

以上の徒歩通勤者に通勤手当（1,500円/月）を支払う「エ

コ・ウォーク通勤」制度を設けるなど従業員の環境意識向

上に取り組んでいます。
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社外：	イベント、各種発行物などによる環境情報の開示、
ステークホルダーとの意見交換

社内：	マツダグループ全体への環境教育・啓発活動

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
環境イベントへの参加車室内VOCの削減、PRTR対象物質の排出量削減など

マツダ環境技術フォーラム2010
ステークホルダーの皆さまからのご意見
●	先端技術を実体験でき、大変勉強になるフォーラムだった。
●	試乗・同乗走行により普通のクルマとの違いを体感で
きて良かった。

●	内燃機関の改良をもっとがんばってほしい。
●	目先に捉われず本質を見て環境に良いクルマをつくっ
ている説明に感動した。

●	燃費向上、環境負荷低減は、当然のこととして運転する
楽しさを実感できるクルマをつくり続けてください。

CSR・環境・社会活動ホームページ
http://www.mazda.co.jp/csr/

エコプロダクツ2009 ル･マンで開催された新エネルギー車
のデモ走行イベントへ参加したRX-8
ハイドロジェンRE

環境技術ホームページ
http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/env



 環境イベントへの参加（2009年度）

環境コミュニケーション 追加情報

Sustainability Report 2010 34-①

イベント名 主催 日程 対象 内容

人とくるまのテクノロジー展
2009 （社）自動車技術会 5/20-22 一般

（自動車関係者中心）

（展示）新型アクセラ、i-stop技術
（試乗）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
（パネル展示）シングルナノ触媒、軽量化、空力ほか

エコカーワールド2009 環境省、（独）環境再生
保全機構、横浜市 6/6-7 一般

（展示）新型アクセラ、デミオ、i-stop技術
（試乗）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
（パネル展示）水素RE、i-stop

広島県環境の日 広島県 6/7 一般
（展示）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド、RX-8ハイドロジェンRE、
新型アクセラ（i-stop搭載）

（パネル展示）水素RE、i-stop

瀬戸内水素キャラバン 中国経産局 7/27-30
・各社の水素燃料自動車が堺市〜北九州市（若松）までの約300kmをキャラ

バン走行するイベント。
・マツダはプレマシーハイドロジェンREハイブリッドで参加。

キッズエンジニア （社）自動車技術会 8/21-22 小学生・一般 (展示)RX-8ハイドロジェンRE、ロータリーエンジン模型
（説明）環境問題、水素ロータリーエンジンの説明

山口いきいきエコフェア 山口県 10/17-18 一般
（展示）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
（試乗）i-stop
（パネル展示）環境への取り組み、水素RE

EVフェスティバル 日本EVクラブ 11/3 一般 （展示）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
（パネル展示）水素RE

ひろしま温暖化ストップ!
フェア

広島市地球温暖化対
策地域協議会、広島市 11/7 一般

（展示）ロータリーエンジン模型
（パネル展示）i-stop技術、マツダ スカイ コンセプト、プレマシーハイドロジェ
ンREハイブリッド

エコプロダクツ展 （社）産業環境管理協会、
日本経済新聞社 12/10-12 一般

（展示）新型アクセラ、i-stop技術、マツダ スカイ コンセプト
（試乗）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
（パネル展示）水素RE、i-stopほか
・「第6回エコプロダクツ大賞（国土交通大臣賞）」、「環境配慮ブース賞」受賞

ストップ地 球 温 暖 化 県 民
参加イベント「うちエコしま
SHOW」

広島県 12/23 一般
（展示）プレマシーハイドロジェンREハイブリッド、ロータリーエンジンカット
モデル、新型アクセラ（i-stop搭載）

（パネル展示）水素RE、i-stop



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。 

マツダは、グループ会社やサプライヤー、販売会社を含むサプライチェーン全体の
マネジメント体制構築に取り組んでいます。

環境マネジメント

 環境マネジメント体制
マツダは、社長を委員長としたCSR経営戦略委員会の

もとに、「商品環境委員会」「事業サイト環境委員会」、「社会

貢献委員会」の3つの委員会を設置し、グループ会社を含

めた環境マネジメントを推進しています。

 環境マネジメントシステムの構築
マツダグループでは、グループ会社およびサプライ

チェーン全体で、環境に配慮した事業活動を規格に基づ

いて効果的に行うために、ISO14001などの環境マネ

ジメントシステム（EMS:Environmental	Management	

System）の構築を推進しています。

進捗状況
●		マツダを含めた国内外のグループ会社（製造系関連企業）
13社で、国際規格のISO14001の認証の取得を完了

●		国内の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」を順次導入（2010年3月時
点で4社に導入）

●		国内の部品販売会社全4社に対して、マツダ独自の環
境マネジメントシステムを順次導入（内1社は導入済）

 「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

るため、「マツダグリーン調達ガイドライン」を制定し、世

界中のサプライヤーに適用しています。この中で、環境に

配慮した取り組みを行っ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。

ガイドラインの内容は直近の環境動向に即して見直し

を行っており、2010年7月に、従来の内容をさらに充実

させて改訂しました。

 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EMS構築を支援してきました。

※1 中小企業者等の幅広い事業者に対して、環境省が策定した簡易な環境
マネジメントシステム。
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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

商品環境委員会
委員長：研究開発担当役員

社内各部門

国内外グループ会社

事業サイト環境委員会
委員長：環境担当役員
副委員長：生産・物流担当役員

社会貢献委員会（P40参照）

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・推進員

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）

■ マツダ環境推進体制（2010年3月31日時点）



 LCA（ライフサイクルアセスメント）
マツダは、クルマの製造過程、使用段階、使用後まで、ラ

イフサイクル全体で環境負荷低減に取り組んでいます。独

自のLCA※2を確立し、各段階での環境負荷を把握し、ク

リーンエネルギー車や従来ガソリン車の新型車の環境改

善効果を確認しています。2009年は新型プレマシーの
LCAを実施し、従来型車に対し、CO2排出量などが低減し

ていることを確認しました。

 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

を把握し、活動の効率化を図っています。
集計期間：2009年4月～2010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）／（株）マツダE&T／マツダエース（株）
トーヨーエイテック（株）／マロックス（株））、国内持分法適用会社5社（ヨシワ工業（株）／（株）日
本クライメイトシステムズ／MCMエネルギーサービス（株）／（株）マツダプロセッシング中国／

（株）サンフレッチェ広島）、海外連結子会社5社（コンパニア コロンビアナ アウトモリスＳ.Ａ.／
マツダ（中国）企業管理有限公司／マツダモーター オブ アメリカ,INC.／マツダモータース オブ 
ニュージーランドLtd.／ＰＴマツダモーター インドネシア）、海外持分法適用会社4社（オートア
ライアンス インターナショナル,INC.／オートアライアンス (タイランド) CO.,LTD.／長安フォー
ドマツダ汽車有限公司／長安フォードマツダエンジン有限公司）

※自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、一定の条件で、走行した場合の結果です。
※評価結果は指数で示しています。またCO2はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで排出され

るので、指数を別に示しています。上のグラフはSOｘの従来型（A）の排出量を1として各物質の排
出量を割合で表しています。

NOx : 窒素酸化物（Nitrogen Oxide）
NMHC : 非メタン炭化水素（Non Methane Hydrocarbons）
PM : 粒子状物質（Particulate Matter）
SOx : 硫黄酸化物（Sulfur Oxide）

■新型プレマシーのLCA評価

廃棄・リサイクルメンテナンス使用車両の製造素材の製造
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※2 製品の原料調達から製造、使用、リサイクル・廃棄までの環境に与える影響を算出し、評価する手法

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
環境監査の実施、環境法令順守・リスクマネジメントなど

■ 環境保全コスト （単位：百万円）

分類 主要活動内容
　マツダ単体 マツダグループ全体

投資額 経費額 合計 投資額 経費額 合計

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 813 1,919 2,732 857 2,579 3,436

地球環境保全 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 354 646 1,000 437 696 1,133

資源循環 資源の有効活用、廃棄物のリサイクル、廃棄物処理・処分 195 1,082 1,277 218 1,689 1,907

上下流 容器回収、使用済自動車のバンパー回収 0 229 229 0 236 236

管理活動 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 27 1,073 1,100 37 1,428 1,465

研究開発 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 707 29,044 29,751 744 30,115 30,859

社会活動 緑化・美化・景観改善、地域住民・団体への支援、情報提供など 0 84 84 0 94 94

環境損傷 − 0 0 0 0 0 0

合計 2,096 34,077 36,173 2,293 36,837 39,130

■ 環境保全効果 

分類
マツダ単体 マツダグループ全体

環境保全効果 経済効果（単位：百万円） 経済効果（単位：百万円） 

地球環境保全 地球温暖化防止
生産領域 CO2排出量（売上高あたり） 31.3t-CO2/億円 − −

物流領域 年間輸送量 47,361万t-km/年 − −

資源循環 資源有効活用・リサイクル
シェル砂 36,718t/年 23

6,367
鋼屑類 118,843t/年 6,295

上下流 製品・商品のリサイクル 廃バンパー回収本数 85,520本/年 − 56

その他 有価物売却

金属類 101,822t/年 2,494

2,706

シンナー、廃液 595t/年

9
空ドラム、ホイール、廃タイヤ 17,515本/年

回収砂、プラスチック類、ダンボール屑 805t/年

木製パレット類 646t/年

合計 8,821 9,129



 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・防府工場の区分で内部監査

と外部審査機関による監査を実施しています。2009年

の内部監査では重大な指摘は0件でした。

監査結果は経営層へ報告し、迅速かつ適切な是正を

行っています。

 外部監査の実施状況
外部審査機関による審査

審査機関：ISO140001審査登録機関

内容：定期審査又は更新審査

頻度：年1回

 内部監査の実施状況
審査員：内部監査員（外部審査機関による教育を受け、一

定の資格を認定された幹部社員）

内容：各部門で必要な項目

頻度：年1回

その他：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。

 環境法令順守・リスクマネジメント
マツダは事業活動における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、法令を順守するのはも

ちろん、独自の厳しい基準を設け、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。

 感覚公害の防止
発生源の改善や防音・脱臭などの対策を強化

感覚公害とは、騒音・振動、臭気などにより人体に感覚

的・心理的影響を与えるものです。人の感覚に関わる騒音

や振動、臭気などについては、法規制値をクリアしていて

も周辺の住民に不快感を与えることがあります。そこで

マツダでは、発生源の改善や防音・脱臭などの対策の強化

を計画的に進めています。

 環境リスクマネジメントの
　具体的な取り組み
● 各工場・事業所で、環境汚染や事故などを想定した訓練

を定期的に実施
● 大気汚染、水質汚濁などの環境モニタリングを定期的

に実施

環境マネジメント 追加情報
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■ 外部監査の実施状況

　 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

指
摘
事
項
件
数

重大な不適合 0 0 0 0 0

軽微な不適合 1 2 1 0 1

観察事項 8 9 6 9 7

■ 内部監査の実施状況

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

指
摘
事
項
件
数

重大な不適合 0 0 0 0 0

軽微な不適合 36 20 21 21 11

観察事項 122 142 139 107 96

■ 内部監査員の推移
　 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

内
部
監
査
員
数

広島地区※ 524 467 481 527 523

防府工場 111 144 161 161 117

サテライト事業所 28 0 0 0 0

合計 663 611 642 688 640

※R＆D部門の監査員の数を含む。

■ ISO14001の認証取得一覧
環境マネジメント：国内生産拠点・事業拠点におけるISO14001の認証取得

広島地区
本社工場

2000年6月
三次事業所

防府工場
西浦地区 1998年9月

中関地区（拡大） 1999年9月

海外生産拠点におけるISO14001の認証取得

AAT オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.（タイ） 2000年5月

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

国内連結子会社（販売系を除く）5社におけるISO14001の認証取得

(株)マツダE&T※ 2000年6月

トーヨーエイテック(株)※ 2000年6月

マツダエース(株)※ 2000年6月

マロックス(株)※ 2000年6月

倉敷化工(株) 2001年12月

※の会社は、マツダ広島地区として一括認証取得

■ 環境モニタリング
環境モニタ
リング項目 モニタリング対象 モニタリング項目 モニタ

リング数

大気
ボイラ、溶解炉、
加熱炉、
乾燥炉 他

硫黄酸化物、窒素酸化物、
ばいじん、揮発性有機化合物
の4項目

約420／年

水質 廃水処理水 カドミウム、シアン、有機燐、鉛、
六価クロム等の42項目

約1,700／
年

騒音・振動 敷地境界線 騒音レベルの1項目 約20／年

臭気 敷地境界線 臭気指数の1項目 約10／年

廃棄物 鉱さい、汚泥、
ばいじん 他

カドミウム、シアン、有機燐、鉛、
六価クロム等の26項目 約450／年

■ 法令違反、苦情（2009年）
件数 対策

法令違反、行政からの指導 0件 −

苦情
振動 1件 工場周辺の路面を整備し、部品などを運搬する際

の振動を低減するなどの対策を行っていきます。

臭気 3件 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。



 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、

全社的な環境教育を展開しています。また、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。

 環境教育体制

■ 環境教育実績

 日常の環境活動
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

サプライヤーの環境マネジメントシステム構築対応
状況
● 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（2006年度末）。
● 新規サプライヤーを含め、主要サプライヤーの認証
　 取得100%を継続（2009年度）。
● 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。
● 一部のサプライヤーおよび地場企業協同組合加盟企業
　を対象にして、環境法令順守状況の自己診断チェック
　シートを配布。

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。

※1 太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどによる発電や太陽熱などの、使
い続けても枯渇しない自然由来のエネルギー源を指す。これらのエネル
ギーは、CO2排出量がゼロか、極めて少ないという特徴も持つ。

再生可能エネルギーの使用
マツダでは、以下の通り再生可能エネルギー※1を使用して
います。

● 防府工場の通路灯の一部に太陽光発電を導入。

● マツダモーターロジスティクスヨーロッパで、　　
AlpEnergie社と契約し、同社から供給される、再生
可能エネルギーを起源とした電気を使用。

● マツダが、命名権を取得している広島市民球場（愛称：
MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島）に対し、スタ
ジアムでのナイター照明として環境に配慮したグリー
ン電力（再生可能エネルギー）を購入。2009年度は、
年間12万8千kWh、CO2換算で約87トンのCO2を
削減。

● マツダが冠スポンサーとして協賛する、プロ野球オー
ルスターゲーム（主催：社団法人日本野球機構）にグ
リーン電力を提供。 グリーン電力の提供にあたって
は、「グリーン電力証書システム」を利用。2009年度
は、「マツダオールスターゲーム2009」で使用されたナ
イター照明12,000kWh分の「グリーン電力証書」を
マツダが購入し日本野球機構に贈呈。CO2換算で約6.6
トンのCO2を削減。
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持分法適用会社におけるISO14001の認証取得

国
内

（株）日本クライメイトシステムズ 2000年5月

ヨシワ工業（株） 2002年4月

MCMエネルギーサービス（株） 1998年9月

海
外

長安フォードマツダ汽車有限公司 2008年12月

長安フォードマツダエンジン有限公司 2009年2月

管理者教育

資格取得教育 EMS審査員補・内部環境監査
員・環境関連資格取得

一般教育 係長教育

新入社員教育

一般従業員フォロー

部門教育

作業手順書教育

事故時処理訓練

職長教育

特定業務従事者教育

※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。

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

管理者教育 110 80 81 81 76

係長教育 270 258 187 134 118

職長教育 50 81 77 76 86

新入社員教育 769 677 1,005 923 705

単位：（人）
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マツダは、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」

2010年度目標 2009年度目標 2009年度実績

1. 環境を配慮した技術と商品の創造
① 排出ガスのクリーン化

［日本］大部分の乗用車でSU-LEV（★★★★）を達成する。 SU-LEV（★★★★）の導入を推進する。 98.2%の乗用車でSU-LEV（★★★★）を達成した。

［米国］Tier2／LEV2規制に適合した低排出ガス車の導入を
推進する。 Tier2／LEV2規制に適合する。 全ての車種で、Tier2／LEV2規制に適合した。

［欧州］次世代クリーンディーゼル車を開発、導入する。 新型ディ−ゼルエンジンの開発を推進する。 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）、CX-7を市場導入した。

② 燃費向上（CO2低減）

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

［米国］将来、より厳しくなると予想されるCAFE規制値（企
業平均燃費規制値）に適合する。 CAFE規制値に適合する。 CAFE規制値に適合した。

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

③ 車両の軽量化

車両重量の自主目標を達成する。 軽量化推進を行う。 アクセラ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。

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。

⑤ 代替燃料車の開発

水素ロータリーエンジン車の開発と導入を推進する。

・プレマシーハイドロジェンREハイブリッドの確実なリー
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。

・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。

・ノルウェーのHyNor（ハイノール）プロジェクトに、RX-8ハ
イドロジェンREのリース販売を開始した。

ハイブリッド車の開発を推進する。 ハイブリッド車開発を推進する。 ・トヨタ自動車とハイブリッドシステムの技術ライセンス供
与に合意した。

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。

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まで対応可能なフレックスフューエルエンジンを北米
市場に導入した。

⑥ 環境負荷物質使用量の低減

六価クロム:全廃する。 全廃を継続する。 全廃済み。

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。

カーエアコン冷媒の削減:1995年度比HFC使用量20%以
上削減する。 1995年度比HFC使用量20%以上削減する。 すべての車種で達成した。

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。

⑦ 車室内VOC（揮発性有機化合物）の低減

厚生労働省の定めた室内濃度指針値に全新型車で適合する。 VOC低減技術を新型車に展開する。 デミオ、アテンザ、ビアンテ、アクセラで達成した。

⑧ 自動車リサイクルの推進（開発段階）

自動車内装部品に使用できる外観 強度 耐熱性に優れた
バイオプラスチックの開発・実用化を推進する。

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。

・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を推進した。

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。

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。

※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。
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2010年度目標 2009年度目標 2009年度実績

2. 資源･エネルギーを大切にする活動
⑨ 廃棄物の低減

国内主要4拠点で全埋立廃棄物量をゼロレベルにする。 国内主要4拠点で全埋立廃棄物量のゼロを継続する。 国内主要4拠点で全埋立廃棄物量のゼロを継続した。

梱包･包装領域で1990年比資材使用量を40%以上削減
する。（当初目標）

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。

梱包･包装資材使用量を1990年度比42.6%削減し、2009
年度目標を達成した。

⑩ 温暖化防止

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。

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。

国内主要4拠点で1990年度比CO2総排出量を43.5%削減
した。※2

物流領域でCO2排出量（原単位）を1990年度比20%以上
削減する。（当初目標）

物流領域でCO2排出量（原単位）を2008年度実績からさ
らに1.0%上乗せし、21%とする。

物流領域でCO2排出量（原単位）を1990年度比32.0%削減
し、2009年度目標を達成した。

⑪ 自動車リサイクルの推進
・ 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%以上を維持する
・ 車両全体のリサイクル実効率:95%以上を維持する

・ASRリサイクル率:79%

・車両全体のリサイクル実効率:96%

・ASRリサイクル率80.0%を達成した。

・車両全体のリサイクル実効率97%を達成した。

・ マツダ特約販売店からの市場損傷バンパーの回収量　　
回収率80%（88,000本/年）以上とする。 ・回収量 88,000本/年以上とする。 ・回収量 85,520本/年となった。

3. クリーンさを追及する事業活動
⑫ VOC排出量低減

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32g/㎡以下とする。 塗装面積当たりの排出量を31.7g/㎡まで削減した。

4. 事業活動の仲間と共に、よりよい環境づくり
⑬ 購買取引先との活動充実

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。

・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。

・主要取引先はEMS構築100%を維持した。

・2次取引先（間接取引先）でのEMS構築または導入準備を
完了した。

⑭ 販売会社の環境保全活動推進

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。

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。

マツダ・マツダアンフィニ系販売会社及びマツダオートザ
ム系販売会社でエコアクション21の導入を開始した。

⑮ 部品販売会社の環境保全活動推進

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。

EMSの導入を連結部品販売会社のマツダパーツ㈱から開
始する。

・連結部品販売会社のマツダパーツにEMS導入を完了、運
用を開始した。

・未導入部品販売会社3社への2010年度EMS導入準備を
完了した。

⑯ 環境啓発活動の推進

・従業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

・従業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

・社長メッセージの放送
・環境改善アイデア提案の募集
・ウェブ環境パネル展示
・クールビズ、ウォームビズの推進
・夏季および冬季の省エネ活動の展開

5. 社会や地域と共に、よりよい環境づくり
⑰ 社会とのコミュニケーション推進

環境イベントの開催、積極的参加を行う。 ・環境への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。

人とくるまのテクノロジー展2009（5月）、エコカーワール
ド2009(6月)、広島環境の日（6月）、瀬戸内水素キャラバ
ン（7月）、キッズエンジニア（8月）、山口いきいきエコフェ
ア（10月）、EVフェスティバル（11月）、広島温暖化ストッ
プ!フェア（11月）、エコプロダクツ展（12月）、うちエコしま
SHOW（12月）といった計10の環境イベントへ参加し、マ
ツダの環境への取り組みを紹介。

⑱ 社会貢献活動の推進

・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

・マツダボランティアセンターを通じた各種ボランティア活
動を実施（活動件数:42件、116名参加）。

・延べ約5,300名が清掃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82件の派遣を実施。

※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。



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

事業活動と環境負荷の全容
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（対象範囲）マツダ（株）／連結子会社 国内24社・海外3社／持分法適用関連会社 国内9社・海外4社
（対象期間）2009年度（2009年4月～2010年3月）

※1 エネルギーの使用量、温室効果ガス排出量および物流量は、「エネルギー使用の合理化に関する法律」（2008年）および「温室効果ガス 排出量算定報告マニュアル Ver.3.0」
　   （2010年）に基づいて算出しています。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。
※2 CO2排出量は、国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」に基づき、自家用乗用車（164g-CO2／人キロ）、鉄道（19g-CO2／人キロ）、飛行機（108g-CO2／人キロ）
　   として算出。（出所）国土交通省http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

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）
1,337t

14,861千㎥
水使用量

827千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
8,330t

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2009年度の実績値）

損傷バンパー回収・リサイクル

85,520本

購 買

490,240×103t-km

梱包・包装材
35,844t

13,455×103GJ

国内物流における
物流量 ※1

引取り量
4,118kg

引取り台数
15,871台

引取り量
43,376kg

引取り台数
138,775台

灯油 都市ガス50 2,025

電力 軽油 一般炭8,580 56 500
A重油 ガソリン コークス131 83 478

産業用蒸気C重油 LPG91 104 1,357

引取り総重量 32,720t

再資源化重量 15,297kg
引取り量 226,138個
引取り台数 103,114台

再資源化重量 28,299t
引取り台数 181,324台

引取り総重量

47,494kg
引取り総台数

154,646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
236t

排水量
7,313千㎥

298,131t

排出量1,272t  移動量232t

※1

国内物流における
温室効果ガス
排出量

※2

※1

出張・通勤におけるCO2排出量　 ［マツダ単体］
出張 431t-CO2  
通勤（クルマ・バイク） 8,897t-CO2

商品自走や営業車両からのCO2排出量

78,859t-CO2

822千t-CO2

［車両、海外生産部品、OEM車などを含む］

963,328台
出荷台数

CO2排出量 818千t-CO2
CO2以外の温室効果ガス排出量 4千t-CO2

218,865台国内 744,463台海外

● 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
● 環境法令順守と環境美化の推進

● 損傷したバンパーの回収や
　リサイクル

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

NOx排出量
392t

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］

57,938t-CO2

エネルギー使用量 ※1

AI
Fe

CO2

CO2

CO2

SOX

NOX

ウェブ



社会貢献
41   国内での取り組み 

43   海外での取り組み

 基本的な考え方
　グローバルにビジネスを展開しているマツダは、それ

ぞれの地域のニーズに即した社会貢献を積極的・継続的

に行い、良き企業市民としての責任を果たしていきます。

 3つの柱
　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、地域に根ざした活動を推進して

いきます。

 推進体制
　マツダは、2010年5月に「社会貢献委員会」を新たに

設置しました。委員会では、CSR経営戦略委員会で決定

した方針のもとに、マツダグループ全体の課題を討議し

情報を共有化します。関連部門で構成するワーキンググ
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ループでは、具体的な活動内容を検討します。

　今後は、定期的に（年2回）社会貢献委員会を開催し、グ

ローバルおよびグループ視点で活動を強化します。
※日本、北米、オーストラリア、ニュージーランド、コロンビア
では、別途マツダ財団を通じての活動を実施

■ 推進体制図

 社員のボランティア
　社員がボランティア活動に積極的に取り組めるよう、

支援を行っています。
●	活動する機会の提供（スペシャリストバンク、ボラン
ティアセンターなど）

●	活動する費用の一部補助（カフェテリアプランなど）
●	活動に伴う休暇の支援（ハートフル休暇制度に含ま
れるボランティア休暇など）　

環境・安全

人材育成 地域貢献
社会の基盤であり、か
つ企業活動の要とな
る「人」、次世代を担う
「人」の育成

良き企業市民として、
地域の社会的課題に
対応

自動車メーカーとして
の責任

社
会
貢
献

社
会
貢
献

CSR経営戦略委員会

社会貢献委員会
委員長：CSR・環境担当役員
副委員長：コーポレート業務推進担当、
グローバルマーケティング担当、国内営
業担当、海外販売担当、人事担当、東京本
社統括

社会貢献委員会ワーキングクループ（関連部門で構成）

事務局：CSR・環境部

実施体制

広島：マツダ地域貢献委員会

国内拠点

海外拠点



環境地域

マツダR&Dセンター横浜でのビオトープづくり

目的
生物多様性への貢献や周辺地域との共生、地域活動への貢献。

■ 2009年度の取り組み・実績
マツダR&Dセンター横浜（MRY）のある横浜市は、トンボ池整
備の推進と生息調査などを行う市民・企業・行政との共同事
業「トンボはドコまで飛ぶか」プロジェクトの展開や、緑の拡
充・活用を推進する「京浜の森づくり」を提唱しています。
MRYでは、この横浜市の事業に賛同し、水辺の生き物の生
息環境の整備や敷地内でのトンボの調査を行っています。
2009年5月と6月に水生植物の移植を、8月にはトンボの飛
翔調査を、市民ボランティア、学生、従業員が行いました。

地域

マツダ駅伝大会（広島、防府）

目的
工場敷地を解放したイベント開催による地域との交流促進。

■ 2009年度の取り組み・実績
マツダでは、本社（広島）は1981年から、防府工場は1984年から、
従業員だけでなく一般の方からも広く参加者を募り、工場の
敷地内をコースとする駅伝大会を継続して開催しています。
子どもから大 人まで 、遠くは九 州や東 海から参 加される
チームもあります。タイムを競うだけでなく、目立つよう工
夫を凝らすチームなど参加者がさまざまに楽しんでいます。
2010年の本社大会（3月）は、339チーム約2,000人、防府工場
大会（2月）は85チーム約1,300人のランナーがコースを駆け
抜けました。

地域

マツダスタジアムでの社会貢献活動

目的
マツダスタジアムを活用した地域活性化。

■ 2009年度の取り組み・実績
マツダは、命名権を取得した広島市民球場（愛称：MAZDA 
Zoom-Zoomスタジアム広島）の支援を通じ、さまざまな社
会貢献活動を行っています。
・グリーン電力の購入：スタジアムでのナイター照明として、

環境に配慮したグリーン電力を購入しています。2009年度
は、年間12万8千kWhを購入し、これはCO2換算で約87ト
ンの削減になります。

・スタジアム来場者数100万人ごとに1台、マツダの福祉車両
を社会福祉団体に贈呈しています。2009年は、8月に「ビア
ンテオートステップ車」を寄贈しました。

今後もウェブサイトなどを通じて球場の魅力的な情報を発
信し、地域の活性化に貢献していきます。
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国内での取り組み

マツダ船積み見学会

目的
見学会を通じた子どもの教育支援。

■ 2009年度の取り組み・実績
マツダは、小学5年生が社会科の授業で「日本の自動車産業」
について学習することをうけて、社会貢献活動の一環とし
て、1996年から「マツダ船積み見学会」を開催しています。こ
のイベントは、自動車専用運搬船を身近に見学できるとあっ
て毎年多くの参加者に好評いただいています。2009年度は、
小学4年生から中学生とその保護者の計76名の方が参加さ
れました。参加者の皆さんは、クルマが前後幅約30cm、横幅
約10cm間隔で正確に手際よく積み込まれていく過程に驚
いた様子でした。

人材

環境 安全 人材 地域　　　 環境保全に貢献する取り組み　　　　   安全に貢献する取り組み　　　　   次世代を担う「人」を育成する取り組み　　　　   地域に根ざした取り組み

※ マツダ本社のある広島地区では、一部の取り組みを「マツダ地域貢献委員会」にて組織的に行っています。
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多方面への寄付活動
■ 取り組み
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。
2009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、行政などに計約1億
6,580万円を寄付しました。

（財）マツダ財団の活動
　（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。
　2010年3月31日までの累積助成実績は1,477件、助成総額は12億8,000万円です。

　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。
　「科学わくわくプロジェクト」（広島大学との連携
事業）では、ジュニア科学塾「海洋生物に関する観察・
実験」などを実施しました。尾道の対岸にある広島大
学大学院理学研究科向島臨海実験所にて、 24名の
塾生が参加。船に乗って干潟に上陸し、生物を実地観
察したり、ムラサキウニの受精卵の分裂や幼生を顕
微鏡で観察し、 生命の不思議を体感しました。

分野 内容

科学技術の
振興

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26件
に3000万円の助成。

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15件に150万円の助成。

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、ジュニア科学塾「海洋生物に関
する観察・実験」などを開催。

青少年の
健全育成

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5件に400万円の助成。

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
32件の活動に800万円の助成。資金・人材・ノウハウにわたる総合支援を行っている。

講演会
財団の活動趣旨を広く皆さまに知っていただく活動の1つとして、講演会を開催。2009年度は、
ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャーの茂木健一郎氏を広島に招き「脳
を育てる習慣」という演題で開催。

■ マツダ財団の2009年度の活動

地域

北海道剣淵試験場
開放イベントを開催

目的
剣淵町民の皆さまとの交流を通して、感謝の気持ち伝える。

■ 取り組み
北海道旭川市の北部約50kmに位置する剣淵町に、毎冬クル
マの冬季耐寒試験を行っている「北海道剣淵試験場」があり
ます。試験場では、毎年試験員を温かく迎え入れてくださる
剣淵町民の皆さまに、感謝の気持ちを込めて、試験場を開放
して町民の皆さまを招待する交流イベントを行っています。

■ 2009年度実績
2010年1月、20回目を迎えた同イベントには、300名を超え
る方が参加されました。さまざまなゲームや、雪上ジムカーナ、
マツダのプロテストドライバーが運転する車に同乗いただい
て、雪上でのスリリングな走行を体験いただくなど、子ども
からお年寄りまで、皆さまに楽しんでいただきました。

グループ会社の取り組み　マロックス（広島県）

竹林整備によって
身近な緑地を保全

目的　身近な緑地を保護する。

■ 2009年度の取り組み・実績
マロックスは、地域と環境の両方に役立つ活動として、身近
な緑地を保護する広島市「ふれあい樹林」制度をサポートし
ています。これは、民有の緑地を里山の景観保全や自然との
ふれあいの場としての活用を目指すために、維持管理を市民
ボランティアが担う制度です。2010年2月、3月の2日間、広島
市南区の黄金山（楠那町）にある「ふれあい樹林」において、マ
ロックス従業員が広島市里山整備士の指導のもと竹林の整
備を行いました。参加人数は2日間あわせて28名となりました。
参加した従業員からは「初めての経験だったが指導者のお
かげで安心して作業できた」「楽しかったのでまた参加したい」
といった感想が聞かれました。
この活動を通じて地元の皆さんと従業員との交流の機会も
できました。「自然とのふれあい」「地元の皆さんとのふれあい」
を実現する場所になるよう活動を続けていきます。

環境

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
その他の取り組み

社
会
貢
献

社
会
貢
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 国内の取り組み
 マツダミュージアム

環境  安全  人材  地域

■ 目的

クルマづくりやクルマの歴史を通して企業活動を紹介し、

小中学校の社会科学習などを支援。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダミュージアムは、1994年の開館以来、年間約6万

人のお客さまが訪れる自動車産業見学施設です。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。また、館内はバリアフリー

仕様になっており、さまざまな方に気軽にご来館いただけ

るよう配慮しています。

● マツダミュージアムホームページ
　http://www.mazda.co.jp/philosophy/museum/

 マツダスペシャリストバンク
人材  地域

■ 目的

従業員の専門知識や特技を活かした人材を派遣。

■ 2009年度の取り組み・実績

「マツダスペシャリストバンク」は、専門的な知識・技術・技

能のほか、長年培ってきた特技・趣味などを持つマツダグ

ループの従業員・OB／OGをスペシャリストとして登録し、

地域から要請があった場合、派遣する組織です。この組織

は、1994年に開催された広島アジア大会の際、必要な

人材を提供するため人材バンクを設立したことがきっか

けでスタートしました。

マツダの環境への取り組みについて紹介してほしいと

いう依頼を受けて、小学校で出前授業を行ったり、中学

校・高校から、職場体験学習の一環として「働くこと」を

テーマとした講演をして欲しいという依頼を受けて、講

演を行うなど、同バンクを通じて、さまざまな取り組み

を行っています。2009年度は、広島県・山口県内におけ

る地域行事や、学校などに82件92名を派遣しました。

 社会科学習支援研修会
人材  地域

■ 目的

小学校の教員を対象とした地域の学校教育支援。

■ 2009年度の取り組み・実績

小学5年生が社会科の授業で「日本の自動車産業」につい

て学習することを受けて、より深く自動車産業を把握し

たいという教育現場からの要望に基づき、1999年から

「社会科学習支援研修会」を開催しています。第11回とな

る2009年度は、7月25日と8月25日に、「日本の自動

車産業」の担当教員を対象として研修会を開催しました。

広島県内から30名以上の教員が参加し、最初にマツダ

ミュージアムを見学し、その後、プレス・車体・エンジン組

立工場を見学しました。車両組立の技能訓練所では、実

際に工具を使って組立作業を体験するなど、クルマづく

りへの理解を深めていただきました。

 マツダ/YFUスカラシップ
人材

■ 目的

国際交流支援。

■ 2009年度の取り組み・実績

2009年7月14日、マツダ本社にて「マツダ/YFUスカラ

シップサマーアクティビティ」を開催しました。

「マツダ/YFUスカラシップ」とは、1984年に行われた

マツダの社名変更を記念し、YFU財団（米国に本拠を置

く高校生交換プログラムを実施している国際交流団体）

とマツダ財団USAがタイアップして創設したプログラ

ムです。26回目となる2009年は、米国の高校生を約6

週間、日本に招待しました。「マツダ/YFUスカラシップサ

マツダミュージアムの見学

小学校での出前授業

組立作業の体験実習

環境 安全 人材 地域　　　 環境保全に貢献する取り組み　　　　   安全に貢献する取り組み　　　　   次世代を担う「人」を育成する取り組み　　　　   地域に根ざした取り組み

社会貢献 追加情報
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マーアクティビティ」は、日本滞在期間のうち、1日をマツ

ダの経営者との懇談や、マツダのクルマづくりに触れる

ことを通じ、相互理解を深めてもらう企画です。2009年

は、YFU奨学生10名とホストファミリー10名、YFU地

区委員2名の計22名が、山内社長との懇談会や、水素ス

テーションやマツダミュージアムの見学、ものづくり現場

体験を行いました。

 キッズエンジニア2009
人材

■ 目的

自動車の最新技術や環境技術の体験学習を通じた子ど

もの教育支援。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダは、2009年8月21日と22日、名古屋市で開催

された「キッズエンジニア2009」（主催：社団法人自動車

技術会）に参加しました。このイベントは、クルマを通じて

小学生に体験的な学習の機会を提供することで、科学技

術やものづくりに興味をもってもらおうと2008年から

開催されています。

マツダブースでは、「未来の水素エンジン—不思議な、不

思議な、おむすびの物語—」と題した「未来の水素エンジ

ン」についての体験学習を実施。たくさんの子どもたちが

熱心に講師の話に聞き入り、楽しみながら体験実習を行

いました。

 2009ひろしまフラワーフェスティバル
地域

■ 目的

地域イベントへの積極参加による地域の活性化。

マツダ本社を訪れたYFU奨学生たち

■ 2009年度の取り組み・実績

2009年5月3日〜5日の間、33回目を迎える「2009

ひろしまフラワーフェスティバル」が開催されました。マ

ツダはこのイベントに初回から参加しており、マツダブー

スを出展しています。2009年は、コンセプトカー「大気」

の展示や、子どもたちに交通安全の正しい知識を楽しく

学んでもらうためのクイズコーナーなど、マツダの特色を

活かしたイベントを展開しました。

 バットの原料となるアオダモの木の植樹
環境  人材  

■ 目的

植樹を通して自然の大切さを啓発。

■ 2009年度の取り組み・実績

NPB（日本野球機構）の環境取り組みに共感し、2009年

7月24、25日に開催された「マツダオールスターゲーム

2009」の各試合前のセレモニーで、バットの材料となる

アオダモの木を植樹しました。その後、札幌ドーム、マツ

ダスタジアムには植樹記念のプレートを設置しました。

 夏休み親子教室
　「あなたもクルマのデザイナー」
人材  地域

■ 目的

未来を担う子どもたちの育成。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダは、クルマ社会の将来への夢を育て、ものづくりの

楽しさを子どもたちに実感して欲しいと考えて、広島市

主催の夏休み親子教室の一環として、2009年8月、小

学4年生〜中学生とその保護者（親子25組50名）を対象

に、「あなたもクルマのデザイナー」と題し、参加者の絵を

基にクルマがデザインされ完成車になるまでの過程の紹

介と、施設の見学会を行いました。

講師の話に熱心に耳を傾ける子どもたち

来場者でにぎわうマツダのブース
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 国内のボランティア活動
 マツダボランティアセンター

地域

■ 目的

人材を活用した地域貢献。

■ 2009年度の取り組み・実績
「マツダボランティアセンター」は、ボランティア活動を

希望するマツダグループの従業員とOB／OG、その家族

に登録してもらい、広島県を中心とした団体からの派遣

要請に応える組織として1996年に設立されました。

2009年度は42件116名が活動を行いました。

 福祉施設訪問ボランティア
人材  地域

■ 目的

地域との連帯感の醸成および共生。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダは、1986年から福祉施設訪問活動での交流など

を通じて、地域との連帯感の醸成・共生に努めています。

2009年度は4施設にボランティアで合計129名が訪

問しました。参加した従業員からは、「交流を通し視野が

広がった」「皆さんが喜んでくださるのでまた来年も参加

したい」との声があがりました。施設の方との交流を楽し

むとともに、新しい体験の場としても積極的にボランティ

ア活動に参加しました。

 地域清掃ボランティア
環境  地域

■ 目的

環境保全を通じた地域貢献。

 サンフレッチェ広島の支援
〜ACL仕様ユニフォームのスポンサー／マツダ・デー開催〜
地域

■ 目的

地元プロサッカーチームの支援を通じた地域スポーツ振興。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダは、サンフレッチェ広島の株主企業として、グルー

プ一体となってチームを応援しています。2009年はサ

ンフレッチェ広島が「AFCチャンピオンズリーグ2010

（ACL2010）」へ出場するにあたり、同大会で着用するユ

ニフォームのスポンサーとなりました。

また、2009年8月22日には、広島ビッグアーチで行わ

れたサンフレッチェ広島VS浦和レッドダイヤモンズの

試合を、「マツダ・デー」として労使で協賛しました。この日

は2009年シーズン最多となる2万7千人を超える入場

者となりました。

 地域の皆さまへのCSR講演会
地域

■ 目的

地域の皆さまにマツダのCSRについて理解を深めていただく。

■ 2009年度の取り組み・実績

本社のある広島県を中心に、大学や団体などの要請に

基づいて、CSRの取り組みについて講演を行っていま

す。2009年度は、2つの大学および1つの学会の延べ

128名の皆さまに対して、講演や質疑応答を行いました。

2010年度も、講演活動を継続し、地域の皆さまと意見

交換をしていく予定です。

大学でのCSR講演会

農園の整備を行う参加者たち

さまざまなボランティア活動

2009年8月22日に行われた「マツダ・デー」

社会貢献 追加情報

環境 安全 人材 地域　　　 環境保全に貢献する取り組み　　　　   安全に貢献する取り組み　　　　   次世代を担う「人」を育成する取り組み　　　　   地域に根ざした取り組み
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 東広島市国際交流フットサルリ−グ
　に東広島マツダ会として協賛

日本クライメイトシステムズ
人材  地域

■ 目的

東広島市に在住する外国人に対し、日本人住民との親交

およびレクリエ−ションの場を設ける。

■ 2009年度の取り組み・実績

国際交流を目的とするフットサルリ−グは、人種・国籍を

超えて楽しめるスポーツとして、広島県内の外国人在住

者が多い5つの地域で広く親しまれています。

東広島市では「東広島市国際交流フットサルリ−グ」の名称

を掲げ、2007年に開幕しました。地元の自治体、支援企業

や広島大学ボランティアの連携によって運営が行われてお

り、現在、参加24チ−ムの内外国人チ−ムは9チ−ムです。

日本クライメイトシステムズは、同リ−グを設立当初か

ら支援し、外国人従業員でチ−ムを編成して参加すると

ともに、会長および事務局を務める「東広島マツダ会」と

して、資金協力をはじめとする運営協賛を行っています。

また、毎年度末には「東広島マツダ会杯」を企画開催し、交

流イベントを催すなど、フットサルリ−グを通じて外国

人住民と地域住民の親交に貢献しています。参加者から

は「日本留学のいい思い出になった（中国・男性）」「このリー

グに参加したことで、外国人に対する心の壁がなくなり

仲間として付き合えるようになった（日本・男性）」「パスを

出せば心が通じる。日本人と外国人との交流が深まる良

い機会（オーストラリア・男性）」といった感想が寄せられ

ています。

 外国人研修生の地域社会との交流を
　サポート

マイクロテクノ
人材  地域

■ 目的

外国人研修生と地域社会との交流、地域イベントの支援。

■ 2009年度の取り組み・実績

マイクロテクノの本社がある東広島は、酒どころとして

有名で、毎年「酒まつり」が開催されています。2009年

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダは、全国の事業所で、行政が主催するクリーンキャ

ンペーンへの参加や独自の清掃活動をボランティアと

して行っています。定期的に工場・事業所周辺の清掃に

取り組むほか、従業員・OB／OGとその家族が河川などを

清掃する活動にも参加し、地域社会の一員として身近な

環境保全に努めています。2009年度は、広島県で延べ

1,339名が参加しました。

 国内グループ会社の取り組み
 若者を育てることでものづくり広島の

　活性化を
トーヨーエイテック

人材

■ 目的

青少年の人材育成に協力することで、ものづくり広島県

の活性化に寄与。

■ 2009年度の取り組み・実績

トーヨーエイテックでは、毎年夏に、高校生・大学生を対

象にインターンシップを受け入れています。

大学生向けは、夏休みの2週間程度、設計・開発・営業部

門などにおいて実習を行うもので、10年以上継続的に

実施しています。参加した学生からは「実際の現場に身

を置くことで就職活動を行う上で参考になった」「多面

的に考察することの必要性を学ぶことができた」といっ

た感想が寄せられています。

高校生向けは、産学官連携プロジェクト「ものづくり人材

育成連携推進委員会」のメンバーとなったことをきっかけ

に、2007年から実施しています。内容は、地元の工業高

校の生徒に対し、夏休みの2週間程度、旋盤・フライス盤

による加工実習を実施するもので生徒の職業意識醸成

に役立ててもらっています。その他工業高校に熟練技能

者を派遣して生徒に旋盤実習を指導したり、教員に向け

て旋盤・フライス盤の技能研修を行いました。

府中町での地域清掃ボランティア

東広島市国際交流フットサルリ−グ
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  ペットボトルのキャップとプルタブの
　回収活動

マツダプロセシング中国
環境

■ 目的

従業員による環境保全活動と意識啓発。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダプロセシング中国は、2007年10月からペットボ

トルのキャップと空き缶のプルトップの回収を行う取

り組みをスタートしました。これは、環境マネジメントシ

ステム「エコアクション21」導入に伴い、「従業員自身が

身近で容易に参加できる活動を始めよう」と社内で話し

合った結果始めたものです。社内で消費する飲料につい

ては、100％回収を目指すとともに、家庭での収集にも

力を入れています。

この取り組みにより、2009年9月、キャップ約600個

を「社会福祉法人 二葉会千田保育園」を通じ、回収機関

に届けました。また、2009年10月には、プルトップ1kg、

2010年１月にも同じく1kgを広島市東区役所に届け

ました。

  マツダ病院
地域

■ 目的

医療を通じた地域社会への貢献。

■ 2009年度の取り組み・実績

マツダ病院は、「温かい思いやりの心で、最新最良の医療

を提供し、社会に貢献する」という理念のもとに、地域の

中核病院として住民の皆さんの健康を守るとともに、従

業員および家族の医療や健康増進のための福利厚生施

設としての役割も果たしている一般急性期病院です。

2000年からは、毎月近隣公民館においてマツダ病院医

師による「公開医療講座」を無料開催しており、2009年

度も12回実施しました。

10月の「2009酒まつり」では、外国人研修生たちが、日

本人とのふれあい、地域とのふれあいを目的にボランティ

アスタッフとして子ども向けのくじ引きゲームの運営を

担当しました。日本語が得意な人も少し苦手な人も、遊

びに来た子どもたちにジェスチャーを交えながら景品交

換やチケットの受け渡しを手伝い、楽しい時間を過ごし

ました。また、マツダのグループ企業である日本クライメ

イトシステムズとともに、「東広島市国際交流フットサル

リーグ」にも参加し、外国人研修生と地域社会との交流

を促進しています。

  地域活性化の連携協定を締結
ヨシワ工業

地域

■ 目的

地域と会社の連携による相互の成長を目指す。

■ 2009年度の取り組み・実績

ヨシワ工業は、工場のある島根県吉賀町とともに、「地域

と企業の連携（一社一村しまね）」の協定を2007年6

月に締結し、交流人口の拡大、地域経済の活性化を図っ

ています。この連携は、従業員とその家族の利用促進の

ための町内観光施設の優待制度および地域産品の販売、

イベント協賛、地域社会貢献活動、企業と連携した求人

活動などです。

これにより、過疎化・高齢化の進む吉賀町にとっては、ヨ

シワ工業の従業員が地域と交流することで、交流人口が

増加し、地域産業への波及効果や、地域産品の顧客増、雇

用の拡大といったことが見込まれます。一方で、ヨシワ工

業にとっては地域資源を活用したビジネスの展開、従業

員への安心で安全な食材の提供、従業員と家族の福利厚

生、安定した従業員の確保などにつながり、両者にとって

多くのメリットがあります。

社会貢献 追加情報
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タイ

従業員の出身校への訪問活動
人材 地域

目的
出身地域に貢献することにより、従業員間の結束を
高めるとともに、地域の子どもたちに夢を与えて学
習意欲を高める。

■ 取り組み
マツダオートアライアンス（タイランド）（AAT）は、従業員の提
言をきっかけに、マツダ本社およびマツダ労働組合の協力を
得て、2004年から従業員が卒業した小学校を訪問する「バッ
ク・トゥ・エンプロイーズ・スクール」プロジェクトを実施してい
ます。小学校へは、文房具、スポーツ用品などを寄付しています。

■ 2009年度実績
2009年6月、ワット・アンパワナラム小学校とノン・パイゲ
オ小学校を訪問しました。

アメリカ

乳がん啓発活動
地域

目的  
女性の健康維持。

■ 取り組み・2009年度実績
オートアライアンスインターナショナル（AAI）の女性委員会で
は2009年10月、乳がんの早期発見、早期治療のための啓発
活動を行いました。
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タイ

コンピューターの寄付
人材 地域

目的
エイズで親を亡くした
り、経済的に恵まれな
い子どもたちへの支援。

■ 取り組み・2009年度実績
マツダセールス(タイランド)(MST)は、2009年8月ボランティ
アグループ「チェンマイ-広島フレンドシップグループ」を通じ
て、子どもたちにコンピューターを寄贈しました。
このボランティアグループには、 地元チェンマイのマツダ
ディーラーやマツダOB／OGの方々も協賛されています。

アメリカ

自然保護インターンシップ「SOAR」
人材環境

目的
自然保護活動と青少年の教育。

■ 取り組み
マツダ財団USAは、自然保護団体SCA（Student Conservation 
Association）と連携し、「セイブ・アワ・アメリカン・リソース

（SOAR）・プログラム」という活動を実施。自然保護活動と青
少年教育に取り組んでいます。

■ 2009年度実績
プログラムのスタートから12年で、500人の学生インターン
がアメリカ全50州とコロンビア地区にある200を超える天
然資源管理区域の保護活動に従事しました。インターンが保
護活動に従事した時間は35万時間以上に達し、これは、およ
そ100万人の訪問者に対し活動を行ったことになります。



ニュージーランド

国鳥キーウィの保護
環境 地域

目的
絶滅の危機にあるニュージー
ランドの国鳥キーウィを保護
する。

■ 取り組み・2009年度実績
マツダ財団ニュージーランド（NZ）は、ニュージーランドの国鳥
であり、絶滅の危機にあるキーウィの保護を行っている「プロ
ジェクト・キーウィ・トラスト」を支援しています。「キーウィを
繁殖させるため、安全な環境で卵をふ化し、ヒナを自然界に
戻せる時期まで育てる」プロジェクトにより、キーウィは体重
が1,000gになると自然界に戻され、2009〜2010年の繁殖期
に少なくとも20羽のヒナを自然界に戻す計画です。過去13
年間、キーウィを捕食動物から守るための捕獲装置も設置し
てきました。当初の目標であるヒナの生存率20％を達成し、
現在は平均で40％の生存率を維持しています。
2009年度、マツダ財団NZは6,500NZドルを提供しました。
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コロンビア

教育・芸術・文化活
動支援 人材 地域

目的
コロンビア国 内での 、
教育や文化、芸術など
の発展を目指す。

■ 取り組み・2009年度実績
2009年は、教育支援として物理学や数学、音楽を専攻する
大学生、大学院生30人に対して奨学金を提供しました。また、
クラシック音楽のコンサートを開催しており、2009年はコロ
ンビアのバトゥタ青少年交響楽団や海外の音楽家などを招き、
8回のコンサートを開催しました。

中国

「マツダ交通安全救助
 基金」を設立 安全

■ 取り組み・2009年度実績
上海市赤十字会に10万元を寄贈すると同時に、マツダ(中国)
企業管理有限公司の役員が、上海嘉定区の交通事故負傷者
のお宅を慰問しました。

ヨーロッパ

SOSチルドレンズ・
ヴィレッジへの支援

人材 地域

目的
家 族と生 活できない
子どもを保護する。

■ 取り組み
マツダモーターヨーロッパ（MME）およびヨーロッパの6つの
ディストリビューターは家族と生活できない子どもや青少
年を援助するNPO「SOSチルドレンズ・ヴィレッジ」を支援し
ています。

■ 2009年度実績
SOSチルドレンズ・ヴィレッジが運営していた施設は2010年
1月12日のハイチ地震で被害を受けましたが、ボランティア
およびコスタリカとドミニカ共和国からのスタッフの援助に
より活動は現在も続いています。MMEは従業員からの4,333
ユーロに同額のマッチング寄付を加えた合計8,666ユーロを
寄付しました。
上記に加え、マツダモーターヨーロッパ、マツダオーストリア、
マツダモーターベラックス、マツダモータース（ドイツランド）、
マツダモーターネーデルランドはSOSチルドレンズ・ヴィレッ
ジのクリスマスカードを使用しました。

オーストラリア

リーチ財団への支援
人材 地域

目的
青少年育成と従業員
ボランティアの推進。

■ 取り組み
マツダ財団オーストラリア（AUS）はリーチ財団を5年にわたり
支援しています。リーチ財団では、社会的・経済的な理由にか
かわらず、若者がそれぞれの能力を十分発揮して、思い切っ
て夢に挑戦していけるようにと、教師のワークショップや青
年キャンプなどさまざまなプログラムを提供しています。また、
マツダオーストラリアの従業員もボランティアとして年に1回、
若者と一緒に働く「ヒーローズワークショップ」という活動に
参加しています。

■ 2009年度実績
10万AUSドルの寄付、2台のクルマの貸与、「ヒーローズワー
クショップ」への従業員参加。ボランティアに参加した従業員
は、「若者が多方面から物事を見て、将来について真剣に考
えることができるようになる。良い企画だと思う。」などの
感想を寄せています。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
その他の取り組み

目的
交通事故による後遺症を抱え
ている障がい者の家族を長期
的に支援する。上海の交通安
全社会のさらなる発展と改善。

※ 北米、オーストラリア、ニュージーランドおよび日本の一部では、マツダ財団を通じて活動しています。

社
会
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献
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 アメリカ

　マツダの米国の統括拠点マツダノースアメリカンオペ

レーションズ（MNAO）では、財団を通じて社会貢献活動

を行っています。マツダ財団USAは良き企業市民として、

米国社会に貢献することを狙いとして1990年に設立

され、若者の識字能力の向上や高等教育、州立・国立公園

の環境保護、異文化交流、医学研究に関わる支援に力を

入れています。

 「ヒスパニック奨学基金(HSF)」への支援
人材

■ 目的

カリフォルニア州のヒスパニック系大学生に奨学資金

を援助。
■ 取り組み

1990年からマツダ財団USAは「ヒスパニック奨学基金

（HSF）」と連携を続け、ヒスパニック系の学生を支援して

います。

■ 2009年度実績

2009年度はコンピューター科学、経営管理および機械

工学を学んでいるヒスパニック系の学生20人に対し、奨

学金を提供しました。奨学生の95％が進学第一世代※1

にあたります。

2009年10月に、マツダ主催の第11回奨学金授与式典

では、MNAO社長兼CEOのジム・オサリバンから学生た

ちに奨学金が贈られ、またHSF代表のフランク・オルヴァ

レスを交えた夕食会が開かれました。

 マツダ／YFUスカラシップ・プログラム
人材

■ 目的

日米間の異文化交流関係の促進。

■ 取り組み

2009年、マツダ財団USAは、米国に本拠を置く国際

交流団体「YFU（Youth For Understanding）」と共同で

高校生交換ホームステイプログラム「マツダ／YFUスカ

ラシップ・プログラム」を実施しています。本取り組みは、

※1 両親が大学に行っておらず自分が家族の中で初めて大学進学する世代

2009年に25周年を迎えました。

■ 2009年度実績

2009年は10人の米国の高校生が、夏に約6週間、日本

のホストファミリーのもとで過ごしました。25年間で、の

べ245人の生徒が来日しています。

 ディラード大学への奨学金支援
人材

■ 目的

マツダ奨学金プログラムに資金を提供して歴史的に黒

人の多い大学を支援。

■ 取り組み

ルイジアナ州ニューオリンズのディラード大学は、文系

4年制の歴史的に黒人の多い私立大学です。マツダ財団

USAは、1998年以来、同校の日本研究／国際ビジネス

を学ぶ学生を対象とした奨学金プログラムに資金提供

しています。

■ 2009年度実績

2009年は学生24人に奨学金を贈りました｡

 「ズーミング・アップ・プログラム」
人材

■ 目的

コミュニティスクールの恵まれない生徒たちを支援。

■ 取り組み

マツダ財団USAは、2006年からウォーターベリーにあ

る「チルドレン・コミュニティ・スクール」とともに、コミュ

ニティスクールの恵まれない生徒たちに放課後、チェス、

学校新聞、読書、ゲームなどのクラブ活動への参加の機会

や、軽食などを提供する「ズーミング・アップ・プログラム」

を実施しています。

■ 2009年度実績

2009年は、科学のカリキュラムに体験型のプロジェク

トが加えられました｡

ヒスパニック系大学生に奨学金を援助

社会貢献 追加情報
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 デトロイト新科学センター
人材

■ 目的

科学に対する関心を高め、科学の研究を活性化させる。

■ 取り組み

「デトロイト新科学センター」は、子どもたち自身で実験

できるさまざまなプログラムを実施しています。

マツダ財団USAでは、デトロイト郊外のダウンリバー地

域のより多くの子どもたちが、科学の楽しさを体験でき

るよう、デトロイト新科学センターに支援を行っています。

 子どもの読書促進活動を援助
人材

■ 目的

読書の楽しさを子どもたちに伝える。

■ 取り組み

マツダ財団USAは、子どもの読書推進活動を行っている

「リーディング・イズ・ファンダメンタル（RIF）」を支援して

います。毎年、カリフォルニア州、ミシガン州の子どもたち

に本を提供しています。

■ 2009年度実績

1）2009年は59の地域の3万1,515人の子どもたち

に11万9,000冊の本を寄付しました。これらの子ど

もたちのうち67％は、充分な教育が受けられない恐れ

があると言われています。

2）カリフォルニア州タスティンとミシガン州デトロイト

の16の小学校の図書館に対し1,000冊近い本の購

入資金を提供しました。

 フードバンクへの支援活動
地域

■ 目的

セカンド・ハーベスト・フード・バンクの食料品配達プロ

グラムを支援。

■ 取り組み

マツダ財団USAは、カリフォルニア州にあるNPO「セカ

ンド・ハーベスト・フード・バンク・オブ・オレンジ・カウン

ティ」の活動を支援しています。同NPOは、約400の地域

にある慈善団体へ食料品を提供するフードバンクです。

■ 2009年度実績

1）高齢者に食料を配布する「ブラウン・バッグ・フォー・シ

ニア・プログラム」に1万ドルを寄付。

2）新たに4つの地区が加わり、計32地区の約3,000人

に月2回の食料の配布。

3）「キッズ・カフェ・クラブ」に5,000ドルを寄付。

4）「サマー・ミールズ」プログラムを通じて、3,300人以

上に週5日食事を提供。

5）感謝祭に食事を届ける「オペレーション・ゴブル・プロ

ジェクト」へ1万ドル寄付したことにより、123の団体

が計1,376羽の七面鳥を購入。

6）422の慈善団体を通じて毎月22万人以上の人々に

食事を支給。

 子どもたちへの衣服・靴の提供
人材

■ 目的

困窮している家庭の子どもたちの自尊心の確立を促す。

■ 取り組み・実績

マツダ財団USAは、カリフォルニア州にあるNPO「シュー

ズ・ザット・フィット」への資金提供を通じて、経済的に

困っている家庭の子どもたちに新しい靴や衣料を支援し、

彼らの自尊心の確立を促しています。

2005年から支援活動を行っており、38万人以上の子

どもたちが、さまざまな学校行事に気後れすることなく参

加できるようになりました。

 少数民族を対象にした奨学金制度
人材

■ 目的

少数民族や恵まれない学生へ一流の教育機会を与え、異

文化への理解を高める。

■ 取り組み・実績

ノースカロライナ大学は在学している少数民族や恵ま

れない学生への優れた教育機会を与えることを通じて、

異文化への理解を高めることに努力し、実績を積み重

ねてきました。

マツダ財団USAは、こうした姿勢に賛同するとともに、

大学の奨学金制度に協力し、毎年、経営学を専攻する

2名のネイティブアメリカンの学生に奨学金を提供し

ています。

子どもたちに本を提供
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 育児放棄された子どもたちのための
　ボランティアを育成
人材

■ 目的

虐待や育児放棄された子どもたちを支援、擁護。

■ 取り組み・成果

「コート・アポインテッド・スペシャル・アドボケイツ・

フォー・チルドレン」は虐待や育児放棄などを経験した子

どもたちを支援、擁護するためのボランティアを育成・派

遣しています。マツダ財団USAではこれまで、1,300名

以上にのぼるボランティアの養成を支援しています。

■ 2009年度実績

2009年はコミュニティ内における813人の子どもた

ちがボランティアの支援を受けました。

 子どもたちの学習支援
　「プロジェクト・アクセス」
人材

■ 目的

カリフォルニア州オレンジ・カウンティーの住宅地域で

子どものための学習環境整備を支援。

■ 取り組み

「プロジェクト・アクセス」は、生徒を対象にした放課後活

動プログラムで、学習の手伝いや、コンピューターやイン

ターネット、教育的ゲーム、豊かな創造力を高めるための

読書、美術・工芸、運動などのクラブ活動、さらに軽食の提

供など、さまざまな支援活動を実施しています。

■ 2009年度実績

マツダ財団USAによる資金提供を通じて、2008年〜2009

年の時期に933人の生徒がこれらのプログラムに参加するこ

とができました。生徒たちは1週間に平均3回参加し、その結果、

学習習慣、コミュニケーションスキル、問題解決、学業面での自

尊心、自信などが改善された兆候がみられたということです。

 クレムゾン大学の自動車研究を支援
人材

■ 目的

自動車工学を学びたい学生に教育を受ける機会を提供。

■ 取り組み・成果

2008年、マツダはアジアの自動車メーカーとして初め

て、クレムゾン大学国際自動車研究センター（CU-ICAR）

の研究パートナーとなりました。クレムゾン大学は自動

車研究についてアメリカ南東部では最高水準の自動車

工学教育プログラムを実施している大学です。

■ 2009年度実績

2009年、自動車工学大学院課程を修了した3人の学生に、

キャンベル・グラデュエイト・エンジニアリング・センター

で奨学金が与えられました。

 子どもたちのリテラシー能力向上を支援
人材

■ 目的

ニューオリンズの公立小学校でリテラシー（読み書き）能

力向上を必要とする2年生を支援。

■ 取り組み

「スタート・ザ・アドベンチャー・イン・リーディング

（STAIR）」は、23年にわたり、ニューオリンズの公立小学

校でリテラシー（読み書き）能力向上を必要とする2年生

を対象に、一対一の指導を無償で行っています。

■ 2009年度実績

マツダ財団USAは2009年度も寄付を行いました。これ

により、地域のボランティアやディラード大学を含む地

元の大学のサービスラーニング課程で学んでいる学生な

ど合わせて350人以上が、STAIRの26の会場で、公立

小学校33校225人の生徒たちを対象に無償で指導を

行いました。こうした学習支援により、STAIRの子どもた

ちの「読む」能力成績は平均で94％以上向上しています。

 チャリティーウォーク
　「マーチ・オブ・ダイムズ」への参加
人材  地域

■ 目的

乳幼児の健康支援。

■ 取り組み・2009年度実績

オートアライアンスインターナショナル（AAI）は、早産や

乳幼児の死亡を防ぎ、乳幼児の健康を促進することを目

的としたチャリティウォーク「マーチ・オブ・ダイムズ」に

参加しています。2009年度は4,200ドルを寄付しました。

 フラットロック高校
　卒業記念パーティへの援助
人材  地域

■ 目的

未成年者の飲酒防止。

■ 取り組み・2009年度実績

AAIは、フラットロック高校で行われるオールナイトの卒

社会貢献 追加情報
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業パーティがアルコールなしの祝賀行事となるように支

援しています。

 ダウンリバー・キャリア・テクニカル・
　コンソーシアム（DCTC）奨学金
人材  地域

■ 目的

青少年育成。

■ 取り組み・2009年度実績

AAIは、ダウンリバー高校の4人の学生に、1人につき

1,000ドルの奨学金を贈りました。

 ランチプログラムの提供
人材  地域

■ 目的

次世代育成。

■ 取り組み・2009年度実績

AAIは、離婚などの大きな家庭環境の変化に直面した子

どもたちのための、ランチプログラムを支援しています。

 恵まれない家庭を支援
人材  地域

■ 目的

貧困層の家庭を支援。

■ 取り組み・2009年度実績

AAIと全米自動車労働組合（UAW）は、ホリデーシーズン

（サンクスギビングデーから年末まで）に、従業員からの寄

付を集める「アダプト・ア・ファミリー・プログラム」を通じ

て、支援を必要としている家庭へプレゼントや寄付金を

届けています。

 カナダ

 技術者育成のため、クルマを寄付
人材  地域

■ 目的

自動車技術者の養成支援。

■ 取り組み・2009年度実績

マツダカナダ,Inc（MCI）は、カナダ各地のコミュニティカレッ

ジにMazda3, CX-7, トリビュートなど7車種を寄贈しました。

 社員による募金活動
人材  地域

■ 目的

慈善団体の支援。

■ 取り組み・2009年度実績

MCIでは、従業員からの募金により、2つの慈善団体、病気の

子どもを支援する「ホスピタル・フォー・シックチルドレン」と、

がん患者を支援する「カナディアン・キャンサー・ソサエティ」

に支援を行っています。2009年度は、合計で18,000ドル

の寄付を行いました。

 ヨーロッパ

 動物保護施設でのボランティア活動
　（ドイツ）
地域

■ 目的

地域コミュニティの一員としての活動。

■ 取り組み・2009年度実績

2009年8月、マツダモータース(ドイツランド)の従業員

10名がドイツのレバークーゼンにある動物保護施設で、

土曜日に約5時間、新しい小屋を建てるためにボランティ

アとして働きました。

 Movember 2010 
　（2010年口ひげの11月）（アイルランド）
地域

■ 目的

前立腺がんおよびその他男性特有のがんに対する意識

向上活動。

■ 取り組み

マツダモーターアイルランドは、前立腺がんのような男性

特有のがんに対する意識を高めるための慈善運動「口ひ

げの11月（Movember）」に参加しています。このユニーク

なキャンペーンはオーストラリアで始まりました。オース

トラリアでは「mo」は口ひげという意味の俗語です。男性

特有の病気に対する世間の関心を高めるため、男性は毎

年11月口ひげを生やすことを奨励されます。

■ 2009年度実績

全従業員がこのキャンペーンに参加し、寄付金2,200

ユーロが集まりました。
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のために役立てることを決め、実施したものです。クリス

マス前に開催され、子どもたちにプレゼントを贈る絶好

の機会となりました。有名な俳優とともにTVNも共同参

加し、同局はこのイベントをテレビで放映しました。マツ

ダモーターポーランド代表のウカシュ・パジジョルは、「こ

の特別なイベントに、ポーランドの販売会社全員に参加

してもらいました。このイベントを通して、参加者全員が

クリスマスの精神を実感するだけでなく、他者を援助す

ることの意義を理解してもらうためです。マツダおよび

ディーラーの従業員と子どもたちはこの楽しい夕べを記

憶に残してくれるでしょう」と語りました。

 子どもや若者たちを支援する活動　
　（ポルトガル）
人材  地域

■ 目的

従業員の意識向上／地域コミュニティの支援。

■ 取り組み

マツダモトールデポルトガル（MMP）は、子どもと若者の

ための団体「ゼントロ・ジョーヴェン・タボール」を支援し

ています。

■ 2009年度実績

2009年6月MMPの従業員は「ゼントロ・ジョーヴェン・

タボール」のサッカー場を、同団体のスタッフおよび子ど

もたちと一緒に修理しました。サッカー場の清掃・塗装、

安全ネットの取り付け、ゴールネットの修理とともに参

加者全員のための昼食準備を行いました。

同年12月、MMPは「ゼントロ・ジョーヴェン・タボール」

の子どもたちが描いた絵を印刷したクリスマスカードを

ディーラーと顧客にプレゼントしました。

 病気の子どもを支援する活動（イタリア）
人材  地域

■ 目的

病気の子どもとその家族を支援。

■ 取り組み・2009年度実績

過去5年にわたりマツダモーターイタリアは病気の子

どもとその家族を援助するNPO「ピーターパン」を支援

してきました。主な活動は子どもの移動のためのクルマ

（Mazda5）1台の寄贈、クリスマスカードの購入などです。

 アザラシ・アシカのリハビリ・研究
　センターの支援（オランダ）
地域

■ 目的

アザラシ・アシカの保護と治療および自然生息場所へ

の復帰支援。

■ 取り組み・2009年度実績

マツダモーターネーデルランドは北海沿岸にあるアザラ

シ・アシカのリハビリ・研究センターを支援しています。動

物権利保護活動家レニー・ハートによって1972年に設

立された同センターは、環境汚染や病気のためオランダ

国内で絶滅危惧動物となっているアザラシ・アシカを保護、

治療し、野生の生息地に戻します。マツダモーターネーデ

ルランドは、アザラシ・アシカの治療機器を寄付すると

ともに、全国的にニュースレターを発行し、ポスターや

リーフレットを作成してオランダ国内のマツダディー

ラーに展示してもらい、同センターの取り組みを伝え、

活動の支援者を募っています。

 教育保護センターの子どもとともに
　集うスペシャルイベント（ポーランド）
人材  地域

■ 目的

従業員の社会貢献活動を支援／子どもたちとの交流。

■ 取り組み

マツダモーターポーランドはポーランドテレビネットワー

ク（TVN）の「ユー・アー・ザ・ノット・アローン（あなたは一

人ぼっちじゃない）」という基金を支援しています。

■ 2009年度実績

2009年は、従業員と販売会社とともに教育保護センター

の子どもたちのためにスペシャルイベントを行いました。

毎年行われている、ポーランド内のすべての販売会社が

集うイベントがありますが、そのイベントの予算を福祉

サッカー場修理などのボランティア活動

スペシャルイベントに参加したこどもたち

社会貢献 追加情報

環境 安全 人材 地域　　　 環境保全に貢献する取り組み　　　　   安全に貢献する取り組み　　　　   次世代を担う「人」を育成する取り組み　　　　   地域に根ざした取り組み

Sustainability Report 201044-⑤



2008年度「上海市赤十字社震災救
援銀賞機関」を受賞

救済用緊急用車を寄付

がん啓発キャンペーン

マツダ杯上海市青少年司会者コンテスト決勝大会

 孤児院を支援するための慈善活動
　（ロシア）
人材  地域

■ 目的

地域コミュニティの支援。

■ 取り組み・2009年度実績

2009年12月マツダモーターロシアOOO（MMR）はモ

スクワの孤児院に薬品、生活用品、着物、その他物資を寄

付しました。さらに、MMRの従業員は同孤児院で生活す

る子どもたちのためにパーティーを開き、また同孤児院が

催す各種イベントに参加しました。

 「ドレス・ダウン・デイ」による寄付
　（英国）
地域

■ 目的

従業員の意識向上／さまざまな慈善団体のための寄付活動。

■ 取り組み

マツダモーターズUK（MMUK）は毎月1回ドレス・ダウ

ン・デイを設けています。その日にカジュアルな服装で出

勤した従業員から募金を集め、イギリスの各種の慈善団

体を支援しています。支援先にはがん研究所、乳がんキャ

ンペーンのようながん研究団体、全英児童虐待防止協会

（NSPCC）などが含まれます。

■ 2009年度実績

2009年度は3,590ユーロが集まりました。

 中国

 「マツダ杯 上海市青少年番組司会者
　コンクール」のメインスポンサーと
　交通安全ボランティア活動実施
人材  安全

■ 目的

才能ある青少年の中から将来の司会者を発掘する。

「交通安全」をテーマにすることで「交通安全に対する意

識や責任感」を高める。

■ 取り組み

マツダ（中国）企業管理有限公司がメインスポンサーを務

める「マツダ杯 上海市青少年司会者コンテスト」は、参加

者が「子ども交通整備員」となり、交通安全の重要性を自

ら体験し、「自身と交通安全」をテーマにスピーチします。

■ 2009年度実績

1）2010年2月2日、約1週間に及ぶ一次・二次予選の審

査を経て、中学生の部と高校生の部の決勝大会を行い

ました。

2）上海市交通警察と連携を取り、「マツダ杯 上海市青少

年司会者コンテスト」の参加者達に呼びかけ、上海市内

街頭で交通安全宣伝活動ボランティアを行いました。

 中国・四川省地震　被災地支援活動
地域

■ 目的

中国・四川省地震の被災地復興支援。

■ 取り組み・2009年度実績

マツダ（中国）企業管理有限公司は、上海市赤十字社を通

じ、都江堰市へ救済用緊急用車1台を寄付しました。これ

は、都江堰市および上海市政府が災害後再建支援プロジェ

クトを進める中で、必要な交通手段が不足していること

を受けて行ったものです。

2008年の中国・四川省地震は大きな被害をもたらしま

したが、被災地では再建作業が急ピッチで進められてい

ます。マツダ（中国）は外資企業の一員として、積極的に復

興支援に努めています。その活動が認められ、2008年度

「上海市赤十字社震災救援銀賞機関」を受賞しました。
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 タイ

 さまざまな社会貢献活動
人材  地域

■ 目的

若者の健全育成、孤児および障がい児童に対する支援、

文化交流、地域コミュニティに対する貢献など。

■ 取り組み・2009年度実績

オートアライアンス（タイランド）（AAT）は、幅広い慈善

活動を行っています。2009年4月、タイの日本人学校で

ある日本・タイ協会学校のシラチャキャンパスが開校し

た際、30万バーツの寄付を行いました。さらに、タイの日

本企業のネットワークであるチョンブリ・ラヨーン日本

人会が主催するシラチャ日本フェスティバルのために

10万バーツを寄付しました。2010年2月、孤児および

障がい児童を支援するためファーザー・レイ財団の慈善

活動イベントに60万バーツの寄付を行いました。

 インターンシップ・プログラム支援
人材

■ 目的

タイの大学生の人材育成。

■ 取り組み

1998年以来AATはその教育関連活動でも評価されて

います。毎年3月から5月の期間にさまざまな大学から

20名の大学生を受け入れるインターンシップ・プログラ

ムを継続的に実施。このプログラムを通してインターン

学生はAATの製造工程を観察することができます。

　また、AATは多くの大学に協力して、教育省が規定す

る学業プログラムに則した職業訓練を提供しています。

AATはタイ国内の発展に寄与できる有能な卒業生の輩

出に貢献しています。

■ 2009年度実績

2009年の3月から5月までの期間、AATは20人の大学

生がインターンシップを通して実働経験を積める機会

を提供しました。AATは適正な訓練コースを準備し、期

間内にコースを修了できるよう奨励しています。

ファーザー・レイ財団の慈善活動イベント

 日本・タイ工業大学に対する寄付
人材

■ 目的

タイの大学生の人材育成。

■ 取り組み

日本・タイ工業大学はタイの人材を養成し、新しい知識

を生み出す源となり、社会、とりわけ工業界に知識を広め

る役割を担った教育機関です。AATは同大学学生に奨学

資金を提供しています。

■ 2009年度実績

2009年度、AATはタイの大学生のために２つの奨学資

金を提供しました。さらに、日本・タイ工業大学の大学生

2人をAATでのインターンシップに受け入れました。

 学校での安全、およびHIV/AIDSに
　対する社会責任
人材  地域

■ 目的

社会責任の遂行と安全・健康対策の実施により、安全と

健康に対する従業員の意識を高め、会社の思いを地域コ

ミュニティに伝える。

■ 取り組み

AATの職業安全健康委員会はAAT内のボランティア団

体であるホープクラブと協力して、「学校での安全プロ

ジェクト」を継続し、さらにHIV/AIDSに感染した子ども

の面倒をみる施設「ハウス・オブ・グレイス・チャイルド・

ファウンデーション(思いやりの館子ども財団)」（所在地：

チャンタブリ）を拠点とするHIV/AIDS患者支援コミュニ

ティを支援しています。この活動には以下が含まれます。

・文房具、スポーツ用品などの寄付

・AATの保守チームによる電気器具の事故防止保守作業

・健康生活を支えるための昼食プログラムの提供

・安全ミニ・ウオーク・ラリーのような学校教育プログラ

ムや、安全、健康、環境、チーム形成などに関する教育プ

ログラムの提供

 ニュージーランド

 オークランド・フィルハーモニア・　
　オーケストラ
人材  地域

■ 目的

子どもたちの音楽技能向上を支援。

社会貢献 追加情報

環境 安全 人材 地域　　　 環境保全に貢献する取り組み　　　　   安全に貢献する取り組み　　　　   次世代を担う「人」を育成する取り組み　　　　   地域に根ざした取り組み
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■ 取り組み・2009年度実績

マツダ財団ニュージーランド（NZ）は「オークランド・フィ

ルハーモニア・オーケストラ（APO）」が主催する「リミッ

クス・ザ・オーケストラ・プログラム」を支援しています。同

プログラムは、音楽の才能のある子どもたちがヒップホッ

プとクラッシックという好対照の音楽の双方の技能を

身につけることを目的とした一週間のワークショップを

運営し、最終的にコンサートで成果を披露するものです。

2009年度は14,225NZドルの助成金を提供しました。

 新しい教育プログラムの支援
環境  人材  

■ 目的

子どもたちに、基本的な生活技能を身に付けさせる。

■ 取り組み・2009年度実績

「ガーデン・トゥ・テーブル・トラスト」は、マツダ財団NZか

ら資金を得て、オークランドにある3つの小学校で、新し

い教育プログラムを実施しました。このプログラムでは、

7歳から10歳の子どもたちに、季節の野菜を栽培・収穫

し、料理する方法を教えます。子どもたちは食べ物がどこ

から来るのか、どのようにして食卓に届くのかを学びます。

また、環境について楽しく学び、幼い頃から正しい生活習

慣を身に付けることにも寄与しています。2009年度は

活動資金として2万NZドルを助成しました。

 子どもたちに対する水辺の安全教育 
人材  

■ 目的

子どもたちへの水辺の安全教育や水辺環境への理解を促進する。

オーケストラとのコンサート

自分たちで栽培した野菜の収穫

■ 取り組み

ボランティアグループである「ハイビスカス・コースト・ス

クール・ウォーターワイズ」は水辺における安全教育、セー

リング・カヤックの基本技術教育、水辺環境教育などに

関する訓練を実施しており、毎年400人以上の子どもが

参加しています。マツダ財団NZは、2009年度、助成金

6,265NZドルを提供しました。これは、巡視船と船外機

の購入に使われ、子どもたちにセーリングや水辺の安全

を教える際に活用されています。

 チャイルドシート固定装置による安全確保
安全  地域

■ 目的

チャイルドシート固定装置のない車に装置を付けて子

どもたちが安全に車で移動できるようにする。

■ 取り組み・2009年度実績

「ロイヤル・ニュージーランド・プランケット・ソサエティ」

は、5歳以下の子どもたちの健康管理など子育てを支援

している団体で、その活動の一環として低価格でチャイ

ルドシートをレンタルしています。チャイルドシートは法

律で装着を義務付けられていますが、古い車などにはその

固定装置が装備されていません。2009年度は、マツダ財

団NZからの5,000NZドルの助成金の提供により、同団

体は200以上のチャイルドシート固定装置を購入、装着

し、古い車を使った移動においても子どもの安全を確保

することができるようにしました。

 体験しながら学べる
　「サイエンス・アライブ！」
環境  人材  

■ 目的

水素エネルギーと科学技術の重要性の訴求。

セーリング・カヤック技術などの訓練

子どもたちの安全な移動を支援
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■ 取り組み・2009年度実績

マツダオーストラリア（MA）では、オペラ・オーストラリア

のスポンサーとして6年連続でこの野外無料公演を支援

しています。2009年度は50万オーストラリアドルを寄

付し、シドニーとメルボルンでの公演に合わせて約50万

人の方が来場しました。

 スポンサー活動：
　「アート・エキシビジョン・オーストラリア」
地域

■ 目的

文化芸術の支援。

■ 取り組み・2009年度実績

MAは10年にわたり、「アート・エキシビジョン・オースト

ラリア」のプレミアムスポンサーとして協賛しています。

2009年度は、ギャラリーでのディーラーイベントを開

催し、お客さまを招待しました。

 スポンサー活動：スポーツ支援
地域

■ 目的

スポーツ振興。

■ 取り組み・2009年度実績

MAは、オーストラリアンフットボールチーム「ノース・

メルボルン・フットボール・クラブ」とラグビーチーム

「ニュー・サウス・ウエールズ・ワラタス」のスポンサーとし

て協賛しています。

2009年度は、220万AUSドルの寄付と45台の車両

を貸与しました。

「ノース・メルボルン・フットボール・クラブ」

　・お客さまへの公開練習

　・ディーラー向けのプレマッチ試合

　・コーポレートシート

「ニュー・サウス・ウエールズ・ワラタス」

　・コーポレートシート

■ 取り組み・2009年度実績

「ニュージーランド・サイエンス・アンド・テクノロジー・

チャリタブル・トラスト」は1992年に設立され、科学と

技術の振興のために体験学習型のプログラム「サイエン

ス・アライブ！」を立ち上げました。

2009年度、マツダ財団NZは8,870NZドルを提供し、

その寄付は、2台のコンセプトカーと給燃スタンドのセッ

トの購入に当てられました。これにより太陽-水素エネル

ギーサイクルや水素を自動車の動力に変換する技術を

実演展示しています。

 廃線になった線路を再利用
環境  地域

■ 目的

ニュージーランドの自然環境整備。

■ 取り組み・2009年度実績

マツダ財団NZは、廃線になった線路をさまざまな用途に

再利用する活動を推進している「ハウラキ・レイル・トレ

イル・トラスト」などの環境関連の取り組みを支援して

います。廃線になった線路が再活用され、地元のコミュニ

ティには、経済発展の可能性、レクリエーション機会の増

加、健康増進に役立つ遊歩道や、サイクリング時に風景

や町並みを楽しめる機会が提供されています。2009年

度は4,500NZドルを助成しました。

 オーストラリア

 スポンサー活動：
　「オペラ・オーストラリア」
地域

■ 目的

文化芸術の支援。

さまざまな科学技術に触れる子どもたち

廃線になった線路を再利用

オペラ公演の宣伝カー

社会貢献 追加情報

環境 安全 人材 地域　　　 環境保全に貢献する取り組み　　　　   安全に貢献する取り組み　　　　   次世代を担う「人」を育成する取り組み　　　　   地域に根ざした取り組み
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 王立小児病院
　（Royal Children's Hospital）の支援
地域  人材

■ 目的

地域医療への貢献／従業員の地域ボランティア促進。

■ 取り組み・2009年度実績

MAは、毎年４月に開催される王立小児病院のランニン

グイベント｢ラン・フォー・ザ・キッズ｣を支援しています。

イベントを通じて集められ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の従業員はイベン

トに参加したり、ボランティアスタッフとして運営の手

伝いをしています。2009年度は、1万AUSドルと車両を

寄付しました。

 自転車レースの支援
地域  人材

■ 目的

コミュニティの活性化と従業員の健康増進。

■ 取り組み・2009年度実績

MAは、毎年10月と1月に開催される、オーストラリアの

有名な2つの自転車レースのスポンサーとして協賛して

います。さらに、これらのレースへ従業員の参加を促し、心

身の健康を維持できるよう支援しています。2009年度

は、8万AUSドルの寄付と車両10台を貸与、1台を賞品

として提供しました。

 インターンシップの受け入れ
地域  人材

■ 目的

地域貢献／青少年育成。

ノース・メルボルン・フットボールクラブ

ラン・フォー・ザ・キッズ

■ 取り組み・2009年度実績

MAは、スインバン大学のIBL（Industry Based Learning）

と呼ばれるインターンシッププログラムの受け入れ先と

して協力しています。地元コミュニティへの貢献だけでな

く、ITや顧客サービスのプロジェクトにおける人材育成

を担っています。2009年度はIT部門に1名受け入れま

した。

 ブリスベン国際映画祭のスポンサー
地域  人材

■ 目的

文化芸術の支援。

■ 取り組み・2009年度実績

MAでは2004年から、ブリスベン国際映画祭のスポン

サーとして協賛しています。2009年度は、2万5千AUS

ドルと車両5台を提供しました。

 ソーラーカーの開発支援
環境  地域

■ 目的

環境への取り組み支援。

■ 取り組み・2009年度実績

MAは「オーロラ・ソーラー・ビークル・アソシエーション」

のソーラーカーの実用化に向けた取り組みに対し、 ス

ポンサーとして支援しています。同協会は「ワールドソー

ラーチャレンジ」に参加しており、MAは1万AUSドルと

BT-50を1台提供しました。

 カジュアル・ドレス・デー
地域  人材

■ 目的

地域貢献／従業員のボランティア促進。

■ 取り組み・2009年度実績

MAでは、カジュアルな服装で出勤した従業員が募金活

動に参加する「カジュアル・ドレス・デー」を2週間ごとに

設けています。集まったお金は、王立小児病院、赤十字に

よるビクトリア州山火事救済基金、Movember（男性特有

のがんのためのチャリティー団体）、MS Walkathon（多発

性硬化症患者のためのウォーキング）など、地元のチャリ

ティー団体に寄付しています。2009年度は、MA従業員

からとMAからの募金を合わせ約6万AUSドルが集まり

ました。
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お客さま満足
45   商品

46   品質

47   営業CS

49   アフターサービス

50   安全への取り組み

 お客さま満足向上のための考え方
　マツダは、4つの柱を軸にすべての領域で、お客さまに

ご満足いただける確かな品質を提供し続けるように努力

しています。

 商品
 商品づくりの考え方

　マツダは、ブランドメッセージである“Zoom-Zoom

（P4参照）”のもとで、マツダブランドの個性を具現化す

る商品づくりを行っています。

　さらに、2007年には技術開発の長期ビジョンである

サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言を策定し、「マツダ車

を購入し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」ための商品づくりを展開しています。

　マツダは、さまざまな方法で、お客さまのご要望に耳を

傾け、直接お客さまのニーズを把握するとともに、本社と

国内外のグループ会社が一体となり、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、直接

意見交換を行うことで、各国・各地域のお客さまニーズを

素早く正確に吸収し、市場にあった商品の開発に生かし

ています。

■ お客さま満足向上のための4つの柱

2009年度のポイント
● マツダ（中国）トレーニングセンター開設
● 国内販売会社へ新オペレーションシステム導入

4.アフターサービス
＝整備品質の
　向上

3.営業CS（Customer Satisfaction:顧客満足）の向上

1.商品
＝魅力的な
　商品づくり

2.品質
＝商品品質
　の向上

1．魅力的な商品づくり
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
供するための商品づくりを目指すこと

2．商品品質の向上
お客さまの声を収集・分析し、タイムリーに関係部門に報告す
ることで、お客さまの期待を上回る商品品質を実現すること

3．営業ＣＳの向上
マツダ車を購入いただいたお客さまを対象に、アンケートを実
施し、その結果をもとに、具体的な改善活動を行い、業界トップ
レベルのCSを目指すこと

４．整備品質の向上
安心して乗り続けていただくための整備品質向上と、万一の不具合発生
時には、一回の入庫で確実に修理し、お客さまに満足していただくこと

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
多様なお客さまニーズへの対応、誰にでも使いやすいクルマを目指してなど



 福祉車両の開発
　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」を開発コンセプトに、

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「キャロルi（アイ）」を発売しました。

　現在は「もっとやさしく、もっと自由に」をテーマにした

福祉車両「i（アイ）シリーズ」を以下の通り展開しています。

　マツダは、国内の福祉機器展に継続出展することで、お

客さまの生の声を聞き、商品開発に生かしています。

 品質
 基本的な考え方

　マツダは、お客さまにご満足いただける、確かな品質を

お届けするために、品質方針のもと、さまざまな品質向上

施策に、全社をあげて取り組んでいます。

 品質マネジメントシステム
　マツダは、お客さま満足の向上のためには、市場の要求事

項を満たすと同時に、業界トップレベルの商品品質並びに販

売・サービスの品質を達成することが重要だと考えています。
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　この実現のために、マツダは、1994年にISO9002の第

三者認証を国内自動車メーカーで初めて取得しました。さ

らに、1996年には設計・開発、製造からアフターサービス

までの領域をカバーするISO9001の第三者認証を取得し、

品質マネジメントシステムの効果的運用に努めています。

　これを受けて、各部門・各階層は、品質マネジメントシ

ステムに必要な業務プロセスを適切に運用し、改善を積

み重ねています。また、プロセスの適合性と有効性の確認

のため内部品質監査を毎年実施しています。

 海外事業所での品質管理の支援
　マツダは、海外事業所の設立や海外生産拠点における

新商品導入においても、その品質マネジメントシステム

活動の迅速かつ確実な立ち上げ支援およびその後のフォ

ローを行っています。

　現地生産が本格的に開始されるまでの間、マツダは、

現地品質マネジメントシステムの整備に関わるとともに、

現地スタッフによる品質判断が可能となるよう生産技

術、品質保証、品質評価等の技術面での教育・訓練を行っ

ています。

　また、現地生産が本格的にスタートした後も、マツダは、

現地スタッフ主体の品質マネジメントシステムが効率

よく運用されるように、品質課題の達成のための提案や

品質問題の早期解決のための支援に努めています。

 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（Quality Control）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

まで対象を広げて全社的な質の向上活動「マツダクオリ

ティ」としました。

お
客
さ
ま
満
足

お
客
さ
ま
満
足

「i シリーズ」ラインナップ
● 「リフトアップシート車」：シートが電動で回転、昇降する車両

･･･MPV、ビアンテ
● 「スロープ式車いす移動車」：車いすに乗ったまま乗車できる車両

･･･AZワゴンi
● 「オートステップ車」：後席の乗り降りが簡単にできる車両

･･･MPV、ビアンテ

品質方針
『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』

マツダクオリティ活動
＝「お客さまに対するあらゆる提供物の質を高める活動」
具体的な取り組み
● 品質向上活動の積極的導入：品質工学など世界的に認

められた品質向上活動に関する新しい手法・考え方を
積極的に導入し、業務プロセスの改善による商品、サー
ビスの質の向上、コスト改善を実現。

● 質を重視した品質改善活動の実施：「Mazda Way
（P54）」をベースに、業務、マネジメント、職場環境、仕事、
一人ひとりの行動について、質を重視した品質改善活
動を継続的に実施。

● イベントやミーティングの実施：品質向上に大きく貢
献した事例については、全社レベルでの「QCサークル事
例発表会」や各職場で定期的に行われる「品質ミーティ
ング」でその考え方や価値観を共有。

社会福祉法人 
はぐくみの里 ワークプラザひがし

（左）利用者  田中 辰夫 様
（右）スタッフ  楠本 知沙 様
（ビアンテオートステップ車ご利用）

　パンなどの自主製品の販売
を担当しています。ビアンテが
来てから、毎回出かけること
が楽しみになりました。どこか
遠くへ旅行に行きたくなります。

（田中様）

　オートステップは施設利用者さんの送迎や施設で作った製品の
販売時、施設のレクリエーションなどに大活躍です。特に、しっかりと
した安心感のある滑らないステップなので、足の不自由な方を乗
せる際に大変便利です。高齢の方からも、「乗り降りしやすい」と好
評です。ビアンテは、広 し々ていて乗り心地が良いので、楽しく乗っ
ています。（楠本様）

VOICE

乗り降りしやすく、
出かけるのが
楽しみになりました。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
品質向上に関する審査、工場での取り組みに対する評価など多様なお客さまニーズへの対応、誰にでも使いやすいクルマをめざしてなど



て使いやすい情報開示に努めています。

 営業CS
 国内外のグループ会社・販売代理店

　とともに
　マツダは、国内外のグループ会社、販売代理店と一体

となって、各国・各地域の顧客ニーズを素早く正確に吸

収し、市場にあった商品やサービスに反映するとともに、

地域の特性に合わせ、表彰制度や研修制度、成功事例を

共有する場などを設定し、お客さま満足向上を推進して

います。

 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、以下の2つの窓口

を設定し、商品開発や販売・サービスに反映できるように

社内関係部門と情報共有を行っています。

 国内の販売会社で
　お客さまアンケートを実施
　日頃から、お客さまに接している販売店での対応向上

を目指し、メーカー・販売会社が一体となった取り組みを

行っています。最も重要視するのは、「お客さまアンケート」

を通した「お客さまの声」です。

　2010年からは、新しいアンケート手法を取り入れ、数

 海外事業所・取引先でのマツダ
　クオリティ活動
　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。

　また、取引先に対しても、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、問題解決手法、工程管理手法

などの研修会を実施しています。

 リコール
　マツダは品質、特に安全品質は何よりも優先して大事

にすべきことと考えており、マツダ車は安全に走行・停止

できるよう設計、製造しています。そのために、販売会社を

通じて不具合に関する品質情報を常に入手し、迅速に調

査を行う体制を整えており、それらをもとに継続的な品

質改善を行っています。また、リコール（製品の回収・無料

修理）が必要な場合は、法規に従って適切に実施しています。

　なお、リコール情報の詳細は、当社のウェブサイトで

迅速な開示を行っています。2009年度は、ウェブサイ

トでのリコール該当検索をスタートさせ、お客さまにとっ
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以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
海外グループ会社・販売代理店との主なコミュニケーションの機会など

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
● ウェブにおけるリコール情報の開示

海外のQCサークル活動
（小集団品質改善活動）
オートアライアンス　　　

（タイランド）（AAT）
● 少人数のサークル活動SGA
　(Small Group Activity)を展開。
・ 参加者：現場スタッフが、1サー

クル約10名のチームを組み、
QCサークル活動を行う。2009年度は、AAT従業員の半数以
上にあたる約1,700名が参加。

・ 内容：チームごとに職場の問題点を探し、品質向上の取り組みを行う。
社内発表会で、品質向上の成果とチームワークを競い、優秀な成績
を収めたサークルは、泰日経済技術振興協会が主催するタイのQC
全国大会で発表を行う。マツダは同大会で、3年連続で金賞を受賞。

● QC推進者を対象とした社内研修の開催。
現場のスタッフであるサークルメンバーだけでなく、QC推進者（管理職）
を対象とした社内研修も開催し、AAT全体での品質向上を図っている。

● 年間優秀サークル、推進者表彰の実施。
AAT独自に、年間優秀サークルや推進者表彰を実施し、品質向
上の取り組みの推進を図っている。

オートアライアンス・インターナショナル（AAI）
● QCサークル活動であるVQT (Vehicle Quality Team)を展開。
・ 参加者：現場スタッフが、1サークル約8名のチームを組み、QC

活動を行う。2009年度は約70名が参加。
・ 内容：あらかじめ設定された課題に対して、製品、サービスの

バラつきを減らすためのプロセス改善の考え方として一般
的な「シックスシグマ」とそれに基づいた仕事の進め方である

「DMAIC」に基づき活動を展開。
● フォードの品質研修にも参加。

AAIではマツダ車とフォード車の生産を行っているため、現地スタッ
フはフォードの品質研修にも参加し、スキルアップを図っています。

タイ全国大会の様子

マツダコールセンター
　国内からのお問い合わせやご相談、ご意見など
マツダオフィシャルウェブサイト
　国内および海外からのお問い合わせやご相談、ご意見など

● 資料請求 1,813件
3％

● 苦情（ご不満） 6,603件
10％

● その他 550件
1％

●質問 54,026件
86％

■ マツダコールセンター問い合わせ内訳2009年度
　 （2009年 4月～2010年 3月）
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海外グループ会社・販売代理店の表彰領域
（海外販売本部の統括地域：アジア、オセアニア、アフリカ、中近東、カリブ、中南米など）

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

4. CRM（Customer Relationship Management：顧客つな
がり管理）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

国内販売会社の2009年度表彰実績
● 評価期間：通期
● 主な評価内容：販売実績、顧客満足度など

海外グループ・販売代理店との主なコミュニケーションの機会など

値指標だけではなく、より詳細な「お客さまの声」を聴き、

迅速な改善活動を行うためのシステムを構築していく予

定です。また、CS向上を目的としたイベントも継続的に

実施しています。

 国内で好事例を共有するCS推進事例
　発表会
　各販売会社、販売店での好事例を共有し、マツダグルー

プ全体のCS取り組みのレベルアップを図るために、CS

推進事例発表会を、販売会社主催で地区ごとに年1回開

催しています。

　販売会社の各店舗で１年間テーマを決め、取り組みを

行ったCS向上活動について発表し、事例の共有化を行っ

ています。

 国内の新車導入時などにおける
　営業スタッフの研修
　新車導入時に、すべての営業スタッフがお客さまに欲

しい情報を正確にお伝えできるよう、事前に研修を実施

しています。2009年度は新型アクセラの導入に伴い、全

国130会場で約5,400人の営業スタッフに、研修を行

いました。

 国内の販売会社とのコミュニケーション
　マツダは、国内の販売会社に対して、中長期的な経営

戦略や、商品・サービスに関する情報の早期提供に努め

るとともに、販売会社からの情報収集を積極的に行って

います。また、販売会社が加盟する「全国マツダ販売店協

会」、「全国マツダオートザム販売店協会」を通じて各販売

会社間のコミュニケーションも行われています。

 国内外のグループ会社・販売会社の
　評価と表彰
　販売会社のロイヤリティ向上のために、優れた実績を

あげた販売会社を表彰しています。

 海外グループ会社・販売代理店で成功
　事例を共有
　マツダは海外グループ会社・販売代理店と協力して、

お客さま満足の向上とCRMの強化に取り組んでいます。

　また、各国・各地域のさまざまな成功事例を共有する機

会を設け、取り組みを推進しています。

2009年度の具体的な取り組み事例
グローバル

（海外販売本部の統括地域：アジア、オセアニア、アフリカ、中近東、カリブ、中南米など）

・ 各国のCS/CRMの好事例を共有する、「CS/CRMニュース」を
年6回発行

・ CS向上好事例の共有化を目的とした「CSベストプラクティス」
を年2回発行

中国
・ 研修を強化。2009年3月に中国3ヵ所（北京、上海、深セン）に

トレーニングセンターを設立し、顧客満足の向上のために、販売・
サービス領域の研修を積極的に行っている。

・ ディーラーの社長を対象に自社のCS改善手法の習得に主眼
を置いた研修を実施。その後社長は、研修内容をディーラー社
員に対してカスケードを行っている。

東京マツダ販売株式会社
五反田営業所 所長
須合　一彦

　交通安全を徹底することが「エコ」にも
つながるという話を聞き、お店でお客さま
を対象に、安全啓発とエコドライブの講習
を兼ねた「エコドライブフェア」を実施しま
した。実施時期が、エコカー補助金制度の
開始から約３カ月後だったため、お客さま
の関心も高く、「ハイブリッドやi-stop車で
なくてもエコドライブに参加できるのね」といった声もいただ
きました。「車は買っていただいてからのお付き合い」という当
営業所の考えに合致するフェアになったと思います。今後も、ス
タッフ皆で、「常に自分だったら？」というお客さま視点でご来
店いただいた方へのおもてなしを考えていきます。

VOICE

お客さま目線で考え、
「エコドライブフェア」を実施。
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 アフターサービス
 基本的な考え方

　マツダは、国内外のお客さまが購入から廃車に至るまで、

安心して快適にクルマをお使いいただけるように、充実し

たアフターサービスをお客さまに提供しています。

　燃費や排出ガスなどの環境性能や安全性能を維持す

ることを基本に、幅広い視点でアフターサービスの向上

を目指しています。
● お客さまに安心して快適にお車を乗り続けていただくた

めのメンテナンス
● 万が一不具合が発生した際には1回で確実に修理できる

ような体制づくり
● お客さまとの適切なコミュニケーションづくり
● お客さまを通じて集まる品質情報を修理技術の向上やク

ルマづくりに生かす体制

 国内のアフターサービスの向上
　マツダは、お客さまにマツダ車を長くご愛用いただけ

るよう、主に以下の4つの視点で、アフターサービスの向

上に努めています。

　

　この実現のために、2009年度までに、4つの販売会社

と2年間にわたり、サービス部門のオペレーション改革の

共同検討とトライアルを行い、その成果を、2010年4月

から新しいオペレーションシステムとして国内販売会社

に導入しました。お客さまの待ち時間の短縮、受付接客＆

整備内容説明時間の充分な確保、短時間で標準化された

確実な整備、洗車などを実現しています。

 国内のサービススタッフに対する
　技術研修、接客対応研修の実施
　マツダは、販売会社のサービススタッフを対象に、技術

力向上を目的とした技術研修と、接客応対力および、マネ

ジメント力向上を目的とした接客対応研修の2つの研修

を実施しています。

 海外販売会社のアフターサービス向
　上を目指して
　海外の販売会社におけるアフターサービス向上のた

めの施策を実施しています。

研修 2009年度参加者数 内容

技術研修
定型研修 1,900名 技術経験レベルに対応した「診断能力養成研修」のような研修　

新型車研修 100名 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研修

接客応対研修 定型研修 1,500名 お客さま満足、収益拡大、生産性向上を実現するために求められる接客応対力を身に付ける研修

■ 国内サービススタッフに対する研修

1. 質の高いサービスやサービス商品の開発・提供によるお
客さまとのつながりの強化

2. 適切な情報発信

3. お客さまの声を商品・サービスに反映

4. 人材育成

海外サービス技術大会の実施
● 整備技術力や顧客対応力を競う海外サービス技術大

会を開催。

人材育成
●  海外の技術トレーナーを対象とした新型車研修を実施。

● サービススタッフの顧客対応力や整備技術力の向上
を目指した研修・資格プログラム「マツダマスターズ」
の導入。

　マツダの指導を受けた海外販売会社が自社のサービスス
タッフを教育し、一定の能力を身に付けたと認められたサー
ビススタッフをマツダが資格認定をするプログラムです。こ
のプログラムにより、海外販売会社の人材育成の取り組み
強化とサービススタッフの技術力や意欲の向上に貢献して
います。

マツダ（中国）トレーニングセンターの開設
　マツダ（中国）企業管理有限公司は、北京、上海、深セン
の3都市に「マツダ（中国）トレーニングセンター」を開設
しました。
　マネジメント、営業、サービスの各領域で、ディーラー経
営に関する研修、顧客対応力強化のための研修、サービス
スタッフとサービスアドバイザー向けにレベル別の研修
を提供し、全体で年間延べ約5,000人を受け入れています。
　トレーニングセンターの活用により、業界トップレベル
の販売力、整備技術力、顧客対応力とそれに伴うお客さま
満足度の向上を目指します。

TOPICS

マツダ中国トレーニングセンター

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
アフターサービス向上のための主な取り組み、サービス技術大会の開催など



 商品
 多様なお客さまニーズへの対応
　マツダは、世界中のお客さまのニーズにあった商品を

デザイン・開発しています。

 誰にでも使いやすいクルマを目指して
　マツダは、お客さまが使いやすいクルマを目指して、以

下の視点で開発に取り組んでいます。また、このようなク

ルマを開発することは、高い安全性能にも貢献しています。

 ニーズにきめ細かくこたえる
　カスタマイズ事業
　マツダは、少数派のお客さまニーズにも対応していく

ことがクルマ社会を豊かにしていくことにつながると考

え、「教習車」や、グループ会社のマツダE&Tで「福祉車両

（P46）」「乗用車」「商用・特装車」を提供しています。

 自分仕様のクルマを購入できる
　「ウェブチューンファクトリー」
　マツダは、マツダの公式WEBサイト上でさまざまなオ

プション装備を組み合わせた自分仕様のクルマを購入

することができるサイト「ウェブチューンファクトリー」を

運営しています。2010年6月現在、特別仕様車、軽自動

車を含む、合計27車種で展開中です。

グローバルなお客さまニーズに対応
●	日米欧中の開発拠点を中心に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。

女性視点での研究・企画
●	国内外のさまざまな部門の女性メンバーにより組織される
チームが、女性視点での企画や使いやすいクルマを研究

「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」
以上の4点を追求し、
●	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
●	腕力や筋力に関係なく誰にとっても使いやすい操作性の工夫

　また、WEBサイトでは、以下の機能もあります。

 動画やＣＧを使って商品の機能を
　説明するVIP
　マツダは、お客さまに分かりやすく商品の機能や性能

をお伝えするために、販売会社に対して、パソコンを活用

した「VIP（Visual	 IT	Presentation）」の導入を進め

ています。これは、従来、店頭での説明が難しかった走行性

能や安全性能などの商品特性について、動画やCGアニ

メーションを用いて説明するもので、お客さまから好評

を得ています。

　2005年10月から本格的な導入をスタートさせ、

2010年2月末現在で全国61の販売会社、764店舗（内	

マツダオートザム15店舗）への導入を完了しました。乗

用車の全車種をラインアップしており、新車についても

随時対応しています。

 顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」
　マツダでは、顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」を2007

年10月に創刊以来、各国・各地域で定期的にお客さまに

お届けしています。当情報誌は、マツダ車が提供する走る

歓びや、マツダ車とともに生活する人々のいきいきとした

ライフスタイルを紹介するとともに、お客さまとマツダが

より近づけるようにさまざまなテーマに基づいた情報を

掲載しています。
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●	「乗用車」：個性的・趣味的なクルマなど多様化するニーズにお
応えするために、カスタマイズブランドのアクセサリーパーツ
を開発し、新型車発売と同時にラインナップしています。

●	「商用・特装車」：多様化するビジネスニーズにお応えするため、
マツダの量産車両開発技術を活かし、より機能を高めた特
装車「TESMA（テスマ）」ブランドの提供を行っています。

●	「教習車」：教習生、教官の方々に、扱いやすく快適なクルマ
を提供しています。

●	詳細見積書の依頼
●	現実の店舗への来店申し込みや商談の申し込み
●	簡単に車購入時の見積もりを作成できる「カンタン見積」など
●	お近くのマツダ販売店を検索できる販売店検索

ウェブチューンファクトリー

VIP

お客さま満足 追加情報



て楽しめるよう支援を行っています。

またアメリカのル・マン・シリーズでは、イソブタノールと

エタノールを使用した新バイオ・レース燃料をマツダが

初めて使用し、将来のCO2削減や脱石油としての代替燃

料の開発に一役を担っています。

 品質
 品質向上に関する審査
　マツダは、高品質のクルマづくりを実現するために、開

発段階において、部品からシステムまでさまざまな単位で、

設計図面を品質・生産性・コストなど、あらゆる角度から

徹底的に検証し、問題点を明確化し、解決策を提案する

ための審査を実施し、着実に品質の向上につなげています。

 工場での取り組みに対する評価
　マツダグループでは、生産システムの効率を極限まで高

め、不良や故障、災害などによるロスの発生を未然に防ぐ

TPM活動※1に1980年代後半から取り組んできました。

　2007年度には、TPMを提唱した社団法人日本プラ

ントメンテナンス協会が、TPMによって成果をあげてい

る国内外の事業所を審査、表彰する「TPM優秀賞」におい

て、マツダの防府工場中関地区が「TPMワールドクラス

賞」を受賞しました。同工場は1991年に当社で初めて

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

 製品に対する評価
　2008年1月、米国デトロイトで開催された北米国際

自動車ショーにおいて、マツダCX-9が「ノース・アメリカ

ン・トラック・オブ・ザ・イヤー（North	American	Truck	

of	 the	Year）」を受賞しました。1994年に設立された

同賞は、北米で最も権威のある自動車を対象とする賞の

ひとつであり、デザイン、安全性、ハンドリング、ドライバー

満足度、コストパフォーマンスといったさまざまな領域で

審査が行われた結果、CX-9が受賞の栄誉を得ました。

　また2008年3月20日、Mazda2（日本名：デミオ）が

「2008世界カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。同賞

は世界各国の自動車ジャーナリストによって設立された

自動車賞で、対象年の1月1日以前に2大陸以上に導入

された車種について、スタイリングや性能、安全性など約

20におよぶ項目を厳正に審査し、最終的に投票で1車

種が決定されるものです。

 商品の情報・表示および広告宣伝に
　対する基本的な考え方
　マツダは、正確な製品情報の提供・表示および広告宣

伝に関して、各国の法規に従った広告表示を行うのはも

ちろん、安全性・人権問題・環境問題・社会的倫理などに留

意し、自動車を販売する企業として適切な表示・表現に

細心の注意を払っています。

 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。特にアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、南

アフリカなど海外拠点を中心としたパートナーシップに

より様々な分野でお客さまがモータースポーツに参加し
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大会名 開催日 成果 テーマ 参加サークル 部門

QCサークル広島地区
総合発表大会 2009年11月20日 広島県知事賞

感動賞 究極の刃研を目指して!超硬段付ドリル研ぎ過ぎとの戦い！目指せ大勝利! 藤重サークル 第2工務技術部

全日本選抜
QCサークル大会 2009年11月10日 本部長賞銀賞 挑み続ける者たちに限界は無い!熟練作業者と先進技術で未来へ翼け! うさぎサークル 試作部 

QCサークル山口地区
ブロック大会（西部） 2009年11月5日 地区長賞  リアコンソール傷の撲滅 バイオサークル 第4車両製造部

QCサークル
全国大会（広島）

2009年
9月17～18日

感動賞 ～コストハーフに向けて～部品供給作業工程削減への挑戦 イソップサークル 第2パワートレイン製造部

－

高度熟練技能のNC化“シリンダーヘッド測温穴加工技術の確立” サムライサークル 試作部

レーザー穴明け不良の撲滅! F・Rサークル 車体製造部

究極の刃研を目指して!超硬段付ドリル研ぎ過ぎとの戦い!目指せ大勝利! 藤重サークル 第2工務技術部

リアコンソール傷の撲滅 バイオサークル 第4車両製造部

アテンザ　リアーサイドフレーム自動投入ライン停止の撲滅 ノーバックサークル 防府検査部

QCサークル
中国・四国支部
選抜発表大会 

2009年7月9日

支部長最優秀賞 挑み続ける者たちに限界は無い!熟練作業者と先進技術で未来へ翼け! うさぎサークル 試作部 

支部長銀賞 形の改善から考え方の改善活動 ひかりサークル 第2パワートレイン製造部

－ ダイヤモンドチップ フレキシブル生産～ワイヤーカットによるワンチャック加工～ ユースサークル PT技術部

■ マツダのQCサークル活動実績

フランスマツダ	 ル・マン24時間
レースに出場（クラス３位）

マツダオーストラリア	タルガ・タス
マニ2010に出場



 アフターサービス
 アフターサービスの向上のための

　主な取り組み
①	質の高いサービスやサービス商品の開発・提供による
お客さまとのつながりの強化
●	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

●	サービス拠点、サービススタッフの確実な修理を支援する
最新鋭診断機や専用工具、整備解説書などの提供

●	法定点検などをお得なパック料金でご提供する「パックde
メンテ」など、マツダ車を長くご愛用いただくためのメンテ
ナンス商品のご提供

●	お客さまをお待たせしない販社サービスオペレーション

②	情報発信
●	アフターサービス情報サイトから、お客さまへ、お役立ち
情報を発信

●	 販売会社からの技術的問い合わせにタイムリーに回答す
るホットラインを設置。お客さま車両故障の1回確実修理
をサポートしている

③	お客さまの声を反映
●	アフターサービスを通じて市場から集まるお客さまの品
質情報を修理技術の向上とクルマづくりに生かす

④	人材育成
●	整備品質を支えるＡ級サービス・エンジニアの国内全店配
備の推進

●	サービス・アドバイザー、サービス・エンジニアを養成する
きめ細かな研修プログラムの構築

 営業CS

TPMを導入し、高効率のラインづくりを進めるとともに、

素材から組み立てまでの全プロセスでムダの低減を図

る技術を開発・展開しています。

　「TPMワールドクラス賞」は2009年3月現在、世界全体

で12事業場のみが受賞していますが、そのうちの2事業場

がマツダ（防府工場中関地区と本社工場第2ＰＴ製造部）です。

お客さま満足 追加情報
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マツダコールセンター
マツダオフィシャルウェブサイトお問合わせの詳細
＜マツダコールセンター＞
・1984年2月に設置
・約50名のスタッフが対応
・電話（フリーダイヤル）とウェブサイト両方に対応
・コールセンターに寄せられたお客さまからの情報は
−社内の各担当部門にフィードバック
−社内で検索可能
−お客さま満足をさらに高める活動に有効活用
−2009年4月からは、お問い合わせの多い用品関連につ
いて、迅速な対応が可能となる情報共有のシステムを導入。

＜マツダオフィシャルウェブサイト お問い合わせ対応＞
・マツダオフィシャルウェブサイトに「お問い合わせ」のページを設置
・日本語および英語のサイトで対応
・お問い合わせページに寄せられたお客さまからの情報は、
社内各部門にフィードバックし、適切に対応

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

■ カスタマーサービス向上とお客さま対応の体制

■ 海外グループ会社・販売代理店との主なコミュニケーションの機会
参加対象 頻度 目的・内容

商品導入会議／ブランド会議 米国・欧州・中国・オーストラリアなど海外主要拠点の代表者 不定期
（基本：年2回）

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

グローバル・ディストリビューター会議 東南アジア、中南米、中近東、アフリカ地域の役員 年1回 ビジネス、マーケティング、商品導入等多岐にわたっ
ての話し合い

東南アジアディストリビューター会議 東南アジア地域のセールス、マーケティング関係者（一部役員） 年1回 商品導入方針やマーケティング施策、ベストプラク
ティス等について話し合い

カリブ・中南米ディストリビューター会議 中南米地域のセールス、マーケティング関係者（一部役員） 年1回 商品導入方針やマーケティング施策、ベストプラク
ティス等について話し合い

中近東ディストリビューター会議 中近東・アフリカ地域のセールス、マーケティング関係者（一部役員） 年1回 商品導入方針やマーケティング施策、ベストプラク
ティス等について話し合い

2009 4A CRM ディストリビューター会議 チリ、コロンビア、ベネズエラ、UAE、サウジアラビア、クエート、
オマーン他のマネジメント、CS/CRM担当者計18名 適宜 各国のCRMに関する活動紹介、今後の活動方針の

情報共有 

参加対象 頻度 目的・内容

販売会社代表者会議 販売会社の代表者とマツダ（株）の役員 年2回 マツダ（株）の政策を伝える

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
常任理事等（年2回はマツダ（株）の代表も参加） 年4回

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・意見を交換
全国マツダ販売店協会※

専門部会／委員会 全国マツダ販売店協会部会委員とマツダ（株）担当者 随時

販売会社部門担当
責任者会議 各領域の担当者とマツダ㈱の担当者 随時 労政、流通、コンプライアンス、新車、中古車、カスタマーサービス、システム、CS、保険などの

具体的な領域において定期的に各担当部門と会議を開催し、情報・意見を交換

■ 国内の販売会社との主なコミュニケーションの機会

※全国マツダ販売店協会参加会社：マツダ系とマツダアンフィニ系販売会社全51社、部品販売会社、運輸会社、マツダ中販（株）、マツダオートリース（株）など



 整備・修理のサービス性向上を目指
　した新型車の開発
　マツダはクルマの開発にあたって、整備や修理の効率

化を図るために、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ています。

　具体例としては、2009年6月に発売した新型「アクセ

ラ」では、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ました。

 マツダトレーニングセンター
　マツダは、サービススタッフを対象とした研修施設「マツダ

トレーニングセンター」を広島県と神奈川県に設置しています。

　同センターでは、効果的な研修を実施するために、「ブレ

ンディング研修」のスタイルを採用しています。受講者は、

ほとんどの技術研修を、事前にｅラーニングで予習した上で、

センターで集合研修を受講するので、集合研修では、実車・

実機を使用した実習の時間を多く確保することができます。

　また、接客応対研修においても、ロールプレーイングや

グループ研究などを織り交ぜた実践的な研修を実施し

ています。研修期間は概ね2日で2009年度は約1,500

名が受講しました。

　マツダトレーニングセンター鯛尾（広島県）では、グルー

プの枠を超えて自動車の整備技術の普及に努めており、

自動車整備事業者を会員とする公益団体に所属する整

備士に対しても新技術に関する研修を実施しています。

 サービス技術大会の開催
　マツダは1963年から、サービス技術を競い合う場と

して、毎年「マツダ全国サービス技術大会」を開催し、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ます。また

日本だけでなく世界各地でも、地域ごとにこうした大会

を開催しています。

 点検・整備などに活用する整備解説
　書の提供
　マツダは、2005年4月よりそれまで紙による提

供であった整備解説書の電子化（MESI：Mazda 	

Electronic	Service	Information）を開始し、マツダ

車を整備する販売店がクイックかつ効率的に必要な整

備情報を検索できる業務環境を整備してきました。現在

は、国内、欧州の販売会社へはインターネットを通じ、そ

の他の海外地区にはCDにて整備解説書を配布していま

す。クルマは、同じ車名であっても年式やグレードによっ

て装備が異なり、整備に必要な情報も多種多様です。そ

こで、販社の要望や、整備解説書のインターネットでのア

クセス実績を収集・分析して、内容を随時見直しています。

　2011年度には、インターネット経由で提供する地域を、

アジア、中近東、中南米の主要市場まで拡大予定です。今後

も引き続き、販売会社からの声に耳を傾け、お客さまのク

ルマの整備・修理実態に則しMESIの内容を改善することで、

お客さまへのアフターサービス向上に努めていきます。

 マツダ車を診断するサービス診断機
　の開発
　マツダは独自のサービス診断機「マツダ・モジュラー･

ダイアグノスティック･システム（M-MDS）	」を開発し、

販売会社に提供しています。これは、昨今のマツダ車に幅

広く採用されている複雑で高度な電子コントロールシス

テムを、販売会社のサービススタッフが、適切にメンテナ

ンスできるように、主要な電子コントロールシステム全

体を効率的に診断できる機能をもつ点が特徴です。すで

に国内外のほぼ全ての販売会社に配備しています。

　今後もお客さまへのサービス向上のため、M-MDSの機

能改善に努めていきます。

 サービス品質を確保するための専用
　工具の提供
　マツダは、全世界のサービス拠点で確実かつスピーディ

な整備を実施するために、用途に応じて開発した専用工

具を全世界の販売会社に提供しています。

　2009年度は、国内で先行して整備に必須となる専用

工具を厳選した上で、その使用方法の詳細説明などを実

施することで、配備の強化活動を継続実施しています。こ

の強化活動は2010年から海外でも順次開始しています。

今後も、販売会社からの声に耳を傾け、安全、確実、効率的

な整備を実現する専用工具を開発していきます。
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・国内：2008年10月に「第45回全国サービス技術大会」を開催。
・海外：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。
次回は、2010年度に各地域大会の実施を予定しています。

マツダトレーニング
センター鯛尾



　2009年11月には「Mazda3（日本名：アクセラ）」の欧

州仕様車が、前年の「Mazda6（日本名：アテンザ）」の欧州

仕様車に引き続き欧州の安全評価基準「ユーロNCAP」で、

最高評価の5つ星を獲得しました。マツダ車は、世界最高

レベルの衝突安全性能を実現しています。

 危険回避や危険予知をサポートする
　「アクティブセーフティ技術」
　マツダは、ドライバーの危険回避や危険予知をサポー

トし、事故を未然に防ぐ「アクティブセーフティ技術」の

研究開発に取り組んでいます。既に商品化している技術

もあり、今後もさまざまな視点から、研究開発・商品化に

取り組んでいきます。

 ブレーキ・オーバーライド・システム
　（BOS）の導入
　「ブレーキ・オーバーライド・システム（BOS）」は、事故の

防止・被害軽減を図ることを目的に、運転時に予想外の

状況でアクセルとブレーキを同時に踏み込んだ場合は、

ブレーキの機能を優先してクルマを停車させる装置です。

　2010年に導入した新型プレマシー／Mazda5から、

今後グローバルに発売するすべての新型乗用車にBOS

を順次標準装備していきます。

　マツダは、先進技術の研究・開発だけでなく、お客さま

と同じ目線での安全装備の導入を心がけています。

 国内におけるITSを活用した安全な社会
　への取り組み
　ITS（高度道路交通システム）は、情報通信技術を用いて、

クルマと人と交通環境を結び、渋滞緩和や事故防止の検

討を図るシステムとして注目されています。

　マツダは、政府や地域、関連企業と連携して、社会全体

で安全なクルマ社会の実現を目指していくため、ITSの

研究・開発およびその整備に関わるプロジェクトに積極

的に参画し、自動車メーカーの視点で、ITS車両搭載機器

の開発や同搭載機から取得したデータの収集分析など

を行っています。

　2009年は、安全だけでなく、環境保全の視点でのプロ

ジェクトもスタートするなど、官民一体となって道路交

通システムの整備を進めています。

 安全についての基本的な考え方
　マツダは、「クルマ」「人」「道路・インフラ」という3つの視

点で、「事故のない安全なクルマ社会」を目指しています。

その実現のために、「安全ポリシー」を策定し、それに基づ

いて、さまざまな技術や装備の開発に取り組んでいます。

また、各国・各地域で掲げられた中短期の事故低減目標

や社会の要請の変化等も踏まえながら、着実に取り組み

を進めていきます。

 万が一事故が発生した際に人への被害
　を軽減する「パッシブセーフティ技術」
　マツダは、各国・各地域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。

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

2009年度の主な実績
● Mazda3がユーロNCAP※1で最高評価を獲得

●  安全技術サイト（マツダオフィシャルホームページ）
　マツダの安全技術を動画とともに分かりやすくご紹介しています。

http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/
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※1　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

お
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目指す姿 事故のない安全なクルマ社会

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、

■ 安全への取り組み

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
マツダが参加するITSプロジェクトなどアフターサービス向上のための主な取り組み、サービス技術大会の開催など



「Mazda3（日本名：アクセラ）」が
欧州の安全性能総合評価で最高評価を獲得
　2009年11月、「Mazda3」（欧州仕様車）が、欧州の
安全評価基準「ユーロ	NCAP（European	New	Car	
Assessment	Programme）」※1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。これは「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」の総合評価によるものです。
　「Mazda3」は米国でもIIHS（Insurance	Institute	for	

※1　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

Highway	Safety）※2による衝突安全試験でも、最高等級
の「Top	Safety	Pick2009」の評価（2009年10月〜11
月の評価）を獲得しており、世界トップレベルの安全性能
を実現しています。

※2　アメリカ保険業界の非営利団体

安全への取り組み 追加情報
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TOPICS

Mazda	3 ユーロ	NCAP

■ マツダが参加するITSプロジェクト
プロジェクト 概要 主体

スマートウェイ 高速道路や有料道路を中心に、人と車と道路とを情報で結ぶITS技術を活用した次世代道路シス
テムの研究・整備を進めている。 国土交通省道路局

DSSS（Driving Safety Support Systems） 自動車と道路インフラが通信を行う路車間通信を活用した安全運転支援システムや、交通の円滑
化システムなどの研究開発を進めている

警察庁
UTMS協会

ASV（Advanced Safety Vehicle） 自動車と自動車が通信を行う車車間通信を活用した安全運転支援システムの研究開発を進めている。 国土交通省自動車交通局
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く取引の参入機会を提供。

・	取引のお申し入れに対して、社内の取引先評価基準に沿った公

平・公正な、診断およびビジネスの可否に関する判断。

・	取引先に対して、マツダサプライヤーCSRガイドラインおよび

マツダグリーン調達ガイドライン（Ｐ35参照）の順守を要請。

 サプライヤーCSRガイドライン
　マツダは、サプライヤーのCSR活動を促進しています。

2010年7月には、社団法人日本自動車工業会のCSRガ

イドラインを参考に、「マツダサプライヤーCSRガイドラ

イン」を作成。また、「マツダグリーン調達ガイドライン」の

改訂を行い、サプライチェーン全体でCSRに配慮した事

業活動を推進しています。

　これらのガイドラインには、世界中の地域における法

令順守とともに児童・強制労働の禁止、コンプライアンス、

 サプライヤー(購買取引先）とともに
　マツダは、購買基本理念のもとに、世界中のサプライ

ヤーに門戸を開き、公正・公平な取引に努めています。

　また、持続可能な社会づくりのためにサプライヤーと

一体となったCSRの推進に取り組んでいます。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

組みなどを評価基準に従い総合的に判断しています。

購買基本理念に基づいた取り組み
・	国籍・企業規模、取引実績の有無に拠らず、世界中の企業に、広

購買基本理念
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。（1994年）

国内外のサプライヤーや販売会社との共存共栄を目指し、
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

人間尊重
51   ビジネスパートナーへの取り組み

53   人権尊重

54   従業員への取り組み



 その他サプライヤー支援策
1.ミルクランシステムへの変更：部品の納入方式を、従来

の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。このシステムに

より、物流に関する業務削減とともに、環境負荷低減に

も貢献しています。

2.PL保険（部品の製造物責任リスクを軽減）の共同加入

制度の案内

3.社外で開催され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

企業倫理の重視などの項目を設定し、すべての取引先に

ガイドラインの順守を要請しています。

 サプライヤーとのコミュニケーション
　マツダは、共存・共栄と高品質なクルマづくりのために、

サプライヤーに対し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るために、定期的に情報

交換を行っています。また、サプライヤーによって運営さ

れている、協力会組織とも密に連携しています。

 サプライヤーの評価と表彰
　より良い取引関係を構築していくため、年に1回サプ

ライヤーを評価し、その結果をサプライヤーに伝えると

同時に、総合的に優れたサプライヤーと、品質に優れたサ

プライヤーを表彰しています。

　また、協力会の会員会社同士が、相互に会社訪問し、優

れた事例を共有できるような、分科会活動も行っています。

 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・共栄を図るとともに持

続可能な社会を目指すパートナーとして、さまざまな協

働活動や支援を行っています。

　一例として、取引の多い、地場サプライヤーについては、

品質向上を支援するためのさまざまな研修の場や、アド

バイスの機会を設けています。
■ 購買取引先　			　　■ 購買協力会組織

 地場サプライヤー対象の人材育成支援
　「品質塾」を開催
　広島県の地場サプライヤーの従業員を対象に、サプラ

イチェーン全体での品質レベル向上と、サプライヤーの

人材育成支援を目的に、品質勉強会「マツダ品質塾」を開

催しています。
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自動車部品 443社

資材（素材）など 164社

設備・要具 408社

合計 1,015社

部品サプライヤー

関東洋光会
（関東地区周辺） 64社

関西洋光会
（関西・東海地区周辺） 48社

西日本洋光会
（中国・四国・九州地区） 60社

資材サプライヤー
（原材料・装置・金型など） 洋進会 79社

（2010年3月31日現在）　（2010年3月31日現在）
人
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重
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活動内容
品質管理全般に関わる「気付きの力」の向上のため、不
具合事例の考察、参加企業間の意見交換などを通して、
マツダの品質に関する考え方の理解と共有化を促進し
ています。

● 2009年度実績
・実施テーマ：「工程保証度評価」「日常管理（変化点管理）」
（毎年、受講者からの要望が多いテーマで開催）
・参加者：若手・中堅従業員
・開催回数：計10回（2講座を隔月で実施）
・受講者数：46社から約100名が参加

	● 2010年度予定
・サプライヤーのマネジメント（管理者）を対象に外注先も含

めた日常管理活動の構築・展開・促進についての講話
・外注先を含めた日常管理活動の実践状況のヒアリングと

工程保証度評価や変化点管理の実施事例の評価など

2009年度実績
● 主な評価内容：品質、コスト、納期等を総合評価
●表彰実績：部品系77社、資材系9社

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
地場サプライヤー対象の「ものづくり」を支援する「J-ABC活動」

広島アルミニウム工業株式会社
品質保証部品質第1課

横峯 慎也 様

　「品質塾」の案内を見て、工程保証度評価、
変化点管理についてちょうど勉強したいと
考えていたところだったので、参加できるよ
うに上司に頼みました。実際の品質塾では、
工程保証度評価作成や変化点管理実践に
おいて要点や問題点も理解でき、自分自身
大きく成長できたように思います。また、他
のサプライヤーの方 と々交流し、不具合事例とその問題解決の手
法や品質への考え方などを共有できたことも、大変勉強になりま
した。今回学んだことを自分の職場で展開するとともに、今後もオー
ルマツダで品質向上のために、品質塾の継続開催を期待しています。

VOICE

品質塾で他サプライヤーと
問題点・解決法を共有



 地場サプライヤー対象の「ものづくり」
　を支援する「J-ABC活動」
　広島県の地場サプライヤーに対して、「J-ABC活動（地

場サプライヤー＝J、Achieve Best Cost）」を実施し

ています。これは、マツダ従業員がサプライヤーの工場を

訪問して、マツダ生産方式の考え方を基本にものづくり

の無駄・問題点を抽出し、改善策の検討・実施を協働で

取り組むものです。

■ サプライヤーとの主なコミュニケーションの機会

● 2009年度実績
具体的活動例〜協働改善活動

「ダントツの生産性、リードタイム短縮」などをテーマに、
稼働率向上、サイクルタイム短縮、活人化（一人当たりの
時間当たり出来高の向上）、在庫削減で大きな改善成果
あり。
・ 23社31工場に、延べ1,500回／年訪問し、協働改善活動を

実施。
・ 31工場で45本の改善モデルラインを完成。

具体的活動例〜J-ABCからくり改善道場
「お金をかけない、創造性に優れた、楽しい作業改善」を目
的に製造現場での「からくり改善道場」を開催。
・ 座学、現場指導会、成果発表会などの実践プログラムを通

じてからくり考案、製作能力の向上。
・ 広島・防府地区で2回／年開催。22社22個のからくり装置

を完成。
・ 優秀作品は全国大会で優秀賞を受賞。

 ● 2010年度予定
協働改善活動の拠点対象を拡大するとともに、「J-ABCか
らくり改善道場」に加え、「J-ABC保全道場」を開講し、設
備のメンテナンス能力向上にも取り組んでいきます。

参加対象 頻度 目的・内容

経営者
懇談会

主要サプラ
イヤーの経
営層

年1回

・マツダの代表取締役社長がマツダの現状・課
題・方針を説明、購買本部部長が購買方針を
説明し、マツダへの理解促進と同時に、協力
を求めている。

・相互の親睦を深める。

業務連
絡会

主要サプラ
イヤーの実
務責任者

年1回

・サプライヤーの実務責任者に経営者懇談会
での購買本部部長の説明内容を主に、具体
的な購買方針を説明することで、マツダへ
の理解促進を図り、その内容を業務に役立
てている。

購買連
絡会

主要サプラ
イヤーの実
務担当者

月1回

・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
ついても要請する。

・「コミュニケーションシート」を用いて、サプラ
イヤーの実務担当者の声を収集、さまざまな
意見に耳を傾け、同会議の運営方法の改善
を図るなど、PDCAサイクルを回している。

・社内報の配布。

その他 － －
新技術・研究を紹介する社内資料｢マツダ技
報」をウェブで公開するなど、さまざまなコ
ミュニケーションに努めている。

ビジネスパートナーへの取り組み 追加情報
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て相談を受け付けています。相談から24時間以内に対

応に着手し、相談者の職場環境を速やかに回復しています。

この窓口はコンプライアンス統括部が運営しており、対

応の内容は人権委員会へ報告され、さらに実効性のある

全社方針の策定や、啓発活動の実施に役立てています。

 啓発
　マツダでは、人権意識高揚を図るために人権研修や啓

発活動を通して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を持っています。

　従業員の人権意識の現状把握のために、年に1度の社員

意識調査の人権に関連する質問のスコアを評価基準とし、

活動の見直しや改善策の検討を行っています。

 社外との連携および地域社会への貢献
　マツダは行政や企業、社外団体などとも連携した人権

擁護活動を通して、地域社会に対して人権尊重のメッセー

ジを発信しています。

 基本的な考え方
　マツダは企業活動の基本は人権尊重であると考えてい

ます。会社生活において、一人ひとりの尊厳と人格を尊重

することは大変重要であり、明るく働きやすい職場でこそ

従業員の能力が発揮され、大きな組織力を生み出します。

　こうした考えに基づき、2000年に人権宣言を採択。法

令順守や児童労働・強制労働の禁止はもちろん、社内外

を問わずすべての企業活動において、人種・国籍・信条、性

別、社会的身分、門地、年齢、身体障がいまたは同性愛によ

る差別や嫌がらせなど、いかなる人権侵害も許さないと

いう強い信念のもと、人権侵害の完全撤廃を社内外に発

表しています。

　2008年には企業として全国で初めて法務省と全国

人権擁護委員連合会が主催する「人権擁護功労賞」を受

賞しました。

 規則／ガイドライン
　マツダでは、人権尊重の啓発のため、従業員の価値観

および行動基準を明確化する必要があると考え、1999

年に「セクハラ追放ガイドライン」を、2000年に「人権侵

害撤廃規則」を制定、従業員の職場環境を保護しています。

 推進体制
　コンプライアンス統括部人権啓発推進グループがマツダ

グループ全体の人権擁護活動のリーダーとなり、活動内容

を「人権委員会」で役員	・ 本部長などに報告しています。また、
グループ全体で活動の推進と問題解決に取り組むため、各

部門長が人権擁護推進員として各部門の活動をリードし

ています。さらに、各事業所および国内外グループ会社にも

人権担当者を置く体制を構築しています。グループ会社と

は、定期的に情報交換を行い、深刻な人権問題に関しては

本社のコンプライアンス担当役員など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。

 24時間体制の相談窓口
　マツダは、専任相談員による24時間体制の相談窓口、

「人権相談デスク」「女性相談デスク」を設置し、人権問題

の被害者の早期救済や対応、解決にあたっています。

　「秘密厳守」「報復の禁止」「相談者に不利益がこうむら

ないこと」を規則に定め、面談、電話、eメールなどを通じ

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

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
推進体制図、国内外のグループ会社の取り組み	など

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

2009年度の主な取り組み
●	国税局、広島県、山口県、島根県など国内での講演
●	広島県内でのヒューマンフェスタなどイベントの主催	
	 及び参加

社内人権啓発活動
全従業員が就業時間中に人権について考え、議論する人権ミー
ティング、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、人権ラッピングバスなどを導入しています。

2009年度　啓発活動実績
●	人権パネル展（6月、12月）
●	人権ミーティング（現業系	年4回、	間接系	年2回）

人権研修
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。（20以上の人権研修プログラムを設定）
また、イベント研修として、人権講演会、人権コンサート、人
権映画会も開催しています。

マツダオーストラリア
人事部 マネージャー

ジャスミン・
ストリンガー

　職場におけるハラスメント、差別、いじめ、
女性の機会均等の侵害など人権問題に
は確固たるポリシーを持ち、従業員には機
会あるごとに周知徹底しています。入社時
にはセクハラ研修を実施、今後はいじめに
ついても研修を実施予定です。さらに、若
者が能力を十分発揮し、夢に挑戦できる
ようにと設立されたReach基金の活動に、
マツダ車の提供や運営資金の援助のほか、
従業員もボランティアとして参加しています。

VOICE

人権問題には確固たる
ポリシーを持って取り組んでいます

オーストラリア



■ 推進体制図

 国内外のグループ会社
　マツダは、「One Mazda」の考えのもと、グループ会社

の人権擁護活動の推進に努めています。現在、グループ

会社においては行動規範に人権侵害を禁止することが

明記され、マツダの相談窓口も記載されています。また、

マツダの「人権侵害撤廃規則」、「セクハラ追放ガイドラ

イン」に則った独自の規則・ガイドラインが作成され、人

権侵害の撤廃に努めています。

　さらに、本社のコンプライアンス統括部と各グループ

会社の人権担当者は定期的な情報交換を行い、各社の

状況に応じて研修ツールの提供や講師の派遣などを行っ

ています。

　2009年度は中国の拠点で全従業員に対して人権研

修を行いました。その後の従業員意識調査では、人権項目

のポイント改善が見られるなど、着実に人権尊重の考え

方が浸透しています。
■ グループ会社との定例コミュニケーションの状況

■ 2009年度の実績

人権尊重 追加情報

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

コンプライアンス統括部
人権啓発推進グループ

担当者
会議

対象 形式 概要 頻度

国内販売会社 会議 ・マツダ本社での人権擁護活動取り組
み紹介

・ グループ会社に提供可能なツールや
啓発活動などの紹介

年1回

国内部品販売会社 会議 年1回

海外グループ会社

人権担当者
へのメール
配 信とアン
ケート回収

・過去半年の本社での取り組み実績と
今後半年の計画、日本の人権トピック
スをメールマガジン形式で紹介

・ 各国の人権関連の法令変更などの環
境変化や各拠点の取り組み状況など
をアンケート形式で情報収集

年2回

対象 取り組み 概要

国内の全部品販売会社 eラーニングの導入
本社で実施している

「セクハラ」「パワハラ」に関する
eラーニングを導入

国内全販売会社 eラーニングの導入 本社で実施している
「セクハラ」に関するeラーニングを導入

国内販売会社（5社） 人権ミーティング
本社で実施している、人権について、考え、
従業員同士で話し合いの時間をもつ人権
ミーティングを導入。3カ月に一回実施。

国内販売会社（4社） 人権研修 本社から講師を派遣し、研修を実施

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

　マツダの人権についての基本理念を基に、
継続的に人権擁護活動を展開しています。
　特に、2009年は、人権に対する社員の
認識の差をなくすために、マツダ本社（広島）
と連携をとり、研修会を開催しました。人権
の基本コンセプトやマツダの考え方、自社
の取り組みなどを社内に伝え、社員の理解
を深め、人権意識の向上を図りました。また、
新卒・中途入社社員を対象とした倫理規範・
人権研修も継続実施しています。さらに、さまざまな啓発活動を
行うことで、人権問題が発生しないような企業風土づくりに取り
組んでいます。

VOICE

人権問題が発生しないような
風土づくりに取り組んでいます

中国

ウ シャオリン

Sustainability Report 201053-①
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マツダでは「Mazda	Way」を軸とした人づくりを進め
従業員がイキイキと仕事に取り組める風土づくり・環境整備に取り組んでいます。

従業員への取り組み
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 人事制度「とびうお」
　マツダは以下の2点を目標として人事制度「とびうお」

を運用しています。

■ 「とびうお」3つの柱

　人事制度「とびうお」では、3本の主要な柱に基づき、さ
まざまな施策を積極的に展開しています。

 人事基本コンセプト
　マツダは、「最大の経営資源は人である」と考え、どの会

社よりも「人」がイキイキしている企業を目指しています。

その実現のために、国内外のマツダグループ全員で共有

する、「Mazda	Way」を軸とした人づくりを進めるとともに、

「人」の成長と活躍を支える基盤として、人事制度「とびう

お」をはじめとしたさまざまな施策や取り組みを積極的に

展開しています。

 「Mazda Way」
　2008年、これまでマツダで受け継がれてきた基本的

な考え方や価値観を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」としてまとめました。	

2009年度は社員一人ひとりの意識や行動に定着する

ように、社内における仕事の成功事例を共有し、実践を促

進するなどの取り組みを行いました。

　関連情報＞＞P17

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

■ Mazda Way 推進活動ゴールイメージ

浸透期 定着期 進化期

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。

●	「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」

社内掲示ポスター

マツダグループの人事施策推進体制
　国内外のグループ会社とは、定期的なコミュニケーション
を図りながら、さらなる人材の交流や共通の視点に基づく風
土づくりなどの取り組みを協働で行っています。

施策内容
● グローバルPDC（グローバル人材開発委員会）
・国内外のグループ会社間における人材交流・活用について
各社リーダーが協議

● 各社人事担当者との定例会議
・海外拠点との定例会議	（月1回）
・本社（広島）と同じ地域にある国内子会社との定例会議　　
（四半期ごと）
● 社員意識調査
・マツダグループ全社で社員の意識調査を実施（年1回）
	分析結果を社員に開示し、グループ共通の視点による風土
づくりを推進
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マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）
　マツダ短大とは、マツダのものづくりの中核となる人

材を育成するため、高等学校新卒者および社内選抜者を

対象に設立された社内教育機関です。2年間教育を受け

た修了生たちは、生産部門や試作部門に配属され、ものづ

くりの現場で活躍しています。
在校生総数126名（2010年4月1日時点）

修了生総数1,299名（1988年〜2010年3月）

 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、さまざまな施策を用意し、ワー

クライフバランスの促進充実に取り組んでいます。

　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。

 選択と自己実現
　社員一人ひとりが自分自身の目標を持ち、その目標を

達成できるよう上司や会社が支援するための機会を用意

しています。

上司と部下のコミュニケーション「キャリアミーティング」
　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、すべての社員を対象に実施しています。

　この取り組みにより、社員意識調査において、毎年、社

員の成長の実感に関するポイントが向上するなど、着実

に成果を上げています。

キャリアチャレンジ（社内公募・FA（フリーエージェント））制度
　社員のキャリア開発支援制度として以下の2つを導入

しています。
●	社内公募：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制度
●	FA制度：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制度

教育・研修
　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。特にマツダ

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ています。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
キャリアミーティングの主なテーマ、全社能力開発体系図	など

本社工場

堤 健

　2009年9月に開催された第40回技能五
輪国際大会の「車体塗装の部」において金
メダルを獲得できました。2006年の入社時
から、この大会でトップに立つことを目標と
してきたので、本当にうれしかったです。4日
間という長い競 技 時 間の中では小さな失
敗もありましたが、常に自分で考え対処す
る練習を重ねてきたのでリカバリーできる自信はありました。今後
は後輩の指導にあたりますが、後輩たちも失敗を重ね自分で考
える選手になってもらいたいと願っています。

VOICE

技能五輪国際大会で
金メダルを獲得

第２工務技術部防府

久村 俊一

　急に子どもが病気になり、妻が仕事を
休むことができなかったため、病院への付
き添いと看護のために今回初めて「ハー
トフル休暇」を取得しました。その後、自分
自身はもちろん、家族の病気やケガといっ
た突発的な休暇取得の可能性を常に考え、
日々の業務をその日に完結するよう心がけるようになりました。
　有給休暇を計画的に取得することや、ハートフル休暇をうまく
活用することで、仕事と家庭との両立を図り、家族とのコミュニケー
ションを大切にしていくことが今後、男女問わず求められていく
のではないでしょうか。休暇制度や出産・育児・介護制度などの
利用にあたっては、制度内容を利用者自身がよく理解し、利用
していくことで仕事も家庭生活もより充実していくと思います。

VOICE

制度を有効活用することで
より充実した仕事と家庭生活を

キャリアミーティングのベースとなる考え方
●	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

●	上司と部下が十分に話し合い、社員一人ひとりが「なりた
い自分になる」ために何をすれば良いかを共有する

　2009年夏には、お取引先部品メーカーの中堅技能者の方を
対象として、技能の伝承方法について学んでいただく「オープン
カレッジ」を実施しました。開催のきっかけは団塊世代の熟練技
能者の一斉退職による「2007年問題」でした。マツダだけでなく、
お取引先でも、同じ問題を抱えていることがわかり、このオープ
ンカレッジが発案されました。
　今回の試みにより、マツダ全体のものづくり向上につながる
指導者の育成に貢献していきます。

COLUMN
マツダ全体のものづくりを底上げ～マツダ短大
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女性雇用の拡大と活躍の場の創設
　マツダは、女性の雇用・活用の促進に取り組んでいます。
●	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、ワークライフバランスの施策を充実。
●	女性のお客さまの特徴やニーズを商品開発に活かすため、

開発領域の女性社員を中心にプロジェクト活動を推進。

高齢者雇用の促進と技能・ノウハウの伝承
　マツダは、積極的に高齢者の再雇用を進め、技能系か

ら間接社員まで、あらゆる熟練者の技能・技術・ノウハウ

の伝承を進めています。

 グローバルにおける人材活用
　マツダは、各国・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、出身国や採用地に関わらず、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PDC（グローバ

ル人材開発委員会）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。

■ 主なワークライフバランス施策と2009年度実績

 人・仕事・処遇の最適マッチング
　社員が自分の仕事の成果や能力に対する評価がわかり、

今の成長と活躍に見合った処遇をされていることが日々

実感できるための仕組みを整備しています。

賃金・等級制度
・年齢や勤続年数などを評価基準としない

・「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

人材開発委員会
　グローバルにビジネスをリードする人材の育成、グロー

バルワイドな人材の配置活用を目指し、業務領域や本部

といった階層別に、マネジメント層を委員とする人材開

発委員会を毎月開催しています。

 ダイバーシティ（多様性）の確保
　マツダは、すべての従業員に対して、個人の多様性を尊

重すると同時に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。

安定的な障がい者雇用
　マツダは、「Mazda	Way」の考え方の一つである「共

ともいく

育」

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。

施策 施策概要 2009年度実績

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。2008年に新規導入。 31名

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。

375名
男性：303名
女性：72名

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。 155名（内男性4名）

介護休職 要介護状態にある対象親族を介護するための休職制度。最長１年まで休職可能。 3名

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。

短時間勤務者
育児：111名、介護：4名

再雇用制度 結婚・育児・介護などで退職した復帰意欲のある元社員を対象に、再入社の機会を提供する制度。2008年度から導入。 登録者2名

在宅勤務制度 育児・介護を行う場合や、在宅勤務を行うことでより効率的に業務を遂行できる場合を対象に、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。 53名

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。

213名
男性：87名
女性：126名

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。 2009年度は実施見送り

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。 園児44名

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。 21名

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。 5名

早くかえろう運動 間接部門を対象に、業務効率化を進めることにより長時間労働の改善を図る運動を展開。（具体的な活動例：定時退社日、
消灯時刻の設定等） 継続的に実施

JICA派遣休職 国際協力機構の行うJICAボランティア事業に参加する場合に、有給での休職を認める制度。 実績なし

仕事と子育ての両立支援制度の理
解促進（専用パンフレットの全社配布）

ワークライフバランスの制度を分かりやすく解説。利用者の声などを掲載したパンフレットを全社に配布するとともに、
社内イントラネットで公開し、制度の理解促進を図っている。 継続的に実施

社員の環境保全活動、社会貢献活動
を支援する福利厚生プログラム

カフェテリアプラン（年次ごとにあたえられるポイントを使ってさまざまな福利厚生を受けられる制度）の中で、社員のボ
ランティア活動の活動費に対してポイントを申請できる。JICA（国際協力機構）への派遣に伴う休職にも対応。 継続的に実施

有給休暇の計画取得の推進 労使で、業務の効率化・平準化を強力に推し進め、自分発で有給休暇の計画的な取得が実現できる環境を整備している。 平均取得日数
12.5日（取得率67％）

「フィジカル	チャレンジ	サポートデスク」
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



Sustainability Report 201057

■ 労働災害発生率（休業度数率）

 健康の維持増進
　マツダでは、従業員の健康の維持・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、グループ会社か

らの相談・アドバイス体制の充実を図っていきます。

 労使関係
　マツダとマツダ労働組合は労働協約を締結し、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。

　グループ各社の労働組合が結成した全国マツダ労連

とも定期的な情報交換や活発な協議を行い良好な労使

関係づくりに注力しています。

※マツダ労働組合は、2010年7月から、正社員に加えて、６カ月間勤務して契約
更新する期間社員も組合員化することを決定しました。

■ 従業員データ （2010年3月31日現在）

※マツダ単体のデータには、出向者を含む。

 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。2009年3月期からは、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」に取り組んでいます。

労働安全衛生マネジメントシステム
　マツダは、安全衛生マネジメントシステムの運用により、
自主的かつ継続的な安全衛生管理を行い、労働災害の潜

在的な危険を減らすとともに、安全衛生水準のさらなる

向上を目指しています。

以下の関連情報、詳細情報をウェブでご覧いただけます。ウェブ
健康の維持増進の具体的な取り組み、安全衛生委員会	など

従業員数
平均年齢 平均勤続年数

技能系 事務・技術系

単体

男性 10,887人 9,397人 38.6歳 16.7年 

女性 551人 1,211人 33.8歳 11.4年 

合計 22,046人 38.2歳 16.2年

連結 合計 38,987人 ― ―

2007年度 2008年度 2009年度実績

女性社員採用数 423人 194人 130人

女性管理職数
（係長級以上） 76人 84人 95人

女性従業員比率 7.8％ 7.6% 8.0%

女性管理職比率
（女性管理者/全体） 0.3％ 0.3% 0.4%

女性管理職比率
（女性管理者/全体管理者） 1.9％ 2.1% 2.4%

60歳以上の勤務者数（エキス
パートファミリー、シニアファミリー） 996人 1,265人 1,341人

障がい者雇用 法定雇用率 1.82% 1.88% 2.03%

障がい者在籍数 232名 254名 257名

有休取得率 88% 87% 67%

平均有休取得日数 16.1日 16.1日 12.5日

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！ 具体的な取り組み

●	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

●	2001年9月30日に、「マツダ21世紀労使共同宣言」を採択

マネジメントシステム取り組み内容
　危険・リスクを事前に抽出し、対策を実施する「リスクアセ
スメント」によって災害発生の未然防止に努めるとともに、監
査によってシステムの運用状況を調査・評価し、PDCAサイ
クルを回しています。
2009年度実績
重大災害　0件
内部システム監査実施部門　16本部　95部門

20092005 2006 2007
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.14

0.65

0.99

0.21

0.28

0.60

0.18

0.46

0.55

0.17

0.37

0.67
0.5

0.19

0.18

※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

（年度）2008



介護
「マツダ共済会の介護休職給付金事業」

会員自身が介護休職制度により休職に至った場合、当初3カ

月間は3万円/月を支給。３カ月以上の場合は10万円/月（制

定2003年6月）

「マツダ共済会の家族介護見舞金給付事業」
会員の配偶者が継続1年以上、厚生労働省の定める要介護状

態になった場合、または会員に配偶者がなく、子が継続1年以

上、厚生労働省の定める要介護状態になった場合、5万円／年

を支給。（制定2006年5月）

傷病休業
「マツダ共済会の長期療養見舞金給付金事業」

会員自身が傷病休職に至った場合、その間3万円／月を支給（制

定1984年11月）

 企業間出向支援制度の活用
　マツダは、経済産業省が推進している「企業間出向支

援制度」※1を活用し、近隣企業からの出向を受け入れて

います。

※1 「企業間出向支援制度」とは、2009年10月23日に政府の緊急雇用対策本部
　　 が決定した緊急雇用対策の1つで、企業間の出向活用により雇用維持を図
　　 ることができる制度です。

 キャリアミーティングの主なテーマ
　上司と部下が定期的に行う話し合いをキャリアミー

ティングと呼び、上司が示す明確な期待値やゴールイメー

ジと、部下の「したいこと」「すべきこと」とをすり合わせ、互

いに納得しあう場と位置づけています。

　このミーティングでは、業務の成果や自身の行動を、

Mazda Way7つの考え方の視点から話し合い、今後の「活

躍」と「成長」に結び付けています。
● 「成長」のための話し合い：

目指す将来像の確認、仕事を通じて伸ばしたい能力と

取り組み行動の設定と向上度合いの確認
● 「活躍」のための話し合い：

業務目標の設定、達成度の確認、今後の課題の共有化

 マツダ共済会の詳細
医療

「健康保険組合の医療費付加給付事業」
同一医療機関に1カ月（1日-末日）の自己負担額が3万円以上

となる場合、差額を給付金として支給（制定2005年3月）

「マツダ共済会の入院差額ベッド援助金事業」
医師の指示により止むを得ず差額ベッド代が発生した場合、

1日3,000円を限度に最高180日まで支給（制定1984年

11月）

「マツダ共済会の先進医療援助金事業」
会員、配偶者および会員の扶養家族が厚生労働省の定める先

進医療による治療（歯科医療を除く）を受けた場合、その自己

負担額の7割（上限200万円）を支給（制定2008年6月）

身体障がい
「マツダ共済会の障がい児育成援助金給付事業」

扶養している子の障がいの程度が2級以上の場合、5万円/年

を支給（制定1984年11月）

教育
「マツダ共済会の教育費貸付金事業」

扶養している子が大学院・大学・短大・専門学校進学時に要

する初年度費用に限り最高100万を低金利で貸付（制定

2005年6月）

育児
「マツダ共済会の育児休職給付金事業」

会員自身が育児休職制度により休職に至った場合、その間3

万円／月を支給（制定2003年6月）

従業員への取り組み 追加情報
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■ 全社能力開発体系図

■ 主な教育・研修制度

卓
越
技
能
要
請
コ
ー
ス

溶
剤
技
術
訓
練

技
能
五
輪
訓
練

マ
ツ
ダ
短
大

事務・技術系
役割研修

新任幹部
社員研修

新任等級5
社員研修

選抜研修

次世代
経営リーダー
育成研修
（GLP）

Quality向上
セミナー

階層別研修 役割研修

工場実習
販売実習
サービス実習

新入社員・中途採用社員導入教育

事務・技術系、技能系共通

MBLD
ファースト
カスケード

MBLD
ミドル
カスケード

MBLD
セカンド
カスケード

MBLD
サード
カスケード

海
外
赴
任
前
研
修

技能系
選抜、指名研修 選択研修

各種教育情報提供社外通信教育受講斡旋資格取得奨励制度自己啓発援助制度

新任職長研修

部門間交流
等級6社員研修

3年目研修

OJT研修

マネジメント講座

新任職長
補佐研修

新任班長研修

スーパー
リーダー研修

シニア
リーダー研修

ジュニア
リーダー研修

新入社員・中途採用社員導入教育

職業訓練
指導員

国家技能検定

自動車整備士

社内技能検定

各領域別教育
を各部門で
展開

教育・研修制度 開催時期、回数など 対象 目的 研修概要 備考

マツダ・
ビジネスリーダー
開発（MBLD）

年１回実施 国 内 外 の 全グ
ループ社員

全 社 的 視 点を持ったビジネスリー
ダーの育成

会社の現状や将来の方向性についての
話し合い

2000年から毎年実施
（但し、2009年を除く）

グローバル
リーダー
プログラム

（GLP）

随時実施
国内外のマツダ
グループから選
ばれた社員

リーダーシップ、視野拡大、戦略構想
力を高め、グローバルビジネスをリー
ドする次世代の経営者候補の育成

経営トップとのコミュニケーション、世界
各地の大学への派遣、チームによる経営
課題への取り組みなどの実践的な活動

2002年からLeading Mazda 21として
実施。2007年に内容をリニューアルし、「グ
ローバルリーダープログラム」（GLP）と改称

ビジネス
スキル研修

集合研修 約30回/年
eラーニング 随時実施 事務・技術系社員 ビジネススキルの習得

意識付け／役割認識、指導／育成、問題
解決などの講座を実施

（人事本部、品質本部、IT本部などさまざ
まな部門が開催）

各部門の育成計画に基づいて、上司と本人
が話し合い、就業時間中に、任意で受講可能

技能五輪
教育訓練 2年間/人

社内から選抜さ
れた21歳未満
の技能系社員

・ 若手技能者の計画的な育成
・ 県・全国・世界の技能五輪競技大会

への派遣選手の養成

技能五輪競技大会出場のための専門技
能教育を実施

技能五輪競技大会における成績優秀者が教
育、指導

卓越技能者
養成コース 2年間/人 社 内 熟 練 技 能

者の中から選抜

卓越技能者の高度な技能を継承。「も
のづくり」の核となる高度な技（わざ）
の維持・確保

鋳物鋳鉄、ダイキャスト、鋳造、粉末合金、
熱処理、機械加工、エンジン組立、車軸
組立、ミッション組立、プレス、車体、塗装、
車両組立の 13 分野に関し「 残すべき
24の伝承技能」を選定し、技能を伝承

・ 1996年から開講
・ 1人の伝承者が継承者2人に対して、2年

間をかけて、教育訓練を実施
・ 伝承を終え、継承者を育てたと認定された者（技

能マイスター）には、マイスターバッジを授与

アーク溶接
技術教育訓練 溶接技能者

・ 県や全国大会への派遣選手の養成
・ 技能者として個々の成長やマツダ

の技能伝承、水準向上

溶接競技の全国大会出場のための専門
技能教育を実施

2009年度技能五輪成績実績
<2009年度実績>
第40回技能五輪国際大会
車体塗装 金メダル  1名

<1962年からの累計>
派遣人数 442名
国際大会 優勝 7名
国際大会 入賞 25名
全国大会 優勝 34名
全国大会 入賞 174名

卓越技能者養成コース関連データ
<2009年度実績>
卓越技能者養成コース終了者 10名
技能マイスター 6名
広島県優秀技能者 1名
現代の名工 0名
黄綬褒章受章者 1名

<1996年からの累計>
卓越技能者養成コース終了者 109名
技能マイスター 54名
広島県優秀技能者 13名
現代の名工 12名
黄綬褒章受章者 10名

アーク溶接技術教育訓練
<2009年度実績>
全国大会優勝者 0名
入賞者 1名

<1982年からの累計>
全国大会優勝者 7名
入賞者 23名
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主な取り組み
● 労使共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（2007年）
● 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（2008年）
● 「げんき診断」の結果をもとに、産業医、保健師、職場管理者が協

力して個別フォローおよび職場改善を実施（2008年）
● 管理者メンタルヘルス研修を継続実施。2008年に実施した

研修の応用編として「アドバンスコース」を開始（2009年）
● 社員対象のセルフケア研修の拡大実施

 さまざまな生活習慣病対策

喫煙対策
　マツダは、全社喫煙率27％以下を長期目標にあげ、個

人サポートの充実や環境整備を図っています。2003年

より全社1日禁煙デーを設定、2009年度は、毎月1回実

施し、段階的に増やしています。今後は将来の館内禁煙に

向け、喫煙所の統合を促進しています。

ウォーキングによる健康増進
　マツダは、2009年度に「1日1万歩以上の割合50％

以上」と目標を改定しました。歩数計の配布と歩数調査、

徒歩通勤を推進する「エコ･ウォーク通勤制度（手当を支

給）」によるウォーキング支援をはじめ、間接社員を対象

に「1日1万歩」を目指す「チャレンジ1万歩運動」を年2回

実施しました。社員のウォーキングへの関心を高め、健康

増進を支援するため、イントラネットを通じて歩数を記

録できるツールの提供や、ウォーキングコースの社内設

置なども行っています。

 健康の維持増進の具体的な取り組み
健康診断
　マツダでは、法定健康診断とともに30歳到達時、35歳

到達時、40歳以上の社員を対象とした半日ミニ人間ドッ

ク健診（総合健康診断）を実施しています。これら健康診

断の結果に基づき、産業医・保健師による個別指導や健

康教育、肥満対策としての「ダイエットラリー※1」など、社

員の健康づくりを支援しています。

過重労働による健康障がいと事故の防止
　マツダは、2003年4月から、過重労働による健康障が

い対策として、超過時間が一定基準を超える社員※2を対

象に産業医の面接、保健師による指導を実施しています。

　2007年7月には、面接対象の社員には、1週間の残

業および休日出勤を禁止とする「ノー残業ウィーク」を設

定しました。また、上司が本人の健康状態をチェックする

ツールとして「SEEチェック」も導入しました。SEEチェッ

クとは、Sleep（よく眠れているか？）、Eat（食事は美味し

く食べられているか？）、Enjoy（趣味など生活を楽しめて

いるか？）を確認するものです。

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、2003年「ハー

トフル宣言」を行い、社員のこころの健康づくりに労使で

積極的取り組むことを宣言し、「マツダハートフルプラン」

を策定、継続的に推進しています。具体的には産業医（常

勤4名・嘱託産業医1名）・保健師26名による相談体制の

整備、管理監督者と社員へのセミナーの開催、個人と組織

のストレス診断（げんき診断）、復職支援制度の充実など

を実施しています。また、国内グループ会社にも、同様の

支援を展開しており、2010年度には、「げんき診断」も順

次展開予定です。

※1 ダイエットラリーとは、メールやホームページを活用し、保健師・トレー
ナーによる個別アドバイスや参加者同士による交流を行いながらダ
イエットを支援する活動

※2 単月の超過時間が100時間以上、または2〜6カ月の平均超過時
間が80時間以上に及ぶ社員や、単月の超過時間が45時間以上で
産業医が必要と認めた社員

従業員への取り組み 追加情報

メンタルヘルスケアに関する主な施策とデータ
受講者　

管理者対象メンタルヘルス講演 722名
セルフケアセミナー（自律訓練法） 109名（累計1,648名）
セルフケアセミナー（コミュニケーション研修） 240名
メンタル出前教育 668名
ラインケア（事例に学ぶメンタル対応） 260名
ラインケア（メンタルヘルス管理者セミナー基礎編） 1,782名
ラインケア（アドバンス） 212名
新任管理監督者研修 368名

健康診断に関するデータ
健康診断受診率 100%
総合健康診断（30.35.40歳以上） 13,303件
一般定期健康診断（上記以外） 14,446件
特殊健康診断 1,914件
海外健康診断 332件
健康診断の結果に基づいた個別指導 542件
特定保健指導個別指導 111名

（動機づけ支援97名、積極的支援14名）

生活習慣病対策に関するデータ
喫煙率 34.4%
ダイエットラリー（イントラを活用したダイエットセミナー）　116件
ウォーキング
　「チャレンジ１万歩」参加者／１万歩達成率 7,751名／45.8%

「マツダいきいきウォーク」参加者
　にこにこコース（年間2,000km） 2,604名
　てくてくコース（年間2,500km） 1,105名
ニコチンパッチ処方・指導 204名
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 労働安全衛生

 安全衛生委員会
　マツダでは、経営陣（安全衛生関係役員、各本部長）と労

働者代表（労働組合執行部）で構成する合同委員会「総合

安全衛生委員会」を設置し、公式の取り決めに従って、安

全衛生に関して年度ごとの活動方針・重点施策などを審議、

決定しています。

　また、安全衛生活動については、マツダ（株）だけでなく、

グループ会社と共同で取り組んでいます。具体的には、安

全衛生会議オブザーバー参加による活動情報の共有、職

場巡視指導、教育支援などを行っています。

生活習慣改善・メタボリック予防
　マツダは、2008年4月の「特定健診・特定保健指導」義

務化を受け、保健師およびトレーナーによる特定保健指

導（個別指導とグループ指導）も開始しました。

　2009年度は111名に保健師・トレーナーが個別指

導を行いました。

食育指導を実施
　低カロリー・食物繊維の多い食材・減塩をコンセプトと

した「ヘルシー食」を、2009年度から社内給食の定番メ

ニューとしました。

転倒災害予防・高齢化対策
　マツダでは、現業部門を対象に転倒災害予防・高齢化対

策として、「安全作業能力テスト」および「いきいき安全体

操」を独自に開発、導入しました。｢安全作業能力テスト｣

を体操導入前後で比較すると、50歳以上でバランス能

力・敏捷性が有意に改善していることも確認できています。

この活動は、今後の労働者の高齢化対策として産業保健

分野で注目されており、国内外からの問い合わせが多数

寄せられています。

ワンマツダいきいき職場づくり3ヵ年計画
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
マネジメントシステムを軸として、5本柱※のリスクゼロを目
指した未然防止活動を進める

1.	マネジメントと従業員が一体となって、一人ひとりの主体
的な安全リスク低減活動と安全能力向上活動を展開する

2.	職場環境管理区分３を新たに発生させず、従業員満足に
着目した改善に取り組む

3.	メンタルヘルスや生活習慣改善の活動を体系化し、個人
および職場の自律的な健康管理を促進する

4.	グローバルな安全健康活動を展開し、マツダグループ全体
のレベルアップ	を促進する

※5本柱…安全・衛生・健康・防火・交通

安全衛生委員会と労働組合の公式の取り決め
1.	総合安全衛生委員会で年間の各種施策を審議決定する。
2.	各本部ごとに安全衛生委員会を開催し、意見交換を行う。
3.	定期的に労使による職場巡視を行う。
4.	災害再発防止検討会を労使で行う。

HIV／AIDS
まん延防止活動
　オートアライアンス（タイランド）

（AAT）では 、2003 年からHIV ／
AIDSまん延防止のための活動を
行っています。従業員の意識啓発の
ため、年に2回長期休暇前に社内
でHIV／AIDSまん延防止のパネル展示などを実施しています。ま
た、従業員および家族に対してHIV／AIDS検査やカウンセリングを
無料で提供したり、ボランティアの従業員で構成した「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年はHIV／AIDSまん延防止のシンボルドールを従
業員に販売し、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。
　こうした取り組みが評価され、2009年5月には、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まん延 防 止の教 育や取り組みに優れた
企業や団体を表彰する、「ASO-T（AIDS-response Standard  
Organization Thailand）」のプラチナム賞を受賞しました。
　AATでは、今後も引き続きHIV/AIDSまん延防止に向けて、積極
的な活動を行っていきます。

TOPICS

HIV／AIDSまん延防止のシンボル
ドールを販売

労働安全衛生の具体的な取り組み
●	マツダ単体
・	全社員による「安全の誓い」宣言
・	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

● 国内・海外グループ会社
・	海外グループ会社に対して「安全健康基本理念」を英文ポス
ターで配布し周知
・	各社人事担当者との定例会議を通じて、労働安全衛生の取
り組みの情報を交換
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 リスクアセスメント活動
　2005年、工場における作業や実験研究、事務業務な

どすべての業務について、危険、リスクを事前に抽出し、

対策を実施する「リスクアセスメント」を導入しました。

進捗状況
・工場での定常作業のリスクアセスメントはほぼ完了。

・非定常作業などの頻度の少ない作業のリスクの洗い出しを

 促進中。

 労働安全衛生に関する教育研修
マツダでは、社内やグループ会社、取引先（東友会協同組

合）※1で、安全衛生に関する研修を実施しています。

マツダ（単体）での取り組み
●主な教育・研修内容：
・安全衛生役割教育など労働安全衛生法に定められた法定教育

の実施（グループ会社、取引先へも案内）

・危険予知トレーナー研修といったゼロ災手法教育

・安全衛生管理者・監督者などの新任者教育

● 教育・研修参加者数

4,649名（2009年度実施）

グループ会社、取引先への取り組み
●主な教育・研修内容：
・安全衛生管理者・監督者の能力向上を目指した研修

・作業危険予知、交通危険予知

※1 マツダと自動車部品・設備に、直・間接的に取引のある65社で構成され、
常に超品質（クオリティファースト）を念頭に意欲的に取り組んでい
る組合組織です。1952年にマツダと取引関係のある協力会社20社が、
会員相互の親睦・福祉向上およびマツダとの協力体制を目的として
設立した団体で、マツダは当団体に対し、安全面での助言・支援（マツ
ダの安全情報の紹介、マツダ実施の安全教育への参加）を行っています。

従業員への取り組み 追加情報
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第三者意見

■ サステナビリティレポート2010　 特に評価できる点

■ CSR／サステナビリティ・コミュニケーション　 さらに改善できる点

■ CSR経営の進化に向けたご提案

昨年（2009年度版）のサステナビリティレポートから抜本的
な変更点はないように見受けられます。既に2009年度版で、
大手優良企業としての高い報告水準に達していたこと、また、
2008年度版から2009年度版に向けて大きく刷新したこと
がその背景にあると捉えております。
その背景をふまえ、今年のサステナビリティレポートの内容お
よび構成などで特に次の2点を評価したいと思います。

●ページ数の大幅削減
80ページ強から60ページ弱へとページ数を減らしたことは、
資源の無駄遣いの回避という観点からだけでなく、コミュニケー

ション上もよいと考えます。適切な情報量が読んでいただくた
めの一つの重要なポイントであると考えます。

●トップ対談
トップメッセージを、2010年度版ではトップ対談に変えてい
ます。これによって社長の考えがより生きた形でみえるようにな
り、実際このメッセージを読者に読んでいただく確率も上がっ
ていると考えます。さらに、トップ対談の中で、４つのキーワード
をわかりやすく紹介していることが、読者にとっての大きなプラ
スになっていると感じます。

改善できると思われる点に関して、次の2つを挙げたいと思います。

●一番本質的なことは、今後の報告形式の在り方についてです。
毎年、情報の大半が前年とほとんど同じであるのに、紙版の報告
書を発行し続ける意味があるかどうかを検討する必要があると
思います。報告書制作のサイクルに入る前に、早い段階での検
討をお勧めします。一部の企業は、報告書の詳細版をウェブ上
のPDFや電子ブックのみとしており、オンデマンド形式で必要
に応じて紙版を印刷しています。
2010年代は世界的に資源・エネルギー制約が確実に厳しくな
るなか、無駄を徹底的に省くことが、特に大手組織にとっての重
要な命題です。と同時に、コミュニケーション上、「どの媒体でど
の対象層の情報ニーズを最も効果的に満たせるか」の検討が欠
かせません。マツダのサステナビリティレポートの対象者は誰
なのか。その対象者（複数）の情報ニーズとは何なのか。その検討
を行ったうえで、2011年以降も紙版報告書を同じような大容

量で発行する必要があるかを、ぜひ検証していただきたいと思
います。
私の個人的な見解としては、マツダの「価値観」「ストーリー」「昨
年からの主な進捗」のみを、お客さまと従業員を主な対象とし
てコンパクトな冊子にまとめ、その他の詳細報告はウェブ版の
みとした方がよいのではないかと考えます。

●ステークホルダー・ダイアログが各社の報告書で取り上げら
れています。しかし、その多くは実質的な利害関係である「ステー
クホルダー」との対話ではなく、むしろ専門家や有識者とのダイ
アログになっていると思われます。マツダとして、ステークホル
ダー・ダイアログを実施し、その結果を報告するならば、ぜひ、地
域のリーディング・カンパニーとしての特徴を活かし、地域の実
質的な利害関係者、ローカルNGO、地域住民、工場で働いてい
る従業員などとのダイアログの実施に期待したいと思います。

CSR経営は「企業の統治能力の向上」と「社会・環境的課題への
対応能力の向上」と、大きく２つに分けて捉えることができます。
前者に関してもっと知りたいことは、マツダがグローバルにおい
てどのような方針や活動を展開しているかです。後者に関しては、
2010年版の報告書でシナリオをふまえた未来像の提示や、自

社のビルディングブロック戦略などが詳しく紹介され、また、社
会貢献活動も詳しく取り上げられ、マツダの姿勢と努力を知る
ことができました。今後、この2つの観点からのマツダのさらなる
レベルアップと、それによるグローバル市場での競争力の強化
に期待したいと思います。

昨年に引き続き、マツダの「サステナビリティレポート」への第三者意見を提出いたし

ます。視点としては昨年同様に、（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。
株式会社イースクエア代表取締役社長

ピーター D. ピーダーセン






