


Mission

Value

マツダサステナビリティレポート2011

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。

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。

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。

はじめに

=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

ブランドメッセージ“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”

　「マツダサステナビリティレポート2011」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）の取り組みを推進し、持続可能な社会の発

展に貢献したいと考えております。

　そのために、CSRに対する企業姿勢や取り組みを積極的に情報開示し、ステークホルダーの皆さまにご理解いただ

くことは重要な責任の一つだと考え、マツダサステナビリティレポートを制作しております。

　今後もマツダは、社会や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。

添付のアンケートやウェブサイトまたは、ステークホルダーの皆さまと対話する機会を通して率直なご意見・ご感想を

お聞かせいただければ幸いです。
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コーポレートビジョン マツダの由来と意味

マツダブランドシンボル

マツダコーポレートマーク

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、自動車事業をはじめた松田重次郎の姓にもちな
んでいます。

「自らをたゆまず改革し続けることに
よって、力強く、留まることなく発展
していく」というブランドシンボル制
定のマツダの決意を、未来に向けて羽
ばたくMAZDAの＜M＞の形に象徴し
ています。（1997年6月制定）

1975年のCI導入を機に、コミュニケー
ションの核となる企業シンボルとし
て制定しました。その後1997年のブ
ランドシンボル制定に伴い、可読性を
生かした「マツダコーポレートマーク」
と位置づけています。（1975年制定）



CONTENTS

以下の4つの媒体で情報開示を行っています。

冊子 ： 皆さまに是非知っていただきたい2010年度の成果や、マツダの特徴的な
取り組みなど

PDF： 
ダイジェスト版：内容は冊子と同様。印刷可能
詳細版：冊子で報告しきれなかった取り組みや詳細データを網羅。印刷可能

オフィシャルウェブサイト ： 冊子で報告しきれなかった取り組みや詳細データ
を網羅。サーチエンジンで検索可能

（新規追加）電子ブック： 内容は冊子と同様。電子ブック内での検索可能

報告対象
対象組織
マツダ株式会社を中心に国内グループ会社や一部の海外グループ会社について報告しています。

対象期間
2010年4月から2011年3月を中心に報告。一部、2011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）」
環境省 「環境会計ガイドライン（2005年版）」
ISO26000
● ガイドライン対照表をウェブで掲載しています。
http://www.mazda.co.jp/csr/guideline

発行時期
2011年8月（前回発行2010年8月、次回発行2012年夏予定）
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1 はじめに
3 マツダグループの概要
5 トップメッセージ

ストーリー編

環境保全
8 バリューチェーン（開発→生産→販売）を通した
	 環境負荷低減
人間尊重
12 Mazda Wayに基づく人材育成
社会貢献
15 地域に根ざした社会貢献

データ編

マツダのCSR
17 マツダのCSR

19 ステークホルダーとのコミュニケーション

マネジメント
21 コーポレートガバナンス／内部統制／
	 リスクマネジメント／コンプライアンス
23 バリューチェーンにおける社会的責任の推進

環境保全
25 マツダの環境についての考え方
26 環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」
29 サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言
31 将来に向けた技術の取り組み
33 環境に配慮したクルマづくり
34 地球温暖化防止（生産	・	物流）
35 リサイクル	・	省資源
37 環境負荷物質の管理・削減／生物多様性への取り組み
38 環境コミュニケーション
39 環境マネジメント
41 事業活動と環境負荷の全容

社会貢献
42 取り組み基本方針
43 国内での主な取り組み
45 海外での主な取り組み

お客さま満足
47 安全への取り組み
49 お客さまへの取り組み
	 商品／品質／販売／アフターサービス

人間尊重
53 従業員への取り組み
57 人権尊重

58 第三者意見

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。

ウェブ掲載情報のご案内
冊子で紹介しきれなかった情報やデータ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。
また、冊子とウェブの対照表をウェブで掲載しています。

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

報告メディアの考え方

マツダグループにとっての重要度

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心
度

● 冊子
● PDF（ダイジェスト版）
● 電子ブック

2010年度の成果や、
特徴的な取り組み

● オフィシャルウェブサイト
● PDF（詳細版）
http://www.mazda.co.jp/csr/

詳細データ
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構成
マツダの6つのCSR取り組み分野である「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」を中心に、「ストーリー編」「データ編」
という2つの内容で報告しています。

● 「ストーリー編」では、3つの重点領域「環境保全」「人間尊重」「社会貢献」について、
マツダの姿勢や考え方を中心に、従業員の声を通して、「読み物」として分かり
やすくお伝えすることを心がけて作成しています。

● 「データ編」では、6つの取り組み分野について、目標や実績を中心に報告して
います。



※中国・インドを除く、台湾を含む
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連結財務ハイライト（2011年3月31日現在）

マツダ株式会社の情報開示ツール

会社概要（2011年3月31日現在）
社 名

会 社 設 立

本 社

代 表 者

主な事業内容

株 式

資 本 金

従 業 員 数

研究開発拠点

生 産 拠 点

販 売 会 社

主 要 製 品

マツダ株式会社（英訳名：Mazda Motor Corporation）

大正9年（1920年）1月30日

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番１号

代表取締役会長 社長兼CEO 山内 孝

乗用車・トラックの製造、販売など

発行可能株式総数 3,000,000,000株　発行済株式総数 1,780,377,399株　株主数 76,133名

1,864億9,973万6,762円

単体 男性：19,993名  女性：1,754名  合計：21,747名（出向者を含む）
連結 合計：38,117名

本社、マツダR＆Dセンター横浜、マツダノースアメリカンオペレーションズ（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（中国）

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、ジンバブエ、南アフリカ、エクアドル、コロンビア

国内 264社　海外 130社（2010年12月31日現在）

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

会社概況
http://www.ma
zda.co.jp/corpo
rate/profile/out
line/library.html

アニュアルレポート
http://www.ma
zda.co.jp/corpo
rate/investors/li
brary/annual/

有価証券報告書
http://www.ma
zda.co.jp/corpo
rate/investors/li
brary/s_report/
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地図上のデータは2010年12月31日現在
生産拠点は非連結を含む車両生産拠点
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マツダグループの概要
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2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災

された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。被災地の

一日も早い復興をお祈りいたします。

■ ■ 東日本大震災について
　マツダでは地震発生直後、直ちに私を本部長とする対

策本部を立ち上げ、グループ従業員の安全確認、グループ

会社、サプライヤーを含めた被害状況の把握に努めると

ともに、その対応策について迅速に実施してまいりまし

た。また、被災地支援の一助として、マツダおよび国内・海

外のグループ会社従業員に募った義援金の寄付を行いま

した。さらには、震災直後から、マツダグループの物流ルー

トを活用し、マツダおよび販売会社などにおいて備蓄し

ていた飲料、食料、日用品などの救援物資を被災地にお届

けするとともに、医療チームの派遣も行いました。

　そのほか、グループ会社と協働して、各社から提供され

た特殊車両を活用し、被害に遭われたお客さまの車の移

動や引き取りに迅速に取り組むとともに、放射線による

影響を心配されるお客さまに安全と安心をお届けするた

めに、車両や部品の放射線量計測などにも速やかに取り

組んでまいりました。

　これらの活動・取り組みは、グループが一つになって取

り組んだものであり、私自身、4月上旬に被災地域の販売

会社を訪問し、改めてマツダの強みであるグループの絆

やお客さまとの絆を確認することができました。

　生産につきましては、本社工場および防府工場で震災

後に一時操業を停止するなどの影響がありましたが、被

災地をはじめ世界各地でマツダ車を心待ちにしていた

だいているお客さまに、1日でも早く、1台でも多くお車

をお届けできるよう、生産の早期復旧に向け、関係サプ

ライヤーと一体となって努力を続けてまいりました。そ

の結果、想定より早く6月には定常操業に回復すること

ができました。

　この度の未曾有の危機とも言われる大震災から学んだ

ことは、危機のときには既存の規程やマニュアルを参照

しつつも、それらに過度にとらわれず、危機の本質を見据

えてその状況にもっともふさわしい手段を選択すること

の重要性です。

　マツダでは、大規模な自然災害が発生した場合には、従

業員や関係者の皆さまの生命と安全を確保するとともに、

近隣の方々にご迷惑をおかけしないようにすることが企

業の社会的責任（CSR）の基本の一つであると考えています。

このような考えに基づき、従来から、建物、設備の耐震対策

や危険物の破損・漏出などの二次被害の防止対策を含めた

ハード面の対策に加え、避難訓練や緊急連絡網の整備など

ソフト面の整備にも計画的に取り組んでまいりました。

　今後も、現在進めている対策を確実に進捗していくと

ともに、この度の東日本大震災での被災状況を踏まえ、ハー

ド面、ソフト面の両面について、より一層の強化を検討し

てまいります。

グ ロ ー バ ル で の 一 体 感 を 醸 成 し
マ ツ ダ グ ル ー プ ら し い 取 り 組 み で
持 続 可 能 な 社 会 に 貢 献 し て い き ま す

トップメッセージ

マツダ株式会社
代表取締役会長 社長兼CEO

山内 孝
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■ ■ 3つの重点領域ー環境保全
　グローバルに目を転じてみると、エネルギー問題や地

球温暖化などの環境問題は、依然として緊急の課題です。

　マツダは、「走る歓び」を一貫してお届けすることが当

社の存在意義であると考える一方で、クルマが人々に

とって、すばらしい価値を提供し続ける存在であるため

には、環境性能や安全性能の向上にも力を入れることが、

自動車メーカーの重要な社会的責任だと考えています。

その考えを技術開発の長期ビジョン「サステイナブル

“Zoom-Zoom”宣言」として2007年に発表しています。

新世代技術「SKYACTIV TECHNOLOGY」
　マツダは、「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」の基

本ポリシー、「すべてのお客様に『走る歓び』と『優れた環

境・安全性能』を提供する」を実現するためには、限られ

た車種ではなく、多くの車種に活用でき、将来にも展開

性のある技術が必要と考えています。そのために、「ベー

ス技術」として、エンジンやトランスミッションなどの

パワートレインの基本性能や、車両の軽量化などを徹底

的に向上させたのが、2010年秋に発表した新世代技術

「SKYACTIV TECHNOLOGY（スカイアクティブ テク

ノロジー）」です。そして、この「ベース技術」に、段階的に

アイドリングストップ機構、減速エネルギー回生技術や

ハイブリッドシステムなどの電気デバイスを付加するこ

とで、CO2の排出量を大幅に削減する「ビルディングブロッ

ク戦略」を展開していきます。この戦略によって、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年に比べて30%向上していきます。

　このSKYACTIV TECHNOLOGYを、2011年6月に

世界に先がけて日本において新型デミオに搭載しまし

た。ガソリンエンジン「SKYACTIV-G」を搭載した新型

デミオ（国内モデル）はハイブリッドなどの電気デバイ

スなしで、燃費30km/L（10・15モード燃費）※を実現し

ました。今後は、SKYACTIV TECHNOLOGY搭載車種

を順次世界に導入、2016年3月期末ではSKYACTIV 

TECHNOLOGY搭載比率は80％程度となる予定です。

「マツダグリーンプラン2020」
 　開発、製造のみならず、使用段階、使用後までをクルマ

のライフサイクルと捉えると、例えばCO2の排出量では、

お客さまの使用から廃棄・リサイクルまでの段階が多く

を占めており、自動車メーカーはライフサイクル全体で

環境負荷低減を考えることを、お客さまや社会から期待

されていると認識しています。

　マツダは、自動車メーカーが取り組む主要な環境テー

マを、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、環境マネジメントの４つに定め、

商品・技術およびそれ以外のすべての活動を通じて、ラ

イフサイクル全体で環境負荷低減に貢献しようと考え

ています。

　こうした考えに基づいて2020年までの環境中期計画

として策定したのが「マツダグリーンプラン2020」です。

この環境中期計画は、これまで推進してきた「マツダグリー

ンプラン2010」の知識や経験をいかしながら、社会から

求められる新しい課題を追加して2020年を見据えて策

定しています。

　また、進捗管理と内容の見直しを必要に応じて適宜行

うことにより、社会の変化に素早く対応し、環境保全への

貢献を積極的に推進してまいります。

■ ■ 3つの重点領域ー人間尊重
　マツダは、「最大の経営資源は人である」と考え、どこよ

りも「人」がイキイキしている企業を目指しています。そ

れは、マツダが過去幾多の危機を乗り越えて今があるのは、

従業員一人ひとりの力強い努力のおかげだと考えている

からです。その先人たちが90年以上にわたって築き上げ

てきた基本的な考え方や価値観を2008年度に「Mazda 

Way」としてまとめました。Mazda Wayは導入以来、国内・

海外のマツダグループ全員で共有され、国・地域の習慣や

考え方を越えて、「マツダの考え方」として浸透してきて

おり、グループが強い絆で結ばれつつあると感じています。

　先に紹介したSKYACTIV TECHNOLOGYはその成果

の一つです。この技術は、グローバルに関係するさまざま

な部門が、相反する課題を抱えながらも、高いゴールを目

指すという共通の課題を意識して、取り組んだからこそ

完成した技術です。このようにMazda Wayを通してグルー

プ従業員のグローバルでの一体感により、マツダが将来

に向かって確実に成長していけることを確信しています。

■ ■ 3つの重点領域ー社会貢献
　グローバルにビジネスを展開しているマツダは、企業

活動を通じて、持続可能な社会の実現に寄与するために、

それぞれの地域のニーズに即した取り組みを継続的に行い、

良き企業市民としての責任を果たすことを社会貢献の基

本理念としています。※ 1.3Lクラス乗用車（ハイブリッド車を除く、マツダ調べ）。
JCO8モード燃費25.0km／L（国土交通省審査値）
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　2010年5月に設立した社会貢献委員会では、従前の「社

会貢献取り組み基本方針」を社会の変化に対応して再定

義しました。この基本方針を基に、地域の要望に合わせて、

社会貢献活動の３つの柱「環境・安全」「人材育成」「地域貢

献」に沿ってマツダが貢献できる取り組みを日本のみな

らず海外でも推進しています。

　一例として、2010年度は、広島県や地域の皆さまと一

体となって、自然が豊富な広島県での森林保全活動とし

て「マツダの森」の活動を新たに始めました。今後も、この

ような活動を通して、マツダのCSRへの取り組み姿勢や

考え方を多くの方に理解していただくと同時に、ステー

クホルダーの方々のご意見を聞かせていただく機会を積

極的に増やしていきたいと考えています。

　グローバルでの激しい社会変化の中で、マツダは、これ

からも、国内・海外のグループ会社従業員一人ひとりが積

極的に、マツダに関係する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、環境・安全に優

れた商品の導入や社会全体の環境負荷低減活動、Mazda 

Wayを通した「人づくり」の推進、地域の要望に応じた社

会貢献など、3つの重点領域を中心にマツダグループら

しいCSRの取り組みを通して、持続可能な社会に貢献し

ていきたいと考えています。

東日本大震災に関するマツダグループの被害状況とその対応
マツダグループでは、大震災発生直後から以下の対応を進めました。今後も、引き続き復興に貢献するよう努力いたします。

Ⅰ.グループの被害状況
● グループ会社である、（株）東北マツダ、（株）福島マツダ、（株）北関東マツダおよび岩手県、宮城県のオートザム系列の一部 
 店舗で店舗の流出などの被害があり、亡くなられた方や行方不明の方がおられます。
● 生産において、一部部品の調達が困難なため本社工場および防府工場で一時生産停止の影響がありました（6月には定常操業 
 に復活）。

Ⅱ.被災地／復興支援活動
● 国内・海外のグループ会社、従業員、マツダOB／OG、マツダ財団（USA）その他から合計約1億5千万円の義援金を日本赤十字 
 社、および各国赤十字社などを通じて寄付を行いました（一部、グループ会社社員への支援を含む／2011年７月末現在）。
● グループ会社およびサプライヤーの備蓄品や従業員からの提供物など合計130トン(トラック積載量換算）の食料・飲料・日 
 用品をグループ内物流網や日本経団連、その他支援団体を通じて、被災地へお届けしました（3月～5月）。
● マツダ病院から看護師、医療チームなどの人材派遣を行いました。
● 被災車両の引き揚げのための特殊車両（セーフティローダーなど）の提供とマツダグループ会社から車両引き上げ支援を行 
 いました。
● 岩手、宮城、福島の3県に対して車両を提供しました。
● お客さまの安心を考え「放射線安全確認チーム」を立ち上げ、 
 車両の放射線チェックを実施し、安全であることを確認して 
 おります。

Ⅲ.その他の対応
● 夏場のピーク電力抑制に貢献する自動車業界団体の方針 
 に沿って、2011年7月から9月の会社休日を土曜日・日曜日 
 から木曜日・金曜日へ変更しています。
● 被災家族支援を行う社員や会社休日変更に伴い育児・介護へ 
 の影響を受ける社員のために「ハートフル休暇※1」制度を拡充 
 しました。また、社内保育施設「わくわくキッズ園」は出勤日に 
 連動した開園としています。

※1 親族の看護や子どもの学校行事などに対して利用出来る特別休暇

マツダ株式会社
代表取締役会長 社長兼CEO

被災した販売会社を訪問
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【開発】既成の“枠”を超えることで
結実した「ベース技術」の向上と次の“何か”

　新世代技術「SKYACTIV TECHNOLOGY（P31

参照）」の開発に着手したのは2007年5月。それは、

これまでのクルマの概念をいったんゼロにし、“本

当に必要なもの”だけを洗い出す作業から始まった。

「今まで無理とあきらめていたものも含めてすべ

ての可能性を検討し直した」車両開発本部の冨田は、

開発の考え方を語る。

　車両の開発領域での環境負荷低減というと、燃

費の向上が大きな要素であり、エンジンやトラン

スミッションといったパワートレイン系に目がい

きがちだが、車体の軽量化も燃費向上に大きく貢

献する。マツダは2011年以降の新型車を100kg軽

量化し、2016年以降さらに100kg軽量化する計画

を発表している。しかし、単純に軽量化していくと、

当然剛性の確保が難しくなる。「軽量化と剛性とい

う相反する要素のどちらか一方をあきらめるので

はなく、どうやって両立させるか、そこにエンジニ

アとしての面白さがある」。どちらも両立するとい

う強い意志のもと、形状をできる限りシンプルに

するとともに、荷重を分散できるような構造へと

変えるなど、高い次元での両立を求め、妥協のない

開発が進められた。

　こうした思い切った変更は、従来の専門別に分

かれた縦割りの開発体制では実現できなかった。

SKYACTIV TECHNOLOGYの開発では、設計・実

験・生産技術・購買など専門領域を超えた協働がで

きる開発体制が敷かれた。各領域から「理想」を集

めると、当然のことながら不整合が生じる。「その

不整合を整合させるブレークスルーを実現して初

めて一段上に進むことができる」と冨田。各人が互

いに自分の領域だけでなく、他の領域のことも考

えながら改善策を出し合うことでより良い解決策

が見つかり、コミュニケーションも活発になる。「結

果として、クルマの基本性能となる『ベース技術』

が向上し、技術全体の底上げにもつながった」と冨

田は総括する。

　2010年8月、SKYACTIV TECHNOLOGYを搭載

した試作車がヨーロッパの試乗会にお目見えした。

あるジャーナリストは試乗車を降りるなり一言、「コ

ングラチュレーション！（おめでとう）」と担当役

員に握手を求めてきた。

　冨田はその時、「自分たちのやってきたことは間

違っていなかった」と確信した。各地の試乗会でも

ストーリー編

STORY

01 環境保全 既成の“枠”を超えて、真の革新に挑む
バリューチェーン（開発→生産→販売）を通した環境負荷低減

マツダ株式会社 車両開発本部 主査 冨田 知弘

ベルリンでの試乗会。SKYACTIV TECHNOLOGYに高い評価が集まった。



【生産】部品の機能と生産性を
同時に向上させる“構造と工程の最適化”

　商品の機能を高めながら、いかに材料の無駄を省

き、工程数を削減できるか。

　生産領域での環境負荷低減活動は、材料を最大

限に活用すること、工程数を最低限に抑えること

が重要な要素となる。材料とそれを加工する工程

数の最適化は、環境負荷低減に直結するだけでなく、

コストの改善にもつながる。この考え方は、「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」というサステイナブル“Zoom-

Zoom”宣言やSKYACTIV TECHNOLOGYが目指

すところと一致している。

　SKYACTIV TECHNOLOGYの実現に向けて、生

産領域における既成概念をいったんゼロにした時、

「マツダ自身で生産している部品のみならず、車両

領域のコストの約80％を占める社外から購入する

部品に注目したのは自然なことでした」と、これま

で社内で生産する部品の構造・工程の最適化活動

に取り組んできた技術本部の恩地・小川・佐藤は語る。

　マツダは、従来、社外から購入する部品について

は、一部の領域を除いて、商品の機能を決定する「製

品設計」のみを行い、効率的な生産方法を考える「工

程設計」はサプライヤーに任せていた。「製品設計

と工程設計とを分けて考えるのではなく、一緒に

考えれば、高度な機能と効率的な生産ラインをよ

り高いレベルで両立できるのではないか」。そこで、

構造と工程を一括で企画し、ベストといえる工程

をサプライヤーと一緒に考え実現することに取り

組んだ。

「時速200kmの走行時でも、ステアリングの手ごた

えがあって安心して走れる」「カーブでのスポーティ

な動きに磨きがかかり、さらに高速道路で直線を走

行する時の安定感も従来と大きく違う」と、評価す

る声が聞かれた。

　しかし、「ベース技術」が上がったが故に、次なる

壁も見えてきた。

　冨田は、ドイツにあるマツダ モーター ヨーロッ

パ（MME）のR&Dセンターの所長をしていた3年間、

現地で多くの車に乗りながら感じていたことがあっ

た。「プレミアムと言われるクルマには、ベース技

術だけではない人間の感性まで研究し尽くした“何

か”がある」。“何か”を、あるジャーナリストは「“お

や？”という疑問符が頭に浮かばないクルマ」と称

した。例えば、ドアの取っ手の形状、位置、握った時

の感触、次の動作に移る時の動線、そして、車を走ら

せて操作するものすべてが自然に感じられるクル

マ……。「人の感性を知り尽くし、運転している人

に違和感を抱かせない形状や車の反応を実現する。

それが、安心感や気持ちよさを提供しているとい

うことなんでしょうね」と冨田。「マツダ車をいつ

かは“プレミアム”と呼ばれるクルマと比較できる

レベルまで高めていきたい」。ヨーロッパで研
けんさん

鑽を

積んだ冨田は笑顔の裏に闘志を見せた。

　小さい時、左官職人にあこがれ「自分もものづくり

に携わりたい」と思った冨田。「自分が設計したクル

マが世界中を走り回る」ことを夢見て、マツダに入社

した。「今日ある技術は明日には古くなる。何かを解決・

改善したとしても、常にさらに良くしたいところが

出てくるのが、エンジニアの性
さが

です」。そう語る冨田

は今日も、仲間と共により高い次元を追い求めている。
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　小川も、「サプラ

イヤーが、現状のや

り方を変えること

に 対し て リスクを

感じている中で、ど

のようにすれば目

指す革新の姿を理

解してもらい、その

実現に向けて一緒

に取り組んでいく

ことに納得してもらえるか、苦しんだこともあります」

と語る。そうした時、「本来どうあるべきなのか」、そ

して「自分は本当はどうしたいのか」と自問を繰り

返した。「自分が心底納得できる答えでなければ、サ

プライヤーも納得できないですからね。徹底して考

え抜くことが習慣化され、自分の成長にもつながり

ました」と清々しい笑顔を見せた。

　「サプライヤーと私たち、それぞれに思いが違う中で、

最善の方法を探ることは、楽ではありませんでした。

しかし、その過程で苦しんだことで、自分自身の知識

も磨かれました」と、恩地も言葉を添える。

　サプライヤーと毎日のように顔を合わせ、言葉

を交わし、時には議論を重ねた日々。それによって

得られたものは、単に“効率”だけではなく、コミュ

ニケーションを通した、サプライヤーとの知見の

共有だった。今まで一方通行だった情報が双方向

になり、より高いレベルでの最適化を求めるPDCA

サイクルの基盤が築かれた。その中で、マツダの目

指すビジョンがサプライヤーにも共有され、より広

い意味での「One Mazda」の実現に向かって、一歩

前進することができた。

　「この活動は、マツダがお客さまに対して、サステ

イナブルに“Zoom-

Zoom”を提供し続け

るための“革新”の

一つなのです」。そう

語る3人の胸には、お

客さまに「走る歓び」

と「優れた環境・安全

性能」をいつまでも

届け続けたいとい

う熱い思いがある。

　この新しい考え方のためにコストを考慮しなが

らも部品の機能を高め、材料・工程を最適化する「物

理量」という新しい定義を作った。これをプレス・

組立の各領域に採用し構造と工程の最適化を目指

した。

　恩地は、まず社内のプレス領域で既に行っていた

活動を社外にも展開した。それは3次元の部品を2

次元の展開図に変換できるコンピューターソフト

を駆使し、さまざまな部品の構造を徹底的に検証す

ることだった。それによって、今まで型抜き後に廃

棄していた余り部分で作れるパーツがあることが

分かり、２つのパーツを同時に型抜きすることが可

能となった。

　このような取り組

みを積み重ねることで、

ボディ板金領域を除く

新規板金部品では必要

材料重量を約13％削

減し、加工の工程数も

従来比11％削減する

ことができた。こうし

て社内で得られた知見

をサプライヤーに提供

し、協力を求めた。

　しかし、“革新”の道は決して平坦なものではなかっ

た。「私たちがサプライヤーに新しい生産方法を提

示しても、最初からすんなりと受け入れられたわけ

ではありません」と佐藤。「理解してもらうためには、

目で見て分かるカタチにすることが第一と考え、材

料の廃棄率の減少などを定量的に解析し数値化し

たり、新しい生産方法をコンピューターでシミュレー

ションして見せたり……。納得してもらえるまで粘

り強く交渉を続けました」と佐藤は振り返る。

社内での活動成果を購入品へ展開（プレス領域）
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の低減のみならず、業務の効率化や、コスト

削減、さらにはお客さまサービスの向上に

もつながっています。つまり、EA21の活動

は経営活動であり、すべてのステークホルダー

の満足度を向上させることにつながります」。

　EA21の導入以来、電力・水・ガソリンなど

の使用量の削減について確実な成果をあげ

ているが、取り組みを開始した当初、戸惑い

をみせる社員も多かったという。

　現在、EA21事務局のスタッフとして全

拠点のデータ管理や資料作成を担当する湯本は、

営業職からこの仕事に異動になった当初「環境や

CO2は目に見えないものであり、また営業職のよ

うにそれがどのように事業や収益につながるのか、

分からずに戸惑いを感じました」と言う。

 しかし、全拠点のデータ管理や報告資料作成を進

めるうちに、“見えないもの”が“見えるもの”に変

わった。「データを見れば取り組みの成果は明らか。

それを共有することで、皆の意識も少しずつ変わっ

ていきました」と、見える化の効果を口にする。

　導入3年目となる2010年度には、この“見える化”

により、拠点や項目によっては、昨年と比較して数

値の改善がみられないものもでてきた。

　しかし、中澤は、この状況を半ば予測していたよ

うに「ここが本当のスタートだと思っています」と、

力を込める。

　「本当のスタート」は既に始まっている。

　各店舗にEA21の改善策の提出を求めると同時

に、2011年4月から監査部によるEA21のチェック

体制も構築した。「今後も継続的な改善を実現する

ためには、現場の小さな“つぶやき”やちょっとし

たアイデアを活かすシステムをつくることが必要

不可欠だと思っています」と湯本。「社員一人ひと

りが無理なく参加できることが長続きの秘訣です」

とこれまでの苦労を知る中澤は語る。

　甲信マツダのEA21活動は、さらなる改善、成長

を求めて、新たな段階に進みつつある。

【販売】環境を超えて経営の視点で
エコアクション21に取り組む

　クルマのライフサイクルを通したCO2排出量を

低減するためには、販売会社の役割も大きい。「環境

負荷低減活動に積極的に取り組み、適正に廃棄物処

理をしている会社とそうでない会社があったとして、

お客さまがどちらの会社を信用し商品を購入いた

だけるか、答えは明らかです」。環境省が定めた環境

経営システムや環境報告に関するガイドラインに

基づく制度（環境マネジメントシステム）「エコアク

ション21（EA21）」を2010年5月に全30拠点で取得

した株式会社甲信マツダで、環境管理責任者を務め

る中澤は語る。

　甲信マツダは、2008年からEA21への取り組み

を開始した。「EA21を推進する中で、環境問題に取

り組むことは経営に関わる課題解決に直結するこ

とに気づきました」という中澤。店長やマネージャー

が集まる会議では必ずEA21について触れ、全店舗

に環境推進委員を設置し、さまざまな施策を展開し

てきた。例えば、大幅な電気使用量の改善のために、

全店舗に照明の時間を緻密に制御するデジタルタ

イマーを導入。ガソリン使用量の削減のために、会

議の際には近隣の店舗同士で連携して1台のクル

マに最低3人が同乗するルールを徹底。それだけで

なく、日本自動車連盟（JAF）が認定するエコドライ

ブを実践するためのエコアドバイザー資格取得を

社員に奨励。エコアドバイザー資格は、お客さまへ

のエコドライブのアドバイスにも役立っている。

　こうした取り組みによって、2010年度のCO2排

出量は2007年度比約16%減の約289万kg-CO2と、

確実に成果が出ているが、中澤は、数値だけが活動

の成果ではないという。「EA21の推進は、環境負荷

（左から）株式会社甲信マツダ
監査部 次長      総務部             総務部・監査部 部長  常務取締役 
中村 敏夫　  湯本 美穂　  勝又 潤　　　　　中澤 澄夫

冷暖房温度の設定やミスコピー防止のための使用後リセットボタンの徹底など、
社員に分かりやすく表示。活動実績も掲示し「見える化」を推進している。
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ジンレイアウト関係の仕事で、課題が多すぎて行き

詰っていました。その時、田畑さんに『いきなりゴー

ルを目指すのではなく、まずは一つずつ解決してい

けばいい』と言われたんです。アプローチの仕方を

変えてみたら、一気に仕事が動き始めました」。さら

に、「将来は教えてもらった経験を活かして、一緒に

考えてあげられるコーチになりたい」と渡部は将来

を語る。一方の田畑も、「教えるために勉強すること

で、自分の知識が深まります。また、渡部さんから新

たな“気づき”を得るなど、教えるだけでなく学ぶこ

とも多いですね」と自身の成長を語る。

　こうした各部門の独自制度を全社に広げたのが、

2011年度から導入した「OJTコーチ制度」。事務・技

術系の新入社員全員を対象に、身近な先輩が育成に

あたるもので、「新入社員の育成」「コーチの成長」「職

場の活性化」を目的としている。

　「現在、マツダでは人材育成に関するさまざまな

施策を推進中で、『OJTコーチ制度』はその第一弾と

して具体化しました。この活動を通して、『共育』をベー

スとした、職場における人材育成基盤の再構築につ

なげたい」と話すのはOJTコーチ制度を推進する人

事本部の繁村。各部門で取り組んできた「人づくり

の伝承」は、全社的な取り組みへとつながり、加速し

ている。

【国内】「共
ともいく

育」を通した「人づくり」

　マツダでは、上司・部下・同僚などみんなが共に学

び合い、教え合うことを「共育」と呼び、大切にして

いる。「Mazda Way 7つの考え方（P53参照）」の1つ

である「共育」の大切さは、誰もが認識しているもの

の、業務が忙しくなかなか実践する余裕がないとい

う声も多く聞かれる。

　この状況を裏付けるように、社員意識調査などで

は「個人ワークが主体となる中、『ヨコの連携や先輩

後輩の教え合いが希薄になった』と感じている従業

員が増えていることが分かりました」と、人事本部

の和田は語る。

　こうした状況に対して、いくつかの部門では、知

識や技能伝承について独自の取り組みを行ってい

る。その1つがR&D領域。以前から「ペアコーチ制度」

という取り組みが行われている。この制度で、2009

年度からペアを組んでいる田畑と渡部。2009年入

社の渡部は、「職場になじむ糸口がつかめずにいた

入社当時、相談に乗ってもらえる田畑さんの存在は

ありがたかったですね」と振り返る。「ある時、エン
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（左から）マツダ株式会社 人事本部グローバル人事部
和田 智美　主幹 繁村 義孝

（左から）マツダ株式会社 パワートレイン開発本部エンジン設計部
田畑 大介　渡部 晋治

OJTコーチによる情報交換
ミーティングの風景



【海外】中国で「共育」を実践する
マツダ（中国）トレーニングセンター

　「共育」を通した人材育成は、中国でも行われて

いる。近年の飛躍的な成長によって、いまや世界最

大の自動車市場になったといわれている中国。マ

ツダも2005年には販売台数が9.6万台だったものが、

2010年には23.6万台と、急増している。

　「拡大し続ける中国市場で今後も存在感を高め

ていくには、お客さまと接するディーラーの教育が

最も重要」と語るのは、マツダ（中国）企業管理有限

公司（MCO）アシスタントマネジャーの張
ジャン

。2009年、

中国における人材育成の拠点として北京、上海、深

センの3カ所に開設されたトレーニングセンターの

運営を担当している。

　上海郊外にある

マツダ（中国）トレー

ニングセンター上海。

最 新の マツダ車を

はじめ最新サービ

ス用機器が備えら

れている。2011年5

月、実習室では実習

生が「Mazda6（日本

名：アテンザ）」を取

り囲み、テキストを

確認しながら実作業を行う。講義室ではスクリーン

に映し出された構造図を真剣な眼差しで見つめ、熱

心にメモを取る。

　講師の1人である王
ワ ン

は、人に教えるためには自分

が一番詳しいことが必要と考えて、トランスミッショ

ンを分解して一つひとつの部品まで調べるほど熱

心に取り組む。「理論と実践の両方を習得すること

が重要だと考えています。ここで学んだ実習生が、

現場で活躍し、技術大会などでも上位入賞してい

る姿を見るのが何よりうれしいです」と話す。

　講義を受講した販売会社上海景和の封
フン

は、「実践は

経験があるのでそれほど難しいとは感じませんでし

たが、理論には手こずりました。でも、理論を知った上

で実践すると理解が早く、技術が日々向上していくこ

とが感じられて自分でも驚きました」と、目を輝かす。

　その言葉を裏付けるエピソードを販売会社上海

景和の総経理（日本での社長に相当）である邵
シャオ

が語っ

てくれた。「お客さまから修理依頼があったのです

が、他のスタッフでは解決できず、やむを得ず、休暇

中の封
フ ン

に連絡して対応してもらったら、あっという

間に修理してしまったんですよ」。

　封のような優秀なスタッフがお客さま満足度の

向上に貢献することはもちろんだが、従業員のモ

チベーションや技術レベルの向上にも大きな影響
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（左から）マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）カスタマーサービス部

アシスタントマネージャー 張
ジャン

 小
シャオナン

楠　部長 石田 丈夫　劉
リュウ

 芷
ジ

杉
シャン

FMSC（一汽マツダ汽車販売公司）
トレーニングセンター講師

王
ワン

  学
シュエウェン

文



ターでは最新の商品や技術だけでなく、マツダの

考え方を伝えていくことも大きな使命。その一つ

であるMazda Wayの中では「『継続的改善』と『共育』

が重要」と張
ジャン

は語る。「変化のスピードが速い現代

では、自分1人で学んでいては追いつけない。この

センターで受講者同士がお互いに学び合うような

柔軟な姿勢こそが今求められているのだと思います」。

　トレーニングセンターの延べ受講生は3,000人

を超えた。マツダの技術と考え方を伝える活動によ

り、中国におけるマツダの将来を担う人材が確実に

育ちつつある。

を与えている。「目標にすべき人が近くにできたお

かげで、他のスタッフも技術習得に今まで以上に

熱心に取り組むようになり、職場に活気が出てき

ました」と、邵
シャオ

は言う。

　新たな学びの場として機能しつつあるトレーニ

ングセンターだが、課題もある。2010年の3カ所合

計の研修実施日数は381日と稼働日の約半分。前年

に比べると115％と向上しているが、今すぐ大幅に

稼働を上げていくのは難しい。その背景には中国

の成長の速さと国土の広さがある。研修に参加す

るためには、業務を他のスタッフに代行してもら

う必要があるが、成長著しい中国では、

全員が忙しく働く中でそれは難しい。

また、トレーニングセンターまで列

車で2日かかる地域もあり、全国から

スタッフを集めることも容易ではない。

　「『スタッフが移動や研修にかかる

期間いなくなることで一時的に支障

は出るが、しかしスタッフが成長する

ことを考えれば、会社全体でのメリッ

トは大きい』。そう認識していただけ

るよう、今後より一層、研修内容を充

実させ、運営を効率化し、稼働率を上げ、

より多くの受講生に活用してもらう

ことで中国における人材育成を進め

ていきたい」と、張
ジャン

は表情を引き締める。

　集合研修を行うトレーニングセン
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マツダ（中国）トレーニングセンター上海。熱心に学ぶ受講生たち

（左から）一汽マツダ汽車販売有限公司 上海景和店

技術総監 封
フ ン

 志
ジガン

　総経理 邵
シャオ

 吉
ジ
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【国内】時間を超えて人と人とをつなぐ
広島県での「マツダの森」活動

　「『マツダの森』活動は、基本的には地域の環境保

全を目指すものですが、それにとどまらず環境を学

ぶ機会とすることで、次世代の育成にもつなげて

いきたいですね」と語るのはこの活動を推進する

マツダCSR・環境部の本郷。

　マツダは2010年、創立90周年記念の一環として、

広島県とともに森林保全活動に取り組む「森林保全・

管理協定」を締結。広島県緑化センター内の5.85ha

を「マツダの森」と名付け、ここを拠点として地域の

森林保全活動に協力するとともに、広島県内の企業・

団体などによる森林整備活動を推進する「ひろし

まの森林（もり）づくりフォーラム」にも加入した。

　マツダの本社がある広島県は、北には中国山地、

南には瀬戸内海を擁し、人々は豊かな自然の恩恵

を受けて暮らしてきた。山は木材だけでなく、ミネ

ラルを多く含む水を生み、その水は川となって海に

注ぎ、豊かな海を育んだ。「ひろしまの森林づくり

フォーラム」を推進し、農業・林業・水産業の3つを

管理している広島県農林水産局長の冨永さんは、「県

域の約7割が森林である広島県民にとって森林は

生活の基盤であり、まさに“命の源”なのです」と語る。

　マツダもまた、違うかたちで海の恩恵を受けてきた。

本郷は、「マツダの本社は海沿いにあり、海は、世界

各国のお客さまにマツダ車をお届けするのに必要

不可欠な存在です。だから海の豊かさを育む森林

の保全活動を通じて、海に恩返しをしたいと思い

ます」と思いを語る。

　2011年4月、従業員とその家族が広島県緑化セ

ンターにやってきた。はじめに「森のはたらき」の

研修を受けた後、各々手にノコギリを持ってマツ

ダの森へ。広島県緑化センターの職員や地域の森

林ボランティアを含めた総勢72名が木を切り、積

み上げていく。計画的な伐採は、森林が活力を取り

戻すためには欠かせない作業だ。

　作業を始めて約1時間、木が茂り暗かったところ

に、陽が差し込み地面を明るく照らすまでになった。

「体を動かしながら学び、知識を得られたことがう

れしかった」「森林浴ができて気分転換になった」「次

回も参加したい」と参加者は笑顔で感想を語った。

　「活動はまだ始まったばかり」だが、本郷は「多く

の方にまずは山に入って実際に体験し、森の中にい

る小さな生物を見つける中で、生物多様性について

考えたり、森が蓄えた雨水が少しずつ川に流れ、海

に注ぐ循環の仕組みについて知って欲しい」と今後

の抱負を語る。

　第1回の活動は好評で、関係者はほっとした表情

を見せる一方、「活動を維持し発展させるシステム

づくりが今後の課題」と気を引き締める。水産業は

1日1日の世界、農業は1年が基本サイクル、それに

対して林業は数十年単位で考えないといけないと

言われている。「だからこそ、次世代を育成しつつ

継続的に取り組んでいくことが何より重要」と冨

永さん。広島県緑化センター管理責任者で活動を

指導している正本さんも「マツダの森には、小さな

お子さんを連れたご家族も訪れ、親子のコミュニケー
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社会貢献 
人と人とをつなぐ社会貢献活動
地域に根ざした社会貢献

マツダ株式会社 CSR・環境部
アシスタントマネージャー
本郷 佳加

広島県
農林水産局長
冨永 嘉文 氏

広島県緑化センター
管理責任者
正本 良忠 氏



しかし、大きな劇場での公演であり、客席をすべて

埋められるか不安もあった。

　迎えたチケットの発売日。不安を吹き飛ばすか

のように、すべての公演があっという間に完売。若

者も多く詰めかけ、4会場5公演で、合計約4千人の

観客を集めた。能面の意味、仕草、歩き方、能装束に

ついての事前解説や字幕の工夫もあり、好評のう

ちに公演は終了した。

　清水さんは「ドイツ人の日本文化への関心度の

高さを改めて実感しました。日本とドイツは、お互

いに学べる点がたくさんあると思います」と両国

の距離がもっと近くなることを期待している。

　こういったマツダの文化交流活動について、かつ

て「ひろしま国際交流センター」に約2年間出向し、

県民の国際化推進と外国籍の県民の生活サポート

を通して、国際交流の重要さを肌で感じていたマ

ツダ総務部の伊藤は、「外国の方々に日本が理解さ

れ受け入れられていることは、日本の企業である

マツダが世界でビジネスを行う前提ですから、マ

ツダが国際交流・文化交流を積極的に行うことは

必要だと思います」と語る。このような国際交流が

国境を越えて人と人の新しい出会いのきっかけに

なっている。

ションを通じて森の大切さを次代に伝える活動に

もなっています」と評価する。

　まずは小さな一歩でも、それを積み重ねていけば、

大きな前進となる。「マツダさんが積極的に活動し

ていることで、『企業の森』づくりに興味を持つ企

業も増えてきました」と冨永さん。企業や市民、林

業家を含めたさまざまな人たちが、協業し長期的

に活動を続けるには、取り組みを「見える化」し、検

証するだけでなく、森から出る間伐材や県産材の

受け入れ先など、“業”として成り立つ仕組みづく

りを考えることも大切だという。このような立場

や世代を越えた「人」と「人」との結びつきによって、

活動の輪は広がりつつある。

【海外】国境を越えて人と人とをつなぐ
ドイツでの「能」上演

　2011年は日本とドイツ（当時プロイセン）が修好

通商条約を締結してから150周年にあたる。海を

越えたドイツでは、2011年1月、日独交流150周年

の開幕イベントとして、ベルリン、ミュンヘンなど

4カ所で日本の伝統芸能である「能」が上演された。

マツダはこの能の公演と、ベルリン国立博物館東

洋美術館で開催された「能装束展」をサポートした。

　現地で今回の記念イベントを運営されていたベ

ルリン日独センター副事務総長の清水陽一さんは、

「開幕に最もふさわし

いものは何か」と考え

た時、「650年の歴史が

あり、洗練された所作

やその装束で見た人を

虜にする能なら、時空

も国境も越えて人々を

魅了するはず」と考えた。

演目を「船弁慶」などの3つに絞り、
分かりやすさを配慮。

日本の川の特色や森林保全活動による地球温暖化対策と
地域への貢献について学習した後、マツダの森で実際の作
業を体験した。

マツダ株式会社 総務部
アシスタントマネージャー 伊藤 一生



基本的な考え方
　マツダは、「Mazda Way」（P53参照）に基づいた
従業員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の取り組みを（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。
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　また、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。
3つの重点領域
● 「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

環境保全※ 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

お客さま満足 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

人間尊重※ 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

社会貢献※ 地域活動への参加、交通安全の普及、社会福祉支援など

コンプライア
ンス

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

情報開示 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

VOICE

従業員一人ひとりが
CSRを意識して
業務遂行できるようにしたい
　CSR・環境に関する社外評価への対
応や社内のCSR研修を担当しています。
社外評価への対応を通して、マツダを
含む各企業は、CSRの取り組みにつ
いて外部からさまざまな視点で評価・
判断されていることが分かったと同時に、社内のすべての業務
がCSRに関係し、つながっているという認識に変わりました。
従業員の皆さん一人ひとりにCSRを意識して業務を遂行する
ことの重要性を認識していただけるように、研修や日々の情報
発信をしていきたいと思います。
　また、将来の社会環境変化を見据え、｢マツダらしい｣ 取り組
みを拡充していくことに貢献したいと思います。

CSR・環境部
松元 晴彦

マツダのCSR

コーポレートビジョン

CSR

ビジネス
パートナー

マツダで
はたらく人々

お客さま

グローバル
社会

地域社会

次世代の
人々

 マツダを取り巻くすべてのステーク
ホルダ

ー

コンプライアンス

人間尊重

情報開示

社会貢献

環境保全

お客さま満足

■ 6つの取り組み分野（※3つの重点領域）



CSRについての社外評価（2011年3月31日現在）

　マツダは、重要な国内・海外の社外指標や社外評価
を特定し、結果の分析を行うことで、自社の取り組み
を評価しています。SRI（社会的責任投資）格付機関を
はじめとした国内・ 海外の重要な調査や社外評価に対
応することで、積極的に情報を開示しています。
● FTSE4Goodに選定されています。

英国のフィナンシャル・タイムズとロ
ンドン証券取引所が共同出資している
合資会社FTSE社が開発したSRIイン
デックス。

● モーニングスター社会的責任投資株価指数に選定
されています。
日本で初めての社会
的責任投資株価指数。

● カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）
のジャパン500において、2010年度は、情報公開
度スコアが、「高い」と評価されました。
運用資産総額64兆ドル、534の機関投資家を代表して
CDP事務局が実施する「気候変動がもたらすリスクと
機会」に関する
情報開示調査。

（CDP2010
年の調査時点）

主な受賞歴（2010年4月〜2011年3月）
お客さま満足
● CX-9※1が米国で、Automotive Lease Guideによる「最

高残存価値賞（フルサイズユーティリティ部門）」受賞（2010
年11月）

● CX-9※1がカナダで、Automotive Lease Guideによる「最
高残存価値賞（フルサイズユーティリティ部門）」受賞（2011
年2月）

● Mazda2 Sedan※1が中南米で、FIPAによる「オート・イ
ンターアメリカン・カー・オブ・ザ・イヤー2010」に選定

（2010年11月）
● マツダがイギリスで、「インスティチュート・オブ・カスタ

マー・サービス・サティスファクション（ブランド&販売部
門）」受賞（2011年2月）

安全
● Mazda3（日本名：アクセラ）が米国IIHS（道路安全保険協会）

の「Top Safety Pick 2011（Small Car）」に選定（2011
年3月）

環境保全
● アイドリングストップ機構「i-stop」
　 「第42回 市村産業賞 貢献賞」を受賞（2010年4月）
　 「第60回自動車技術会賞 浅原賞学術奨励賞」を受賞（2010

年4月）
　 「新機械振興賞　機会振興協会会長賞」受賞（2011年2月）

CSR推進体制
　社長を委員長とする「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
● 委員長：代表取締役社長 兼 CEO
　 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 など

各部門の推進体制
● 各部門：中長期およ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の取り組みを推進する主要部門のワーキ

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

CSR推進体制の推移
2004年 「CSR委員会」設置
 ● 全社的なCSRの取り組みを開始

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の取り組みと経営を統合
　 ● 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取り組みの推進
　 ● 旧CSR推進部は、コンプライアンスの統括組織

　としてコンプライアンス統括部に改称
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従業員への啓発、国内・海外におけるCSRの考え方・取り組み

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
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委員長 ： 代表取締役社長 兼 CEO
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

■ 体制図

※1 海外販売専用車種



マツダは、ステークホルダーの意見・要望を企業活動にいかす取り組みとして、
ステークホルダーエンゲージメントを実施しています。

ステークホルダーとのコミュニケーション
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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ウェブサイト
● イベントの開催

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
● 社外調査への回答

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推進への協力要請・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）
● 社員意識調査
● 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
● 講演会の開催

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
● 社会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

■ 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



<参加者からのご意見>
評価できる取り組み
● 船積み見学会・北海道剣淵試験場の開放イベントなどマ

ツダ独自の取り組み
● 社内保育施設「わくわくキッズ園」の設置をはじめとしたワー

クライフバランスの促進
● SKYACTIV TECHNOLOGYや水素自動車の研究・開発

強化してほしい取り組み
● 交通安全活動
● パーク&ライドなど地域と一体となった環境保全活動
● 新興国での社会貢献活動

■ 社内での取り組み（2010年度）
①レポート制作担当者との意見交換会
　社内15部門のサステナビリティレポート制作担当
者と、以下3つのテーマでレポートやマツダの取り組
みについて意見交換を行いました。
● 開催時期 ： 2011年　

1月〜2月 計5回開催
● テーマ

1）評価できる取り組み
2）改善すべき取り組み
3）新たに実施すべき取

り組み

②CSR講演会
　今後ESG（環境・社会・ガバナンス）領域への社会の
期待が高まることに対応してCSR講演会を開催し、
参加者と意見交換を行いました。
● 開催時期：2010年6月
● テーマ：「非財務要因としてのCSRへの関心の高まり」
● 講師：株式会社日本総合研究所 主席研究員 足達英一郎氏

● 対象：社内の主要関連部門の社員

③ISO26000講演会
　社会的責任の国際規格であるISO26000が2010
年11月に発行されたことに対応して、講演会と質疑
応答を行いました。
● 開催時期：2011年2月
● テーマ ： 「ISO26000と企業経営」
● 講師：株式会社損害保険ジャパン理事CSR統括部長
 関正雄氏（ISO26000の日本産業界代表エキスパート）
● 対象：役員をはじめとしたマネジメント層

ステークホルダーエンゲージメントの実施
■ 社外での取り組み（2010年度）

①第5回 マツダ環境技術フォーラム
　参加者の皆さまとSKYACTIV TECHNOLOGYに
ついて、意見交換を行いました。
● 開催時期：2011年3月
● 場所：マツダR&Dセンター横浜

<参加者からのご意見>
● SKYACTIV TECHNOLOGYは、エネルギーが「もったい

ない」という考えを大事にしている技術だと感じた。
● 他社とは違うアプローチ。理想の燃焼効率の追求など、着

眼点の違いをもっとうまく出せば評判が良くなると思う。
● 内燃機関はまだまだ改善できることがわかった。そのベー

スとなる新世代技術に共感できるのでもっと世の中に広
めてほしい。

②第1回 マツダZoom-Zoomカレッジ CSR講座
　学生向けのインターンシップ講座「マツダZoom-
Zoomカレッジ」において、ワークショップ形式の
CSR講座を開講。合計約140名の大学生・大学院生の
皆さまに、マツダのCSRの取り組みや「マツダサステ
ナビリティレポート」についてご意見をいただきました。
● 開催時期 ： 2010年12月
● 場所 ： マツダR&Dセンター横浜、広島本社マツダ教育センター

マツダ社員とフリートーク

社員と意見交換会の様子

グループワークの様子

発表の様子

※ イベントの詳細はP38をご覧ください。
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マネジメント

　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の充実を経営の最重要課
題の一つと認識し、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

　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。
　取締役会は、2011年6月30日現在11名で構成され、
うち2名は独立性の高い社外取締役です。
社外取締役制度の導入
　経営の健全性・ 透明性の一層の向上を目指して、

 コーポレートガバナンス（企業統治）

2011年6月24日開催の株主総会において社外取締
役2名を選任し、社外取締役制度を導入しました。社
外取締役は、各々の知識、経験、識見に基づく当社経営
活動への助言ならびに経営の意思決定への参画を通
じて、取締役会の監督機能強化および経営の透明性の
一層の向上に貢献しています。
経営の監査
　監査役会は、独立性の高い社外監査役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、有限
責任 あずさ監査法人が担当しています。
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※1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などについて、
掘り下げた意見交換を行っています。

　1998年から内部統制の自己診断を開始し、現在は、
国内および海外のすべての連結グループ会社で実施
しています。
　内部統制に関係する各主管部門は、各部門や連結グ
ループ会社がスムーズに活動できるように、関係部門
と協力して教育やサポートを行うと同時に、内部統制
体制の整備を行っています。

内部統制体制の整備
　グローバルな内部統制のフレームワーク（COSOレ
ポート）※2やJ-SOX実施基準に沿ったマツダ独自の

 内部統制

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 経営会議その他
社内諮問機関

執行役員

選任／解任 選任／解任

本部長他

（    ）5名中3名が
社外監査役 （    ）11名中2名が

社外取締役
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内部監査体制

主なトピックス
● 2011年6月に社外取締役制度を導入



内部統制体制を整備。財務報告の有効性の確保、コン
プライアンスの推進、業務効率の改善と資産の保全に

役立てています。

　内外のさまざまなリスクについて適切な管理に努め、
事業の継続と安定的な発展の確保を図っています。

リスクマネジメント体制
　「全役員・全従業員は、自らがリスクマネジメントを
行う主体」という認識のもと、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リスクを管理しています。具
体的には、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。

 リスクマネジメント

情報セキュリティ
　個人情報など重要な情報を、各部門の本部長が、全
社の情報取り扱い統括部門が定める情報管理方針や、
ルールに基づき適正に管理することで、情報セキュリ
ティの確保に努めています。
ITセキュリティの管理ルール
　ITセキュリティについて管理ルールを定めています。
グループ会社に対してITセキュリティに関するガイド
ラインの提供や管理システム強化のサポートを行い、グ
ループ全体でITセキュリティの確保に取り組んでいます。

　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、国際ルールや各国・各地域の法令の順守はも
ちろん、現地の歴史、文化、慣習なども尊重しています。

マツダ・グローバル・ホットライン
　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・海外
のグループ会社に拡大し、通報の受付窓口を「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、マツダ本体
では、全従業員に通報窓口の連絡先を示したカードを
配布するとともに、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、その紹介を行っています。

■ 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

既存の危機管理組織では対応が困難で、部門を越えた対応が必要な事態が
発生した場合、リスクマネジメント担当役員は社長と協議のうえで、緊急
対策本部の設置を決定し、対策本部長を指名します。

 コンプライアンス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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※1 日本版のSOX法（オリジナルのSOX法はアメリカ連邦法）
※2 アメリカのトレッドウェイ委員会支援組織委員会（COSO）が公表した「内

部統制の統合的枠組み」

マツダの内部統制体制
1.「マツダ企業倫理行動規範」
● 企業倫理に適った誠実な行動の重要性を表明し、役員 ・従

業員が取るべき行動指針を定めている。
2.考え方の基本である「Mazda Way」
● 仕事を進める上で大切にすべき考え方をまとめたもので、

従業員の育成ツールとして活用している。「誠実」は７つの
考え方の一つ。（Mazda Wayの詳細はP53）

3.内部統制自己診断システムの構築と推進
● 内部統制自己診断システムの開発
　  想定されるリスクを分析し、必要な統制をまとめるクロス
　チェックや独立した専任スタッフなどによる客観的評価
● 部門・グループ会社支援の専任スタッフの設置
　内部統制の不備改善や外部指摘に対応
● 国内・海外のグループ会社での導入支援
4.内部統制サインオフの実施
● 部門長・グループ会社経営者によるサインオフの連鎖の実施
● 各四半期において不備情報の改善状況のチェック
● 内部統制報告の有効性担保
5.マツダ ・ グローバル ・ ホットライン
● 法令、マツダ倫理行動規範に違反する不適切な対応などを

発見した場合に、直接通報を受け付けるマツダ・グローバル・
ホットラインを設置している。それ以外にも、人権相談、労
務相談など各種窓口を設置し従業員からの相談に応えている。

6.監査体制
● グローバルな監査体制を本社および欧・米・豪などの主要リー

ジョンに配置。（公的資格を持つ監査人18名を含む）
● 国内の主要な販売会社にも専任の監査部門を設置し、店舗

監査などを実施。
7.ITセキュリティの充実
● ITリスクに対応した統一管理ルールを策定（国内・海外グループ会社）
● 公的資格を持つ専任のIT監査人を設置

● 東日本大震災についての対応や支援の詳細についてはP7をご覧ください。

マツダリスクマネジメント基本ポリシー、災害 ・ 緊急事態への対応、個人情報の保護、
知的財産に関する基本方針、マツダ企業倫理行動規範の概要、コンプライアンス教育 ほか



サプライヤー（購買取引先）への取り組み
　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、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、取引実績の有無によらず、世界中の

企業に、広く取引の参入機会を提供
● 取引のお申し入れに対して、社内のサプライヤー評

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

● サプライヤーに対して、「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」（P39参照）の順守を要請

サプライヤーCSRガイドライン
　サプライヤーのCSR活動を促進するため、2010
年7月に、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」
を作成しました。同時に、「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、企業倫理の重視などの項目を設定し、すべての
サプライヤーにガイドラインの順守を要請しています。
● 「マツダサプライヤーCSRガイドライン」と「マツダグリーン調達ガイドライ

ン」についてはウェブをご覧ください。

　http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/distributor/
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サプライヤーとのコミュニケーション
　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、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、購買協力会組織※1とも密に連携しています。
一例として、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、分科会活動を行っています。

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。

■ サプライヤー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

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
購買本部長の説明内容に基づき、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

・ 業務をより円滑に行っていただくため、サプラ
イヤーとマツダの日常業務に関するトピックス、
生産・販売状況、購入品の品質状況、新規開発車
種のパイロット工事日程や新車量産化移行日程
などの情報提供を行っている。

・ マツダの重点施策、環境保全やコンプライアン
スなどの取り組みについて説明して、対応をお
願いしている。

その他 − 随時
・ 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。

■ サプライヤー
（2011年3月31日現在）

■ 購買協力会組織
（2011年3月31日現在）

自動車部品 455社

部品
サプライヤー

関東洋光会
（関東地区周辺） 65社

資材
（素材）など 155社 関西洋光会

（関西・東海地区周辺） 47社

設備・要具 420社 西日本洋光会
（中国・四国・九州地区） 61社

合計 1,030社
資材サプライヤー

（原材料・装置・
金型など）

洋進会 78社

2010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90社、資材系12社

国内・海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。

バリューチェーンにおける社会的責任の推進

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）

※1 サプライヤーとの関係強化や共存・共栄を目指して、マツダと一定の取引の
あるサプライヤーによって構成された自主運営組織

主なトピックス
● 「マツダサプライヤーCSRガイドライン」を作成
● 「マツダグリーン調達ガイドライン」を改訂



部品サプライチェーンのムダ排除活動
　部品一つひとつの製造から、一台のクルマが完成す
るまでのサプライチェーンの中にあるムダ・ロスの見
える化を行い、改善策の検討・実施にマツダとサプラ
イヤーが一体となって取り組んでいます。

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

地場サプライヤーを対象とした品質の
日常管理の実践講座を開催
　広島県および近隣の地場サプライヤーを対象に、品
質に関する「日常管理のあるべき姿」についてマツダ
の考え方を共有化しています。2010年度は品質の日
常管理の重要性・必要性の理解とその管理ポイントや
ツールの活用方法など実践的な活動につながる講座
を開催しました。

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」
　広島県および近隣の地場サプライヤーに対して、

「J-ABC活動（Jiba［地場］ 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
施に協働で取り組むものです。また、マツダで推進し
ている「モノ造り革新」活動※2における製造現場領域
の改善力を強化することも担っています。
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活動内容
品質・製造の管理者に対して、変化点管理／工程保証度評価
の必要性を理解していただき、併せて社内展開も実践してい
ただくことで、サプライヤーにおける日常の品質改善活動を
促進していきます。

2010年度実績
実施テーマ
● 講義−「日常管理のあるべき姿」
● 品質に関する日常管理実践レポートの作成
● 工程保証度評価の実践
● 他社改善事例勉強会
展開方法 : 品質・製造管理者から各部門および全社展開
開催期間 : 2010年7月〜2011年3月（107回開催）
参加社数 : 今後の品質改善が期待される広島県および近隣

の地場サプライヤー13社

2010年度実績
活動例1「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、
稼働改善、サイクルタイム短縮、物流改善などで大きな成果。
● 24社38工場に、延べ約1,530回／年訪問し、協働改善活

動を実施。その結果、38工場で55本の改善モデルライン
を完成。

活動例2「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
に開催。
● 座学、現地指導会などの実践プログラムを通じて、からく

り作品の考案 : 製作能力が向上。
● 広島・防府地区で2回／年開催。26社27名の受講生が卒業。
● 優秀作品は全国大会に出品して努力賞を受賞。

活動例3「J-ABC保全道場」
「設備停止や機能低下の未然防止」を目的に2010年より開催。

● 座学、現地指導会など実践プログラムを通じて、異常感知、
対応処置能力が向上。

● 広島・防府地区で2回／年開催。9社10名の受講生が卒業。

2010年度実績
40社と協働し、物流改善によるCO2の削減、サプライヤーか
らマツダに入るまでの在庫の削減、不要作業の廃止、効率化
等を実現しました。

VOICE

「からくり改善くふう展
2010」で努力賞を受賞
　「J-ABCからくり改善道場」で
からくりのメカニズムについて学び、
ものづくりに興味がわくようにな
りました。今回、約30kgの重たい
材料を毎日1人で持ち上げている
同僚の姿を見て、「何とかしたい」
と思い、テコの原理で楽々持ち上げられるからくりを制作
し、努力賞をいただくことができました。
　今後もこの道場への参加を続けていただきたいですし、
みんなも積極的に参加して欲しいと思います。

株式会社ヒロタニ
生産本部 製造部

永瀬 秀之 様

※2 詳細はマツダオフィシャルウェブサイト 株主・投資家　　　　　　　　
（http://www.mazda.co.jp/corporate/investors）を参照
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環境保全

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」（P26参照）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」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。2006
年度に策定した「マツダグリーンプラン2010」は、
2010年度に最終年度を迎え、おおむね目標を達成す
ることができました。今回公開しました「マツダグリー
ンプラン2020」は、「マツダグリーンプラン2010」
での経験や知識を生かしながら、社会から求められ

主なトピックス
● 「マツダグリーンプラン2020」を策定（P27）
● 「SKYACTIV TECHNOLOGY」を発表（P31）
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る新しい課題を追加して2020年を見据えた具体的
目標として策定しました。（「マツダグリーンプラン
2010」の実績はウェブをご覧ください。）

■ 環境への取り組み理念と方針

商
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術
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品
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境
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低炭素社会　循環型社会　自然との共生社会

マツダのイメージする将来像

マツダグリーンプラン

マツダ地球環境憲章

コーポレートビジョン
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マツダ地球環境憲章
環境理念

行動指針

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

（1992年制定、2005年 4月改定）

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

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

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

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

5. 社会や地域と共に、よりよい環境づくり 
私たちは環境に関する社会の要請に積極的に耳を傾け、企業活動に反映させます。 
私たちは環境に関する技術・システム・情報などを公開し提供します。 
私たちは事業活動に留まらず、環境保全に寄与する社会的活動にも積極的に取り組みます。 
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マツダは新しい環境中期計画として「マツダグリーンプラン2020」を策定し
2020年を見据えた環境の取り組みを進めていきます。

環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」

事業サイト
国内のマツダグループ全体で、低CO2

排出の生産技術の導入や日々の弛ま
ぬ改善活動により一層の業務効率化
を図り、低炭素社会実現に貢献する。

社会貢献（環境領域）
マツダの社会貢献活動の3つの柱「環境・安全」「人材育成」「地
域貢献」、およびグループ・グローバルの視点を踏まえ、自動
車メーカーとしての本業を活かした情報開示・啓発と、地域
社会と連携したボランティアを含む活動を重点的に行う。

商品環境
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。

<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（石油など）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」

2020年までの領域別考え方・目標
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環境中期計画 「マツダグリーンプラン2020」目標および具体的な実施事項

領域 項目 2020年（※は2015年）
目標および具体的な実施事項など

2011年

目標および具体的な実施事項など

1.エネルギー／地球温暖化対策

a.クルマ及び
クルマの　
技術

①各国／各地域の燃費基準への対応
各国／各地域の燃費基準へ確実に対
応するための燃費向上技術の導入

（※2015年目標）
［各国／各地域］燃費／温室効果ガス基準の確実な達成

②SKYACTIV TECHNOLOGYに
　よる燃費性能の向上

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年に
比べて30%向上させる。

（※2015年目標）

新世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-G」の導入

新世代ディーゼルエンジン「SKYACTIV-D」の開発推進

新世代トランスミッション「SKYACTIV-DRIVE」の導入

新世代プラットフォーム「SKYACTIV-CHASSIS」
「SKYACTIV-BODY」の開発推進（車両の軽量化）

i-stop（アイドリングストップシステム）の導入

減速エネルギー回生技術の開発推進

③バイオ燃料や電気エネルギー、
　水素等を利用した次世代車両の
　開発推進

バイオ燃料や合成燃料などの代替燃
料対応技術の開発推進

（※2015年目標）

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

モーター駆動技術の開発推進
（※2015年目標）

ハイブリッドシステム技術の開発推進（2013年市場導入）

電気自動車の開発推進（2012年市場導入）

水素ロータリーエンジン車の開発と
導入を推進（※2015年目標）

プレマシーハイドロジェンREハイブリッドの確実な
リース販売と市場フォローの実施

RX-8ハイドロジェンREのHyNor（ハイノール）
プロジェクトへのリース販売／市場フォローの実施

b. 生産・物流・
オフィス・
社会貢献　
など

④工場、オフィスからの
　CO2排出量削減

国内のマツダグループ全体における
工場、オフィスなどから排出される
CO2量を1990年度比で21%削減

国内のマツダグループ全体における工場、オフィスなど
から排出されるCO2量を1990年度比で29%削減

⑤物流によるCO2排出量の削減
国内のマツダグループ全体における
物流業務により排出されるCO2量を
1990年度比で50%削減

国内のマツダグループ全体における物流業務により
排出されるCO2量を1990年度比で55%削減

2.資源循環の推進

a.クルマ及び
クルマの　
技術

⑥自動車リサイクルの推進

解体・リサイクルしやすい
車両の開発

（※2015年目標）

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

バイオプラスチックの利用拡大
（※2015年目標） バイオプラスチックの開発・実用化の推進

ASRリサイクル率および車両全体
のリサイクル実効率のさらなる
向上の推進。

（※2015年目標）

ASRリサイクル率：80%以上

リサイクル実効率：95%以上

バンパーリサイクル技術の推進
（※2015年目標）

マツダ特約販売店からの市場損傷バンパーの回収推進
回収本数 80,000本以上

ELV（廃車）バンパーtoバンパーリサイクルの実用化

b. 生産・物流・
オフィス・
社会貢献　
など

⑦廃棄物発生量の削減、
　リサイクルの推進

国内のマツダグループ全体における
直接埋立廃棄物量をゼロ化する

国内のマツダグループ全体における直接埋立廃棄物量を
排出量比で1%以下にする。

⑧梱包資材使用量の削減
国内のマツダグループ全体における
梱包・包装材の使用量を1990年度
比で45%削減

国内のマツダグループ全体における梱包・包装材の使用量
を1990年度比で40%削減

⑨水資源の使用量削減および
　有効利用の推進

国内のマツダグループ全体における
水使用量の削減 上水使用量の削減 
1990年度比で10%削減

国内のマツダグループ全体における水使用量の削減
上水使用量の削減
1990年度比で5%削減
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「マツダグリーンプラン2010」の実績

領域 項目 2020年（※は2015年）
目標および具体的な実施事項など

2011年

目標および具体的な実施事項など

3.クリーン・エミッション

a. クルマ及び 
クルマの　
技術

⑩クルマの排出ガスのクリーン化
各国／各地域の大気環境の改善の
ために低排出ガス車の導入推進

（※2015年目標）

［日本］SU-LEV（★★★★）車の導入推進

［米国］Tier2／LEV2規制に適合した低排出ガス車の導入
を推進

［欧州］Euro5／6対応車の導入推進

［中国］Euro5レベル対応車の導入推進

［その他］各国・各地域に応じた低排出ガス車の導入推進

⑪製品に含まれる
　環境負荷物質使用量の低減

車室内VOCの低減（※2015年目標） 厚生労働省の定めた室内濃度指針値に全新型車で適合

環境負荷の低い新冷媒カーエアコン
の開発・採用を推進（※2015年目標） 環境負荷の低い新冷媒カーエアコンの開発・採用推進

b. 生産・物流・
オフィス・
社会貢献　
など

⑫PRTR対象物質の排出量削減 国内のマツダグループ全体における
PRTR対象物質の排出量を削減する

国内のマツダグループ全体におけるPRTR対象物質の
排出量を削減する。

⑬VOC排出量削減 マツダの全ライン平均でVOC排出
量を23g／㎡以下 マツダの全ライン平均でVOC排出量を29g／㎡以下

4.環境マネジメント

a. クルマ及び 
クルマの　
技術

⑭ライフサイクルアセスメント（LCA）
　の推進

ライフサイクルアセスメント（LCA）
実施の拡大（※2015年目標） 新型車でのライフサイクルアセスメントの着実な実施

⑮交通システムへの統合的
　アプローチの推進

運転技術向上と啓発活動の推進
（ドライビングスクール等）
（※2015年目標）

運転技術向上のための啓発活動の推進と
運転技術評価システムの導入

b. 生産・物流・
オフィス・
社会貢献　
など

⑯国内のマツダグループにおける
　環境リスクの軽減

購買取引先における
環境保全活動の推進

「サプライヤーCSRガイドライン」の推進拡大と必要に
応じた更新

「マツダグリーン調達ガイドライン」の推進拡大と必要に
応じた更新

環境マネジメントシステム（EMS）
構築・導入の推進

・ 購買主要取引先でのEMS構築100%維持
・ 二次取引先におけるEMSの維持と充実

連結の自動車販売会社
全15社でエコアクション21の認証取得

自動車部品販売会社4社でEMSを運用、推進

⑰マツダグループの環境保全活動を
　伝える情報開示

・ 環境イベントの開催、積極的参加を
通じて、マツダグループの環境保全
活動を、グローバルに情報発信する。

環境イベントの開催・積極的参加を通じて、SKYACTIV 
TECHNOLOGYを中心としたマツダグループの環境負荷
低減活動を、社内外に情報発信する。

⑱環境啓発活動の推進

・ 従業員・グループ会社従業員の環境
意識向上のために環境情報を積極
的に発信する。

・お客さまの環境意識向上のために
環境情報を積極的に発信する。

社会が抱える環境問題や、マツダグループの環境負荷低減
取り組みへの協力について、省エネルギーという視点を中
心に、従業員・グループ会社従業員、お客さまへの啓発を行う。

⑲地域社会と連携した環境保全活動
　の推進

・地域清掃や生物多様性保全を含む各
種環境保全ボランティア活動、地域
イベントや学校への環境教育のため
の講師派遣などを通して地域社会に
おける環境保全活動を推進する。

・ 生物多様性や森林の保全について理解を深める地域活動
および、地域清掃への積極的参加を推進する。

・ 地域社会からの要望を踏まえ、環境教育の講師派遣を行う。

※「マツダグリーンプラン2010」の実績は、ウェブをご覧ください。



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
自動車業界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。

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
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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%向上させる」
という計画を掲げ、以下の活動を行っています。

「ベース技術」の徹底的な改善
　2011年から導入される新世代技術「SKYACTIV 
TECHNOLOGY（スカイアクティブテクノロジー）」で、
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。

「ビルディングブロック戦略」の推進
　さらに、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、CO2の総排出量を大幅に削
減していきます。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。

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

基本ポリシー
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
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。

「Zoom-Zoomの木」
右図は、「One Mazda」※の企業文化と
いう養分をしっかりと張った根で吸い上
げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太
い枝を持ち、Zoom-Zoomを体現した梢
を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中で
成長させ続けることを意味しています。
※Mazda Way 7つの考え方の一つ。
　（詳細はP53をご覧ください。）
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自動車業界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

■ 自動車業界での環境課題と取り組み ■ 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

 環境



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
ストすることでクルマ全体のエネルギー効率を向上
させるシステムです。前記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。
●	2013年までに日本からハイブリッド車の販売開

始を目指します。（ハイブリッドシステムはトヨタ
自動車からライセンスを取得）

基本的な考え方
　マツダでは、安全性能向上を環境性能向上と同様に
クルマづくりの基本の一つと考えており、「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。

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
向上させる機構で、同技術単体で、約7〜10%の燃費
向上（国内モデル）が可能です。この機構を2009年
にアクセラ／Mazda3に搭載し、その後も搭載車を
順次拡大しています。2011年に国内で導入した新
型デミオに搭載した新世代エンジン「SKYACTIV-G」
には、進化したi-stopを組み合せました。

Step-2 減速エネルギー回生技術

　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。
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サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言

（安全への取り組みの詳細はP47をご覧ください。）

目指す姿	事故のない安全なクルマ社会

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、

サ
ス
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ナ
ブ
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-Z
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”宣
言
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＜進化させたポイント＞
● 再始動時の燃費低減
● アイドリングストップの作動頻度向上
● 減速時のエネルギー回収量拡大

■ 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

2010
●ハイブリッド技術やアイドリングストップ機構の導入 ●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）

アイドリング
ストップ機構

減速エネルギー
回生技術

プラグイン
ハイブリッド
ハイブリッドアイドリング

ストップ機構

減速エネルギー
回生技術※1

ハイブリッド 電
気
デ
バ
イ
ス

内
燃
機
関 アイドリング

ストップ機構

減速エネルギー
回生技術

ハイブリッド

プラグイン
ハイブリッド

電気自動車

ベースエンジン（内燃機関）

電気自動車

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
回生技術

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技術

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

■ 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）

 安全



革新的な新世代技術
「SKYACTIV TECHNOLOGY」を開発
　マツダの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」に基づいて、「走る歓び」
と「優れた環境・安全性能」の高次元での調和をイメー
ジした革新的な新世代技術を開発しました。2011年
から発売する商品ラインアップに順次搭載します。

■ SKYACTIV-G ： 新世代高効率直噴ガソリンエンジン
　世界一の高圧縮比（14.0）を達成し、燃費と低中速
トルクを従来比で15％改善した新世代高効率直噴ガ
ソリンエンジン
●	量産ガソリンエンジンとして世界で初めて高圧縮

比（14.0）を実現
●	高圧縮燃焼によりエンジンの効率を大幅に高め、従

来比で燃費・トルクをともに15％向上※1

●	低中速トルクの増
大による実用域で
の使いやすさ向上

●	高圧縮比を実現す
る4-2-1排気シス
テム、キャビティ
付ピストン、マル
チホールインジェ
クターなどの採用

■ SKYACTIV-D ： 
　新世代高効率クリーンディーゼルエンジン
　世界一の低圧縮比（14.0）を実現し、高価なNOx後処
理システムなしで、排出ガス規制をクリアする新世代
高効率クリーンディーゼルエンジン
●	低圧縮比（14.0）により、従来比約20%の燃費改善
●	2ステージターボチャージャーの採用により、低速

から高速までスムーズでリニアなレスポンスと、低
速域・高速域の大幅なトルク向上を実現（最大回転
数5,200rpm）

●	高価なNOx後処理
なしでグローバル
の排出ガス規制を
クリアする見込み

（欧州：Euro6、北
米： Tier2Bin5、
日本 ： ポスト新長
期規制）

SKYACTIVｰBODY

■ SKYACTIV-DRIVE ： 
　 新世代高効率オートマチックトランスミッション
　すべてのトランスミッションの利点を集約した新
世代高効率オートマチックトランスミッション
●	CVT、デュアルクラッチ式、従来型のATなど、すべ

てのトランスミッションの
利点を集約 

●	ロックアップ領域を大幅に
拡大し伝達効率の向上とマ
ニュアルトランスミッショ
ンのようなダイレクト感を
実現

●	従来比4〜7%の燃費向上

■ SKYACTIV-MT ： 新世代マニュアルトランスミッション
　軽快なシフトフィールと、大
幅な軽量・コンパクト化を実現
した新世代マニュアルトランス
ミッション
●	スポーツカーのような軽快で

節度感のあるシフトフィール
●	大幅な軽量化とコンパクト化

を実現

■ SKYACTIV-BODY ： 新世代軽量高剛性ボディ
　「走る歓び」を支える高い剛性と、最高レベルの衝突
安全性を実現する軽量ボディ
●	高い剛性と軽量化の両立（従来比8%の軽量化、

30%剛性アップ） 
●	各国の衝突安全評価（US-NCAP、Euro-NCAP、

IIHS、JNCAPなど）を最高レベルでクリアできる衝
突安全性

【技術】
●	ボディ構造

・基本骨格を可能な限り直線で構成する「ストレート化」（図1）
・各部の骨格を協調して機能させる「連続化」（具体例：環状

構造（図2））
・衝突時の荷重を複数方向へ分散する「マルチロードパス構造」

●	工法
・ウエルドボンド接合とスポット溶接点数増しによる高剛

性ボディの実現（図3）
●	材料

 ・ 強度に優れるハイテ
ン鋼板の使用部分を
拡大

SKYACTIVｰG

 ベース技術の改善

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。

将来に向けた技術の取り組み

※1 15％の燃費・トルク改善は、現行エンジンと比較した場合のエンジン単体
の改善率です。仕向地や搭載車種、組み合わされるトランスミッションの種
類により、圧縮比の数値、燃費・トルク改善率は変わることがあります。
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SKYACTIVｰD

SKYACTIVｰDRIVE

SKYACTIVｰMT



電気自動車
　デミオをベースにした電気自動車を自社開発し、
2012年春より日本国内でリース販売を開始します。
電気自動車の航続距離は200kmを目指しており、国
内の地方自治体や法人顧客を中心に販売予定です。

水素ロータリーエンジン車の開発
　水素は非常にクリーンで、さまざまなものから製造
可能なエネルギーです。マツダでは、「マツダRX-8ハイ
ドロジェンRE」（2006年リース販売開始）と「マツダプ
レマシーハイドロジェンREハイブリッド」（2009年リー
ス販売開始）の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。水素を燃料として走行した際の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
ムを備えています。国内では岩谷産業株式会社、広島県、
広島市、山口県に累計12台、海外ではノルウェーで3
台リース販売し、高い評価を受けています。

■ SKYACTIV-CHASSIS：新世代高性能軽量シャシー
　ロードスター並の「人馬一体」感を追求し、「走る歓
び」を実現すると同時に快適性、安心感を高めた軽量
シャシー
●	サスペンション、ステアリングの機能を徹底的に見

直し、「人馬一体のドライビン
グプレジャー」を実現

●	快適性や安心感を高めること
で、大幅に走りの「質の向上」
を達成

●	新開発のフロントストラット＆
リアマルチリンクサスペンショ
ンシステム、電動パワーステア
リングを採用し、性能向上とと
もに、シャシー全体で従来比14%※2の軽量化を達成

【SKYACTIVｰCHASSISの狙い】
①			中低速域の軽快感と高速域の安定性の両立

・車速に適応した車両運動の実現（リヤサスペンションの 
 ジオメトリーの再検討とステアリングギア比の高速化） 
・キャスター角およびキャスタートレールの拡大

②  中低速域の軽快感と乗り心地の両立
・リアサスペンション前後入力の低減

③  軽量化と高剛性の両立
・軽量・高剛性クロスメンバー

将
来
に
向
け
た
技
術
の
取
り
組
み

環
境
保
全

2011年以降のモデルで100kg以上の軽量化を実現、
水素ロータリーエンジン+ハイブリッドシステム	ほか

● SKYACTIV TECHNOLOGYについての詳細はマツダオフィシャルウェブ
サイトにてご紹介しています。

　SKYACTIV技術サイト http://www.mazda.co.jp/philosophy/skyactiv/

「インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）」
—サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言を体現した新技術—
　クルマの「環境・安全性能」を最大限に引き出しながら

「走る歓び」を実現するための
ドライブサポートシステム

「i-DM」を開発し、新型デミオ
（国内モデル）に導入しました。

※詳細はP49をご覧ください。

TOPICS

SKYACTIVｰCHASSIS

①

③

②

 将来に向けた技術

将来に向けた技術の取り組み

※2 排気量2,001cc〜2,500ccのミドルクラス車（アテンザ、Mazda6クラス）の数値
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図2 環状構造

図1 ストレート化

図3 ウェルボンド接合とスポット溶接増し

SKYACTIV TECHNOLOGY導入予定（国内）

※1 国内市場には2011年秋に導入予定。

画像は北米仕様車 画像は欧州仕様車

今後は、SKYACTIV TECHNOLOGY搭載
車種を順次世界に導入予定。

※1



燃費向上への取り組み
　2010年に発売した新型プレマシー（国内モデル）
と2011年に発売した新型デミオ（国内モデル）は、旧
モデルに対して燃費を改善しています。新型デミオは、
クラストップの低燃費30.0km／L（10・15モード燃
費）※1を実現しています。

排出ガスのクリーン化
　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。
●	2011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98.5%を達成（軽自動車・
OEM車を除く）

●	2011年3月末時点で、欧州主要モデルのMazda3、
Mazda6、CX-7が「Euro5」に適合

35
（㎞/ℓ）
30

25

15

10

5

20

0
プレマシー＊1 デミオ＊2

■ 旧型 ■ 新型 ＊1 2WD 2.0L 5AT 1500kgランク　＊2 2WD 1.3L CVT 1000kgランク

「i-stop」
搭載

「i-stop」
搭載

「SKY
ACTIV-G」
「i-stop」
搭載

「SKY
ACTIV-G」
「i-stop」
搭載

1615

23

30

■ 新型プレマシー・新型デミオの燃費比較
（国内モデル／10・15モード燃費）

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

主なトピックス
● 国内のSU-LEV認定車は98.5%を達成
● 新型プレマシーに「エコランプ」と「トリップコンピュー

ター」を採用
● 新型デミオの一部にバイオプラスチックを採用

0
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（%）

■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

6.7

90.5 93.2 95.9 98.5

2006 2007 2008 2010（年度）

SU-LEV

U-LEV 4.9 2.3 0.40.6

98.2

2009

■ 国内の乗用車（軽自動車・OEM車を除く）における低排出ガス
   認定車の出荷台数比率

エコカー減税に11車種が適合
　2009年4月から日本で施行された、「エコカー減
税※2」に2011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91.8%（前年比+2.7%）の適合率
となりました。（2010年度出荷台数ベース）

エコドライブの支援
　エコドライブへの継続的な取り組みを促し、実用燃
費の向上をサポートする装備を採用しています。
●	「エコランプ」：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
●	「エコドライブ判定」：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

●	「トリップコンピューター」：エコドライブに役立つ
瞬間燃費や平均燃費などを表示

　2010年度は、新型プレマシー（国内モデル）に「エ
コランプ」と「トリップコンピューター」を採用しました。

バイオマテリアルの採用を拡大
　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商品化してい
ます。
●	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」の内装部品にマツダ
独自の「マツダバイオテックマテリアル」を採用

●	SKYACTIV-Gを搭載し
た新型デミオ（国内モデル）
のラジエータータンクに
採用

　現在は、食糧と競合しな
い原料を用いたバイオプラ
スチックの技術開発に着手
しています。
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■ エコカー減税

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、プレマシー、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。（2011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 

8車種 

10車種 

乗用車における重量ランク別平均年費、
自動車騒音の低減

※2 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。

※1 1.3Lクラス乗用車（ハイブリッド車を除く、マツダ調べ）。JCO8モード燃
費25.0km／L（国土交通省審査値）

新型デミオのラジエータータンク
（SKYACTIV-G搭載）



1990年度比でCO2排出量30.9%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。
＜2010年度実績＞
●	国内総輸送量（完成車・資材・部品などの調達や供給

を含む）は4億4,800万トンキロ。輸送トンキロ当
たりのCO2排出量は1990年度比20%以上削減の
目標に対して、30.9%削減。

　また、2010年度は完成車 ・ 部品の輸出入領域での
CO2排出量の把握を海外領域に拡大しました。

お客さま満足とCO2削減の両立
　お客さまが必要とする量を適切なタイミングでお
届けすることと、CO2の削減を両立させるために、以
下の取り組みを行っています。
1. 完成車の流通センター集約（ハブ＆スポーク）※3

　2009年度に、タイムリーな配送を確保した上で、
輸送量の少ない配送ルートを束ねることを目的に、全
国に9カ所あった流通センターを7カ所に集約しまし
た。この集約により、内航船（自動車船）の消席率向上、
輸送距離の短縮を実施しました。

2. 物流ストレート化の推進
●	物流拠点のないストレートな物流（工場直バニング）
　KD※4部品生産後、その場で梱包・コンテナへの荷積 
 のみを行うことで物流拠点への輸送を不要にしました。
●	補修用部品の東海地区での供給拠点新設
　広島への輸送集約を止め、新供給拠点から全国配送 
 することで、無駄な配送をなくしました。
●	補修用バンパーの生産拠点梱包・出荷の拡大
　生産拠点近くで梱包・出荷することで、無駄な配送を 
 なくしました。

マツダ マツダ

流通センター流通
センター

積載車 積載車積載車積載車

販売
会社

販売
会社

販売
会社

販売
会社

販売
会社

販売
会社

流通
センター

販売
会社

販売
会社

自動車船
自動車船

自動車船

■ ハブ＆スポーク方式

導入前 導入後
お客さま お客さま

1990年度比でCO2総排出量40.2%削減
　「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
に取り組んできました。
＜2010年度の主な取り組み＞
●	モノ造り革新※2の推進
●	設備総合効率の向上
●	集中生産や不要時・非稼働時のロス撲滅
＜2010年度実績（1990年度比）＞
●	国内主要4拠点でのCO2総排出量は1990年度比

で40.2%削減（609千t-CO2）
●	売上高当たりの排出量は24.9％削減（34.3t-CO2）

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）

主なトピックス
● 生産：国内4拠点におけるCO2総排出量を1990年

度比で40.2％削減
● 物流：輸送トンキロ当たりのCO2排出量を1990年

度比で30.9％削減
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0
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0
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■ 国内主要4拠点における種類別エネルギー使用量
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<生産>マツダ国内主要4拠点におけるCO2排出量／売上高当たりのCO2排出量の推移、
<物流>主要な取り組みテーマと主な施策と状況、効果（国内）	ほか

 生産

 物流

※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ウェブサイト	株主・投資家
（http：//www.mazda.co.jp/corporate/investors）を参照

※3 完成車の輸送を全国の流通センター（ハブ）を拠点に、各販売会社（スポーク）
に配送するハブ＆スポーク方式。

※4 部品を海外生産拠点へ輸出し現地で組立を行う生産方法



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、
資源循環の取り組みを行っています。

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
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マツダは、限りある資源を有効に活用するため、
徹底した再資源化と廃棄物削減に取り組んでいます。

リサイクル・省資源

主なトピックス
● ELV（使用済自動車）バンパーから新車バンパーへ

の材料の水平リサイクル（元と同等の部品／商品
に使用）を業界で初めて実用化

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

全埋立廃棄物ゼロ
　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、2010年度もこれを継続しました。

梱包・包装資材の削減
　容器のリターナブル化や包装仕様の簡素化、資材の
再利用などのマツダの物流領域での3R活動（リユース、
リデュース、リターナブル）を推進しています。
　2010年度は、1990年度比40％以上削減の目標
に対して、梱包 ・ 包装資材使用量を43.2%※3削減し
ました。

ICタグを活用したリターナブル容器
管理センター内の作業

 開発

 生産

 物流

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％ 43％
・金属くず
・鋳物砂

57％
・集じん砂
・金属くず

■ 2010年度の生産領域における副生物・廃棄物のリサイクル

締結点

薄肉構造

補強部分

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

※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。

※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（開発
など間接領域も含む）

※3 1990年度と同様の施策を行った場合の見込み値に対する削減率



欧州・台湾・中国でのリサイクル推進
　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
　国内販売会社の交換バンパー（市場損傷バンパー）
および使用済自動車バンパーの新車バンパーへの材
料の水平リサイクル（元と同等の部品／商品に使用）
に積極的に取り組んでいます。
●	バンパーtoバンパーリサイクル：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いま
す。2010年度は、82,491本（回収率78%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。

●	ELV（使用済自動車）バンパーリサイクル（業界初）：
2011年8月から廃車バンパーを独自の技術で新車
バンパーにリサイクルしています。

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
　2009年から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。
　さらに、2010年度からは、モーター類からのレアアー
スのリサイクルや使用済自動車の資源を国内で資源
備蓄・循環する仕組みづくりに関連業者と共同で取
り組んでいます。
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日本での自動車リサイクル法への取り組み
　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」※4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。

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
自動車リサイクル法の施行対応に向け、詳細情報を調査

2010年リビルド部品販売実績
エンジン 2,217台、トランスミッション 1,600台

リ
サ
イ
ク
ル
・
省
資
源

環
境
保
全

<開発>使用済マテリアルリサイクルの技術開発、<生産>全理立廃棄物量の推移、
<物流>梱包・包装資材の使用量と削減率	ほか

 使用済自動車

2010年度
梱包・包装資材
の削減率

（1990年度比）※3
2010年度の主な施策と状況

43.2%減

■ 物流 : 部品梱包における主要施策の効果

マツダの物流領域での3R
（リユース、リデュース、リターナブル）の推進

KD ・ 補修用部品のリターナブル容器の適用拡大

KD ・ 補修用部品の個別包装・ダンボール包装の削減

輸入部品の包装資材のリターナブル化推進

コンピュータでの梱包仕様開発による試作廃止

■	2010年度の再資源化（リサイクル）実績
リサイクル実効率 　 97%
フロン類総引取り台数 　 150,659 台
エアバッグ類引取り台数 　 112,627 台
ASR 総引取り量台数 　 190,429 台

再資源化率
エアバッグ類 94.0%

ASR 82.1%
払渡しを受けた預託金総額 1,728,037,169 円
再資源化などに要した費用の総額 1,600,288,873 円※

※マツダにて別途要した費用を含みます

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）

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



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

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

化学物質の適正な管理
　「環境負荷物質管理基準」を発行し、マツダに供給す
る部品、材料に関して使用を制限（禁止または報告）す
る物質を規定しています。六価クロムといった環境負
荷物質の削減を推進し、日本自動車工業会の自主目標
を2007年2月までに達成しています。

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

が本格的に施行されました。欧州・米国・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
ン全体で協力してこの規制に対応しており、マツダも
以下のように対応しています。

温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減
　温室効果ガスであるカーエアコン用冷媒「代替フロ
ン」の使用量低減に取り組んでいます。また、「代替フ
ロン」を使わない新しい冷媒のエアコンの開発・採用
を推進しています。

基本的な考え方
　日本経済団体連合会が2009年3月に策定・公表し
た「日本経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同して「同
宣言推進パートナーズ」に参加し、2010年10月には

「生物多様性民間参画パートナーシップ」にも参加し
ています。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。

● 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
携し、2010年11月末までに完了しています。

● その他：順次公表される高懸念物質（SVHC）※2につい
て、初回指定の6物質（フタル酸など）を含めて、代替な
どの必要な対応を進めていきます。

VOCの削減
車室内VOC
　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※3の削減に取り組んでいます。
●	1999年に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（主要車種で標準またはオプ
ションで採用）

●	2007年発売のデミオ／Mazda2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

塗装ライン
　「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排出量を30g／㎡以下」の達成に向けて、着実に
活動を進めてきました。
　「スリー・ウェット・オン塗装」の全工場への導入を
2005年度までに完了し、2010年度はさらなるVOC
排出量削減とCO2排出量削減を両立した「アクアテッ
ク塗装」技術の開発・導入により、ボディ塗装ラインの
塗装面積当たりのVOC排出量を29.8g／㎡まで削減
し、目標値を達成しました。
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山口県主催「企業との協働による水源の森づ
くり」に防府工場が参加
　防府工場では、山口県が実施する「企業との協働による水
源の森づくり」 の趣旨に賛同し、
2005年から従業員がボランティ
アとして森林保全活動に参加し、
企業活動や県民生活に欠かせない
水を育む森林の大切さや、地球温
暖化防止に果たす森林の役割につ
いて理解を深めています。

TOPICS

「企業との協働による水源
の森づくり」の活動の様子

自動車部品の材料情報収集・管理	ほか
生物多様性の取り組み

※1 Registration,	 Evaluation,	 Authorization	 and	Restriction	 of 	
Chemicals

※2 Substances	of	Very	High	Concern
※3 Volatile	Organic	Compounds：揮発性有機化合物



マツダ環境技術フォーラム2011
　2011年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2011」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193名の方に参加いただきました。

環境展示会・イベントへの参加
　ステークホルダーの皆さまにマツダの環境への取
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において先進的な環境技術
の紹介や各種イベントでの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。
　2010年12月の「エコプロダクツ2010」では、子
どもたちへの環境教育としてマツダのクルマづくり
におけるCO2排出削減の取り組みを紹介しました。

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なコミュニケーションを行っています。

環境コミュニケーション

プログラム内容（一般のお客さま）
● マツダのCSR・環境の考え方
● 「SKYACTIV TECHNOLOGY」の紹介とマツダの技

術者とのディスカッション（詳細はP20参照）
● 水素ロータリーエンジン車の同乗走行
● 「i-stop」搭載車「アクセラ」「ビアンテ」「プレマシー」の試乗

主なトピックス
● 「マツダ環境技術フォーラム2011」を開催
● 「エコプロダクツ2010」に出展
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サステナビリティレポートや
オフィシャルウェブサイトでの情報開示
　社会・環境活動の年次報告書として、「マツダサステ
ナビリティレポート」を4つの媒体（冊子 ・ PDF ・ オフィ
シャルウェブサイト ・ 電子ブック［2011年5月に新
規追加］）で発行 ・ 公開し、積極的な情報開示を行って
います。
　オフィシャルウェブサイトでは、サステナビリティ
レポートの内容に加えて、マツダの環境技術を紹介す
るページや最新の社会貢献活動レポートを公開して
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、以下をはじめさまざま
な取り組みを行っています。

「エコ・ウォーク通勤」制度
　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）を支払っています。
昼休憩時照明半分消灯
　昼休憩時にオフィスや工場の照明を半分消灯する
運動を推進。さらに、6月の環境月間期間では、可能な
限り多くの照明を消灯する「ランチタイムライトダウ
ン」を実施し、84%（一部参加を含む）の部門やグルー
プ会社が参加しました。
環境改善アイデア提案
　6月の環境月間に環境保全に役立つ改善アイデア
を従業員から募集し、優秀な事例は表彰・社内に公開
しています。2010年度は国
内グループ会社を含む従業員
とその家族を対象に実施しま
した。（応募総数：1,812件、
前年比+63%）
環境月間 社長メッセージ
　従業員の一人ひとりが「環境について考え、行動す
ること」の重要性について、全社にメッセージを発信
しました。

マツダのCSRや環境の考え方を紹介

大型紙芝居を用いた環境教育

環境改善アイデア提案 表彰式

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

水素ロータリーエンジン車の同乗走行

「SKYACTIV TECHNOLOGY」の
パネル展示

環境技術ホームページ
http：//www.mazda.co.jp/
philosophy/tech/env/ 環
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マツダは、グループ会社やサプライヤー、販売会社など
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
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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。
　環境中期計画である「マツダグリーンプラン2020」
では、各委員会が目標の選定および実績の進捗管理を
行っています。
■ マツダ環境推進体制（2011年3月31日時点）

環境マネジメントシステム
　 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
● マツダおよび国内・海外のグループ会社（製造系関連企業）

13社で、国際規格のISO14001の認証取得を完了

● 国内の自動車販売会社で環境マネジメントシステム「エコ
アクション21（EA21）※1」の認証取得を推進中（2011
年3月時点で連結販売会社6社で取得）

● 国内の自動車部品販売会社4社に対して、マツダ独自の環
境マネジメントシステムの導入を完了

「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、2010年7月に、「マツダサプライヤーCSR
ガイドライン」を発行し、また「マツダグリーン調達ガ
イドライン」を現在の環境動向に則して改訂しました。
　この2つのガイドラインでは、世界中のサプライヤー
を対象に、製品の開発から製造、納入に至るすべての
領域で環境負荷低減活動を要請し、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。

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。
現在、マツダ車の開発 ・ 生産に関わる主要なサプライ
ヤーは全社ISO14001を取得しています。

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・防府工場の内部監
査と外部機関による監査を実施しています。2010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。

環境法令順守・リスクマネジメント
　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、法令順守のみならず、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。

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（年4回）
委員長：研究開発担当役員

社内各部門

国内 ・ 海外グループ会社

事業サイト環境委員会（年2回）
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（年2回）

環境領域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

生産・物流領域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（グルー
プ企業へのEMSの展開を含む）

社会貢献領域における「環境保全」の取
り組みに関するマツダグループ全体の
重要事項の検討・推進

※1 中小企業者など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

※2 米国の環境保護庁（EPA）とエネルギー省が共催で行っているプロジェクト。
温暖化防止を一つの目的としている。

MNAO本社ビルが「2010ENERGY STAR®」を取得
　北米の統括拠点であるMNAO（マツダノー
スアメリカンオペレーションズ）の本社ビ
ルが、「2010 ENERGY STAR」※2を取得
しました。MNAO本社は同クラスの建物の
標準的エネルギー消費量より35％以上少
ないことが評価されました。

TOPICS

ENERGY STAR

環境監査の実施状況、感覚公害の防止、
環境教育／環境教育体制、日常の環境活動

主なトピックス
● MNAO本社ビルが「2010ENERGY STAR®」を取得
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LCA（ライフサイクルアセスメント）
　クルマの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※3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。
　2010年度は新型デミオ（国内モデル）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。今後の新型車においても着実
にLCAを実施していきます。

環境会計
　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。

※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）

■ 新型デミオ（国内モデル）のLCA評価

廃棄・リサイクルメンテナンス走行車両の製造素材の製造
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■ 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、悪臭防止などの法規制対策など  1,138  968  2,106  2,139  2,142  4,281 

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  653  532  1,185  754  785  1,539 

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  29  1,559  1,588  72  3,432  3,504 

上下流 容器回収、使用済自動車のバンパー回収  0  107  107  0  123  123 

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  24  1,111  1,135  28  2,808  2,836 

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  1,219  32,958  34,177  1,275  34,026  35,301 

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  82  82  0  86  86 

環境損傷 −  0  0  0  0  0  0 

合計  3,063  37,317  40,380  4,268  43,402  47,670 

■ 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（売上高当たり） 34.3t-CO2／億円 − 79

物流領域 年間輸送量 44,835万t-km／年 − −

資源循環 資源有効活用・リサイクル
シェル砂 37,661t／年 26

3,822
鋼屑類 85,495t／年 3,796

上下流 製品・商品のリサイクル 廃バンパー回収本数 82,491本／年 − 56

その他 有価物売却

金属類 116,773t／年 3,925

4,307

シンナー、廃液 702t／年

29
空ドラム、ホイール、廃タイヤ 19,495本／年

回収砂、プラスチック類、ダンボール屑 3,510t／年

木製パレット類 515t／年

合計 7,776 8,264

※3 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。

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環
境
保
全

集計期間：2010年度（2010年4月〜2011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：マツダ本体、国内連結グループ会社5社（（株）マツダE&T／倉敷化工（株）／トーヨー
エイテック（株）／マロックス（株）／マツダエース（株））、国内持分法適用グループ会社4社（ヨ
シワ工業（株）／（株）日本クライメイトシステムズ／MCMエネルギーサービス（株）／（株）マツ
ダプロセシング中国）、海外連結グループ会社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／マツダオーストラリアPty.Ltd.／マツダモータースオブニュー
ジーランドLtd..／PTマツダモーターインドネシア）、海外持分法適用グループ会社5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／一汽マツダ汽車販売有限公司）

環境監査の実施状況、感覚公害の防止、
環境教育／環境教育体制、日常の環境活動
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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

エネルギー種別

［領域A］ ［領域A］

［領域A］

［領域C］

［領域B］［領域B］

［領域B］

［領域B］

紙（OA用紙など）
1,414t

15,269千㎥
水使用量

901千t
原材料（鉄・アルミなど）
［マツダ（株）および材料供給先含む］

化学物質取扱量
6,375t

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2010年度の実績値）

損傷バンパー回収・
リサイクル 82,491本

購 買

465,642×103t-km

梱包・包装材
42,169t

14,384×103GJ

国内物流における
物流量

引取り量
2,544kg

引取り台数
10,679台

引取り量
42,917kg

引取り台数
139,980台

灯油 都市ガス44 2,230

電力 軽油 一般炭9,678 43 0
A重油 ガソリン コークス157 87 497

産業用蒸気C重油 LPG81 106 1,461

引取り総重量 34,830t

再資源化重量 17,506kg
引取り量 275,461個
引取り台数 112,627台

再資源化重量 28,602t
引取り台数 190,429台

引取り総重量

45,461kg
引取り総台数

150,659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
142t

排水量
7,607千㎥

6,882t

1,213t 170t
化学物質
排出量

化学物質
移動量

国内物流における
温室効果ガス
排出量

※3

※1

※1

出張・通勤におけるCO2排出量
出張 493t-CO2  
通勤 10,549t-CO2

商品自走や営業車両
からのCO2排出量

76,532t-CO2

840千t-CO2

［車両、海外生産部品、OEM車などを含む］

1,100,132台
出荷台数

CO2排出量 824千t-CO2
CO2以外の温室効果ガス排出量 16千t-CO2

206,156台国内 893,976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

NOx排出量
359t

直接埋立廃棄物

※1

54,187t-CO2

工場およびオフィスにおける
エネルギー使用量

工場およびオフィスにおける
温室効果ガス排出量※1

低公害車などの出荷台数（国内）

0台水素自動車
2台天然ガス自動車
0台ディーゼル代替LPG自動車（車両総重量3.5t超）

低燃費かつ低排出ガス認定車※

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

136,113台
SU-LEV（平成17年基準排出ガス75％
低減レベル☆☆☆☆）

510台
U-LEV（平成17年基準排出ガス50％
低減レベル☆☆☆）

1,590台
平成17年基準排出ガス適合（SU-LEV、U-LEVを除く）

※軽自動車、OEM車を除く国内における乗用車の出荷台数

※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、「エネルギーの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.3.2」（2011年）に基づいて
算出しています。連結グループ会社と持分法適用グループ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。また、海外の会社の電力使用に伴うCO2排出量は、IEA（International 
Energy Agency)発行の「CO2 Emissions from Fuel Combustion（2010 Edition）」の係数を使用し算出しました。 

※2 昨年度の直接埋立廃棄物量298,050ｔ／年は集計に誤りがあり、正しくは6,462ｔ／年です。
※3 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（165ｇ-CO2／人キロ）、鉄道（18ｇ-CO2／人キロ）、バス（48ｇ-CO2／人キロ）、飛行機（110ｇ-CO2／人キ

ロ）として算出しました。（出展）国土交通省http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

※2

AI
Fe

CO2

CO2

CO2

SOX

NOX

対象範囲会社の詳細リストウェブ

（対象期間）2010年4月〜2011年3月
（対象範囲）［領域A］マツダ本体ならびに連結グループ会社国内22社・海外8社／持分法適用グループ会社国内9社・海外5社

［領域B］マツダ本体ならびに国内の連結グループ会社22社と持分法適用グループ会社9社
［領域C］マツダ本体



社会貢献

環境・安全

人材育成 地域貢献
社会の基盤・企業
活動の要となる
「人」や次世代を
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

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

■ 推進体制図

社
会
貢
献

取り組み基本方針
基本理念
　グローバルにビジネスを展開しているマツダは、企
業活動を通じて、持続可能な社会の実現に寄与するため
に、それぞれの地域のニーズに即した取り組みを継続的
に行い、良き企業市民としての責任を果たしていきます。
活動方針
● 国内 ・ 海外のマツダグループの本業を通して社会的

課題に積極的・継続的に取り組む
● 地域と協働し、それぞれの地域ニーズに即した活動

を行い持続可能な社会の発展に貢献する
● 従業員の自発的ボランティア活動を重視・支援する。

多様な価値観を取り入れることで、柔軟性のあるい
きいきとした企業風土の醸成を目指す

● 活動内容を積極的に開示し、社会との対話に努める

3つの柱
　「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
　2010年5月に「社会貢献委員会」を設置しました。
定期的に（年2回）開催する委員会では、CSR経営戦略
委員会で決定した方針に基づき、マツダグループ全体
の課題を討議し情報を共有化しています。関連部門で
構成するワーキンググループでは、具体的な活動内容
を検討します。今後は、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

従業員のボランティア
　従業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（マツダフレックスベネ

フィットなど）
● 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）
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社
会
貢
献

事業活動と環境負荷の全容

主なトピックス
● 2010年5月に社会貢献委員会を設置
● 「取り組み基本方針」を社会の変化に対応して再定義



創立90周年地域貢献活動
目的 周辺地域との共生、地域活動へ貢献する。

取り組み・2010年度実績
2010年度は創立90周年の節目の年であり、これを機に改めて従業員一人ひとりが地域の皆さまに感謝の気持ちを
形にしていく活動として、地域清掃ボランティアとリサイクル品収集キャンペーンに労使協働で取り組みました。

地域清掃ボランティア
マツダグループ従業員、その家族など延べ約7,000名が参加
・広島地区　月次の会社周辺清掃（12回）、マツダスタジアム周辺やJR駅周辺（計12回）、
  　　　　　各行政主催のクリーンキャンペーン（計4回）
・防府地区　JR防府駅、新山口駅周辺清掃
・三次地区　月次の会社周辺清掃（9回）、尾関山／鵜飼乗船場の一斉清掃 
・横浜地区　みなとみらいクリーン大作戦

リサイクル品収集
アルミ缶430kg、ハガ
キ877枚、ペットボト
ルキャップ約 88 万 個

（1,100人分のワクチ
ン相当）を収集しました。
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国内での主な取り組み

クルマを通じた環境教室の開催
目的 小学校での環境教育を支援する。

取り組み・2010年度実績
広島市内の小学校から要請を受け、2009年から、小学生
を対象とした環境教室を開催しています。2010年度は
小学校と公民館、計12カ所を訪れ、水素ロータリーエン
ジン車に触れながら、クルマを取り巻く環境問題やマツ
ダの環境への取り組みを分かりやすく紹介しました。そ
の他、中学校・高校・大学においても従業員を派遣し環境
の講義や講演を行っています。

美祢試験場の活用

目的
試験場を会場として提供することで、地域の交通安
全に協力する。

取り組み・2010年度実績
山口県にある美祢自動車試験場では、全長3.33キロメー
トルの周回路を持つ施設の特徴をいかし、山口県警察の
交通安全研修に協力しました。この研修は2011年に、
48年ぶりに山口県で国体が開催されることにともない、
美祢自動車試験場で7回実施され、延べ118名の警察官
が参加されました。

施設・工場見学の受け入れ
目的 子どもたちの学習支援と地域との交流を行う。

取り組み・2010年度実績
本社（広島）内にあるマツダミュージアムでは、1994年
の開館以来約115万人の来館者をお迎えし、マツダの歴
史・技術、コンセプトカーの紹介をしています。また、組立
ラインの見学ができることもあり、小中学校の社会科学
習に活用していただいています。防府工場、三次事業所に
おいても工場見学の受入を行っており、2010年度は3事
業所で、約7万人を受け入れました。

環境 人材 地域

環境 地域

安全 人材 地域

人材 地域

環境 人材 地域安全

追加情報の33トピックスはウェブでご覧いただけます。

財団

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
マツダ財団を通じての活動

環境 安全 人材 地域

※ 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。

マツダ工業技術短期大学（マツダ短大）での
研修受け入れ

目的
企業内教育機関として、地域の教育基盤の強化に貢献し、
若者のキャリア形成、教員の人材育成を支援する。

取り組み・2010年度実績
マツダ短大（P54参照）では、2009年度よりオープンカレッ
ジを開講しています。2010年度は、実習の支援にいかし
ていただくため、受け入れ対象をグループ企業とサプラ
イヤーから広島県の工業高校教員に拡大し、合計32名の
方々に実習・聴講や見学に参加いただきました。



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の活性化に貢献する。

取り組み・2010年度実績
命名権を獲得した広島市民球場（MAZDA Zoom-Zoom 
スタジアム広島）の支援を通じ、広くマツダと広島の存在
をアピールするとともに、地域貢献活動を行っています。
・ スタジアムでのナイター照明をグリーン電力で運営してい

ます。これにより年間13万6千kWhのグリーン電力を活用し、
約92トンのCO2を削減しています。

・ 来場者数100万人の節目ごとに、マツダ製の福祉車両を社
会福祉団体に1台贈呈しており、累計来場者数が2010年4
月に200万人、8月に300万人を達成したことを受けて福
祉車両を贈呈しました。

環境 地域

施設開放イベントの開催
目的 工場敷地を開放し、地域との交流を促進する。

取り組み・2010年度実績
工場の敷地などをイベント開催時に開放し、地域の皆さ
まとの交流促進に役立てています。2010年5月には、近
隣地域の皆さまに楽しんでいただける場所を提供しよう
と、防府工場で「マツダフェスティバル in 山口」を開催し
ました。工場外周バスツアーやステージイベント、バザー、
飲食店の出店などを行い、マツダグループ従業員と家族、
地域の方など約6,700名の来場者でにぎわいました。

交通安全意識啓発活動

目的 交通安全の呼びかけにより交通事故を減らす。

取り組み・2010年度実績
自動車および部品運送を行うマロックスでは、マロック
ス運送協力会とともに、2010年10月に飲酒運転の根絶
とシートベルト着用を訴える交通安全の呼掛け活動を実
施しました。この取り組みは、1983年から継続して行っ
ているもので、今回は13名の従業員が参加し、地域のド
ライバーや従業員に対して、交通安全の意識付けの徹底
を図りました。
また、愛知県にある販売会社東海マツダの本社では、毎月の「交
通事故0の日」に、近隣の企業と地区の自治会や警察と協力
し立哨を行い、交通事故防止の意識高揚を図っています。

地域安全
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多方面への寄付活動
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。
2010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マツダ財団や、公共団体などに約1
億5,400万円を寄付しました。（東日本大震災の義援金含む）

地域

社
会
貢
献

国
内
で
の
主
な
取
り
組
み

国内グループ会社の取り組み

国際交流

目的 外国人と日本人との親交を促進する。

取り組み・2010年度実績
自動車部品の製造販売を行う日本クライメイトシステム
ズ（JCS）では、スポーツを通した国際交流として、東広島
国際交流フットサルリーグに外国人従業員でチームを編
成し同リーグに参加しています。また、JCSが会長および
事務局を務める「東広島マツダ会」として、2007年の設
立当初から同リーグに資金協力をはじめとする運営の支
援を行っています。

地域

マツダ財団の活動
公益財団法人 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。
2011年3月31日までの累積助成実績は1,554件、助成
総額は13億2,880万円です。

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
総額3,000万円の助成。

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13件に総額130万円の助成。

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「身近な化学」な
どを開催。（左下写真参照）

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件に総額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31
件の活動に総額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
東京大学名誉教授の養老孟司氏を広島に招き、講演会『生きる力』を開催。
子どもたちのたくましく生きる力や命の尊厳について、1,350名の聴衆を前に講演。

■ マツダ財団の 2010 年度の活動

身近な物質からの
元素抽出や、科学
反応の速度計測な
ど、本格的な実験
に挑戦する中学生

マツダ財団ホームページ

環境 人材 財団地域



ヨーロッパ

SOSチルドレンズ・
ヴィレッジ

目的 家族と生活できない子どもを保護する活動を支援する。

取り組み
マツダモーターヨーロッパ（MME）は家族と生活できな
い子どもや青少年を支援するNPO「SOSチルドレンズ・ヴィ
レッジ」を支援しています。
2010年度実績
・ マツダオートモービルズエスパーニャ（MAE）は新たにマツ

ダのSOSチルドレンズ・ヴィレッジ支援チームに加わりました。
・ MAEは、BSOSキャンペーン援助のために寄付を行いました。

同キャンペーンはスペイン、ラテンアメリカ、およびアフリ
カの子どもたちのSOSチルドレンズ・ヴィレッジへの避難
を促進する活動で、2万名の子どもたちの支援を目指してい
ます。また、マドリード近郊のサン・ロレンソ・デ・エル・エス
コリアルのSOSチルドレンズ・ヴィレッジへ移動手段用に
Mazda5（日本名 ：プレマシー）を2台寄付しました。

・マツダモーターヨーロッパ、オーストリア、ベルギー／ルク
センブルク、クロアチア、チェコ、ドイツ、ハンガリーのディ
ストリビューターは2008年から支援を続けており、取り
組み内容はウェブでご覧いただけます。

タイ

従業員の出身校への
訪問

目的
従業員の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。

取り組み
2004年以来、オートアライアンス（タイランド）（AAT）は、
マツダとマツダ労働組合の協力を得て、従業員の出身小
学校に対して現金、文房具、スポーツ用具の寄付を行って
きました。先輩卒業生たちの活躍を間近に見ることで、子
どもたちが学習の大切さを認識するのに役立っています。
2010年度実績
2010年12月、従業員たちはバン・コー・ポー、ワット・プ
ラエン・ヤオ、バン・ジェド・ナーンの各小学校を訪れました。

南アフリカ

マツダ自然保護
基金（MWF）

目的
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る。

取り組み ・ 2010年度実績
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が支援するMWFは
2010年度に20周年を迎えました。MWFは2010年度
もクルーガー国立公園で開催される毎年恒例のサンセッ
トセレナーデ（9月）を支援しました。同イベントは、反密
猟ボランティアレンジャーと野生獣医およびレンジャー
支援サービスの重要性とその活動に焦点を当てることを
目的としています。
MWFは、このプロジェクトの活動の一部を短編映画とし
て記録しました。この映画は、2011年2月からオンライ
ン上映されています。

中国

「マツダ杯 上海市青少年
番組司会者コンテスト」
のメインスポンサー

目的
テレビ番組の司会を務める才能を持つ子どもを発掘する。
交通安全をテーマに取り上げることにより、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。
2010年度実績
一週間におよぶ一次、二次予選の後、2010年12月に行
われた決勝戦では、中学校、高校の各部門で優勝者の最終
選考が行われました。
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海外での主な取り組み

人材 地域

人材 地域

台湾

ズームズーム・ハグ

目的 郊外に住む子どもたちの心を暖める。

取り組み
ズームズーム・ハグは郊外に住む子どもたちとのアウト
ドア活動です。このイベントに、マツダ台湾、そのディーラー、
ファンクラブからボランティアが参加しています。
2010年度実績
アウトドア活動の一環としてズームズーム・ハグ活動の
メンバーは、マツダ台湾による洋服、本、食べ物、現金の寄
付を雲林県草嶺國小学校と苗栗県梅園國小学校に届けま
した。参加メンバーは子どもたちと一緒にイベントを楽
しみました。

地域

地域環境

人材安全

財団

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
マツダ財団を通じての活動

環境 安全 人材 地域

追加情報の50トピックスはウェブでご覧いただけます。



アメリカ

学生自然保護協会
（SCA）の支援

目的 環境保護と青少年教育を支援する。

取り組み ・ 2010年度実績
マツダ財団USAは、アメリカの自然保護団体SCAと連携
し、環境保護と青少年教育促進を目的とした「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
を実施しています。
プログラムの設立以来13年間で、600名以上の学生イ
ンターンが、50州すべておよびコロンビア特別区にある
200以上の自然資源管理の現場で保護活動に従事しまし
た。これらのインターンは、延べ41万時間以上を保護活
動に費やしました。

コロンビア

教育、文化、芸術の支援

目的 コロンビアにおける教育、文化、芸術の発展を支援する。

取り組み ・ 2010年度実績
マツダ財団コロンビアは、2010年度教育支援の一環と
して、大学および大学院の物理、数学、音楽専攻の学生29
人に奨学金を交付しました。
さらに、同財団は毎年音楽コンサートを主催しています。
2010年度は、海外から招いた音楽家を含め6回のコンサー
トを開きました（マツダ財団の20周年記念を祝う特別コ
ンサートを含む）。6回のコンサートの観客数は、合わせて
4,300名にのぼりました。

アメリカ

国際若年性糖尿病研究
財団（JDRF）の支援

目的 糖尿病の子どもたちを支援する。

取り組み ・ 2010年度実績
オートアライアンスインターナショナル（AAI）の従業員
は、ウォーク・フォー・チャリティへの参加を通じ、糖尿病
とその合併症の治療法を探る目的で1971年に創設され
た国際若年性糖尿病研究財団（JDRF）を継続して支援し
ています。2010年度は、約7,700ドルを寄付しました。

ニュージーランド

ファンガレイ
野鳥保護センターの支援

目的 ニュージーランドの野生動物の保護活動を支援する。

取り組み ・ 2010年度実績
ファンガレイ野鳥保護センターは、傷ついたり病気にか
かったりした野鳥を保護、治療し、リハビリを行い、野
生に復帰させる活動を行っています。ボランティアによ
り運営され、教育目的にも利用されている同センターは、
毎年1,200羽近くの野鳥の世話をしています。これま
で同センターに援助を行ってきたマツダ財団ニュージー
ランド（NZ）は、2010年度施設メンテナンス作業を支
援しました。

オーストラリア

野外無料
オペラ公演の支援

目的 文化芸術を支援する。

取り組み ・ 2010年度実績
マツダオーストラリア（MA）は、「オペラ・オーストラリア」
のスポンサーとして7年連続で、この野外無料公演を支援
してきました。2010年度、MAは50万豪ドルを寄付し、
シドニーとメルボルンでの公演には合わせて約50万名
の観客が訪れました。

カナダ

カナダ・ナショナル・
カヌー／
カヤックチームの支援

目的 世界レベルの選手やコーチの育成を支援する。

取り組み ・ 2010年度実績
マツダカナダ（MCI）は、カナダ・ナショナル・カヌー／カヤッ
クチームの企業スポンサーを1995年から務めています。
MCIは、ナショナルチーム選手育成活動におけるカヌー
／カヤックの輸送のために計5台のマツダCX-7とCX-9
を貸与するとともに、年間を通してさまざまな競技会の
スポンサーとなっています。
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※海外での取り組みは、2010年1月から12月を中心に報告。一部2011年1月以降の活動も報告しています。



お客さま満足

安全についての基本的な考え方

安全なクルマづくりに向けての研究開発
　マツダは、世界各国の規制やNCAP試験※1に対応す
るためのさまざまな試験評価（衝突試験評価、ロールオー
バー試験、ルーフ強度試験など）を行い、衝突時の被害
を最小限に抑える安全なクルマの開発を行っています。

「アクティブセーフティ技術」
　運転者の危険回避や危険予知をサポートし、事故を
未然に防ぐ技術です。マツダは、さまざまな視点から、
研究開発・商品化に取り組んでいます。

「プリクラッシュセーフティ技術」
　万が一事故が避けられなくなった場合に、運転者お
よび同乗者の被害をできるだけ緩和させるためにク
ルマが事故の衝撃や被害を軽減させる技術です。

「パッシブセーフティ技術」
　万が一事故が発生した際に運転者および同乗者へ
の被害を軽減する技術です。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。

安心・安全のサポート
　Mazda G-BOOK ALPHAは、お客さまのお車の「安
全・安心」をネットワークでサポートする最新鋭のテ
レマティクスサービスです。
●	ヘルプネット : 事故や急病時、通報ボタンに触れるこ

とで車両の位置などの情報を自動送信。オペレーター
が速やかに所轄の警察や消防に回線接続。

●	G-Security（ジーセキュリティ） : 不審なエンジン始動
を運転者にメールや電話でお知らせし、要望に応じて
警備員が車両を確認。また、盗難時には、オペレーター
が車両の位置情報を検索。

Sustainability Report 201147

主なトピックス
● プレマシーが「JNCAP」で総合6つ星を獲得
● Mazda3が米国で
　「Top Safety Pick 2011」を獲得
● 環境・安全性能を高めた
　「SKYACTIV TECHNOLOGY」を公開

マツダは、「クルマ」「人」「道路・インフラ」の3つの領域で、「事故のない安全なクルマ社会」を目指しています。

安全への取り組み

 クルマの取り組み

安全なクルマの
開発・商品化

安全についての
基本的な考え方の
詳細はP29-30を
ご覧ください

「クルマ」「人」
「道路・インフラ」の
3つの領域で安全への
取り組みを進めてます。

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

※1 New	Car	Assessment	Programの略。世界各国で実施されている、新し
い自動車を衝突させて安全性を評価する公的な自動車衝突テスト。
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安全教育（国内）
　本社（広島）にある「マツダミュージアム」で安全に
関する展示を行ったり、子ども向けサイト「マツダ交通
安全キッズクイズ」を立ち上げるなど、子どもから大人
まであらゆる人の安全意識向上に取り組んでいます。

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

 道路・インフラの取り組み

 人への取り組み いて、クルマと人と交通環境を結び、国内における渋
滞緩和や事故防止の検討を図るシステムです。
　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のプロジェクトに自動車メーカーの視点で積極
的に参画しています。2011年3月までに、高速道路
を中心に「ITSスポット」※2の整備が進んでおり、国土
交通省と自動車メーカー共同の普及促進活動に参加
してきました。
　さらに、安全だけでなく、環境保全の視点でのプロジェ
クト「スマート交通流制御」※3に参画しています。

※2 2011年3月までに、高速道路上を中心に全国約1,600カ所の整備が進み、全高速道路でサービスを開始している。道路に設置された「ITSスポット」とクルマ側の「ITS
スポット対応カーナビ」との間で高速・大容量通信を行うことにより、広域な道路交通情報や画像も提供されるなど、さまざまなサービスを実現する。

※3 より賢い自動車の運転制御で安全かつ車を止めないような交通流の制御。
※4「独立行政法人	自動車事故対策機構」が実施している自動車の安全性能評価。市販車の安全性能評価試験を行い、その結果を公表することで、ユーザーが安全な自動車

を選択できる環境をつくり、安全な車の普及を図ることを目的としている。
※5 米国保険業界の非営利団体が行う安全性評価

プレマシー（海外名：Mazda5） Mazda3（日本名：アクセラ）

TOPICS

　2011年4月には「プレマシー（日本仕様車。海外名：Mazda5）」
が「JNCAP」※4による衝突安全性実験にて、運転席・助手席ともに
最高評価となる総合6つ星を獲得しました。
　さらに2011年3月には「Mazda3（米国仕様車。日本名:アクセラ）」
が米国のIIHS（Insurance Institute for Highway Safety）※5に
よる衝突安全試験で、最高等級の「Top Safety Pick 2011（Small 
Cars）」を獲得しました。前面衝突、側面衝突、むち打ち試験、転覆時
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プレマシーが「JNCAP」で総合6つ星、Mazda3が米国で「Top Safety Pick 2011」を獲得
のルーフ強度のすべての試験で最高評価の「Good」を獲得し、世
界トップレベルの安全性能を実現しています。

主な「アクティブセーフティ技術」、主な「パッシブセーフティ技術」、
マツダが参加するITSプロジェクト

■	マツダの安全への取り組みと主要な安全技術

●  詳細はマツダオフィシャルウェブサイトにてご紹介しています。
　安全技術サイト：http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/　SKYACTIV技術サイト：http://www.mazda.co.jp/philosophy/skyactiv/

領域 事故を未然に防止
「アクティブセーフティ技術」

事故のリスクを軽減
「プリクラッシュセーフティ技術」

万が一の事故の被害を軽減
「パッシブセーフティ技術」

安心・安全の
サポート

クルマ

商品

危険を知らせる
・後側方接近車両モニター ： ブラインドスポットモニター
（BSM）／リアビークルモニタリングシステム（RVM）
・エマージェンシー・シグナル・システム（ESS）
危険を回避する
・ブレーキアシスト＆EBS
・4輪アンチロックブレーキシステム（4W-ABS）
・ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）
・ブレーキ・オーバーライド・システム（BOS）
運転を支援する
・駐車支援システム
・インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）
安全と快適性を両立する
・車間距離制御機能 ： マツダレーダークルーズコントロー

ルシステム
・アダプティブフロントライティングシステム（AFS）
・うっかり挟み込み防止機能
・撥水機能付きガラスウインドー

衝突時の被害軽減
・スマートブレーキサポート（SBS）

衝突時の乗員保護
・高い剛性・安全ボディ''MAGMA''
・カーテン＆フロントサイドエアバック
・衝撃吸収ソフトインテリア
・頸部衝撃緩和シート／荷物進入防

止リアシート
・プリテンショナー＆ロードリミッ

ターシートベルト
・クラッシャブルブレーキペダル
・ISO-FIX対応 チャイルドシート固

定機構
・水平移動式衝撃吸収ステアリング

現在地情報
自動送信

（Mazda 
G-BOOK 
ALPHA）

・ヘルプネット
・G-Security
（ジーセキュリ

ティ）

テク
ノロ
ジー

SKYACTIV TECHNOLOGY（SKYACTIV-BODY）
・基本骨格のストレート化、連続化技術　・マルチロードパス構造
・環状構造　・軽量で強度・剛性に優れるハイテン鋼板の使用

人
安全教育

・マツダミュージアムでの安全に関する展示　・子ども向け交通安全啓発クイズサイトなど

道路・
インフラ

安全な社会への取り組み

高度交通道路システム（ITS）　・スマート交通流制御　・ITSスポットサービスなど



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。
■	お客さま満足向上のための4つの柱

商品づくりの考え方
　ブランドメッセージ“Zoom-Zoom（P1参照）”のもと、
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、サステイナブル“Zoom-Zoom”宣
言に基づき『走る歓び』と『優れた環境 ・ 安全性能』の
提供を実現する「SKYACTIV TECHNOLOGY」（P31
参照）を開発し、2011年から市場導入しています。

「インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）」
－ サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言を体現した新技術 －

　お客さまに「楽しく」「安全に」「環境に優しく」クル

マを運転していただくためのドライブサポートシス
テム「i-DM」を開発し、新型デミオ（国内モデル）に導
入しました。
　このシステムは、従来のエコドライブサポートのよ
うに「走り」を規制するのではなく、運転者の好みの走
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りの中で、同乗者にとっても快適で、
さらに安全かつ燃費の良い運転が
できるようサポートします。具体的
には、アクセル、ブレーキ、ハンドル
操作をそれぞれ分析して、メーター
パネル内のモニターでリアルタイ
ムに運転状態をお知らせします。

福祉車両の開発
　マツダは、「介護す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、現在は「i（アイ）
シリーズ」を以下の通り展開しています。

　2010年度は、大阪（4月）、名古屋（5月）、東京（9〜
10月）で開催され
た福祉機器展に出展
しました。このよう
な機会にお客さまの
声を聞くことで、商
品開発に反映してい
ます。

主なトピックス
● インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）を開発

 商品

1.商品 ： 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.品質 ： 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.販売 ： 販売領域のCS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.アフターサービス ： 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

お客さま満足向上のため、マツダはより良いものづくりを通してお客さまの期待を上回る所有体験を提供します。

お客さまへの取り組み

TOPICS
「マツダ デザイン体験セミナー」を開催

　2011年2月、広島の企業・学術団体によるデザインイベ
ントの一環として、広島市内で「マツダデザイン体験セミナー」
を開催しました。マツダのデザイナーやモデラーがカーデザ
インの手書き実演やクレイモデルの制作など実際の作業を
再現し、来場者の方にも同じ体験をしていただきました。約
90名の幅広い年代の方が来場され、マツダのデザインに興
味を持っていただく貴重な機会となりました。

誰にでも使いやすいクルマを目指して、動画やCGを使って商品機能を説明するVIP、
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」	ほか

4.アフターサービス
＝整備品質の
　向上

3.販売＝販売領域のCS向上

1.商品
＝魅力的な
　商品づくり

2.品質
＝商品品質
　の向上

カーデザイン手書き体験 クレイモデル制作実演

「第37回 国際福祉機器展H.C.R. 2010」
へ出展

メーター内に運転状
況に応じて3色を（グ
リーン、ブルー、ホワ
イト）表示

「iシリーズ」ラインナップ（2011年7月現在）
● 助手席リフトアップ車 ： MPV、ビアンテ、プレマシー
 助手席のシートが回転・昇降する車両
● セカンドリフトアップシート車 ： MPV、ビアンテ
 2列目左側の席のシートが回転・昇降する車両
● オートステップ車 ： MPV、ビアンテ
 後席の乗り降りが簡単にできる車両
● スロープ式車いす移動車 ： AZ-ワゴンi
 車いすに乗ったままで乗車できる車両



基本的な考え方
　マツダは、お客さま満足向上のためには、お客さま
のニーズに応え、業界トップレベルの商品・販売・サー
ビスの品質をお届けすることが重要だと考えています。
その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。

マツダクオリティ活動
　1962年にQC（Quality Control）サークル活動を
皮切りに、品質向上活動を開始し、1978年には商品・
サービスや全社的な仕事の質にまで対象を広げた「マ
ツダクオリティ活動」に発展させました。

国内 ・ 海外でのマツダクオリティ活動
　米国やタイの関連工場でQCサークル活動を展開し
て品質向上に取り組んでいます。
　また、国内のサプライヤーに対しても、広島県およ
び近隣では「マツダグループQCサークル委員会」を、
防府市および近隣では「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、会員会社間での工場見学会、活動成果発表会
を開催しています。
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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

主なトピックス
● 『QCサークル石川馨

かおる

賞』を2件の活動が受賞

    品質 品質マネジメントシステム
　1994年にISO9002※1を国内自動車メーカーと
して初めて取得し、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※2を取得しました。
　各部門では、業務改善を積み重ね、プロセスの適合
性と有効性の確認のため内部品質監査（2010年度は
176回実施）を毎年行い、品質マネジメントシステム
を効果的・継続的に運用しています。

工場での取り組みに対する評価
　1980年代後半から、TPM活動※3 に取り組み、
1991年に防府工場中関地区で本格導入し、高効率の
ラインづくりを進めることで、素材から組立までの全
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。2007年度には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、「TPMワールドクラス賞」を受賞しました。
　世界で「TPMワールドクラス賞」を受賞している
14事業場のうち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）となっています。

リコールへの対応
　品質、特に安全品質は何よりも優先して大事にすべ
きことと考えています。そのために、グローバルで販
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ることで、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、各国・各地域の法規に従って
適切に実施しています。
　なお、国内のリコール情報の詳細は、オフィシャルウェ
ブサイトで迅速に開示しています。また、ウェブサイ
トにリコール該当検索機能を設けるなど、お客さまに
とって使いやすい情報開示に努めています。

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・電話・新聞などでお客さまへのお知らせ、

店頭でのご説明
● オフィシャルウェブサイトにおけるリコール情報の開示（国内）

※1 ISO9002:	製品やサービスの品質を保証するための国際品質保証規格
※2 ISO9001:	品質管理および品質保証の国際規格
※3「TPM」はTotal	Productive	Maintenanceの略。社団法人日本プラント

メンテナンス協会が提唱する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。

お
客
さ
ま
へ
の
取
り
組
み

お
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満
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海外事業所でのマツダクオリティ活動の具体的な取り組み、
海外事業書での品質管理の支援、品質向上に関する審査、マツダのQCサークル活動実績

マツダクオリティ活動
「Mazda Way」（P53）をベースとしたマツダクオリティの5
つの質「人間行動の質」「仕事の質」「マネジメントの質」「職場
環境の質」、そしてお客さまへの「あらゆる提供物の質」を向上
させる活動を継続的に実施。

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。

● 品質教育および品質意識啓発活動 ： 品質月間（11月）に社
長メッセージを全社配信、年4回「品質ミーティング」を職
場ごとに全社で実施。

● 年に1回「オールマツダQCサークル大会」を開催。
 2010年度上期に「QCサークル石川馨賞」を2件の活動が受賞。
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基本的な考え方
　「お客さまに選ばれ続ける営業」を目指して、世界の
グループ会社、販売代理店と一体となって、お客さま
満足（CS）向上を推進しています。各国・各地域の「お
客さまの声」をもとにニーズを素早く正確に把握し、
市場にあった商品やサービスに反映しています。さらに、
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、CS向上活動を展開しています。

マツダコールセンター
　お客さまの声に真

しんし

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、お客さまの声を商品開発や販売・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。具体的には、カーナビゲーションの取扱書説明書や、
車両／オプションカタログの改善などを行いました。

　マツダコールセンターでは以下の目標を設定し、日々
サービスの向上に向けて取り組んでいます。

■	マツダコールセンター　2010年度の問い合わせ内訳
　（2010年4月〜2011年3月）

 販売

主なトピックス
● お客さまの声をタイムリーに収集できる　　　　 
「マツダ新CSweb調査」を開始（国内）

国内の販売会社でお客さまアンケートを実施
　お客さまに日々接している販売店での対応向上の
ために、「お客さまアンケート」を通した「お客さまの声」
が最も重要であると考え、販売会社と一体となった取
り組みを行っています。
　2010年度からは、従来の郵送によるアンケート収
集を、ウェブ入力方式である「マツダ新CSweb調査」
に切り替えました。これにより、スコア分析やお客さ
まの声一つひとつの確認を、より迅速に行えるように
なり、タイムリーな業務改善につなげています。
活動改善例
● 店舗でお客さまに快適に過ごしていただくためのア

イデアを、店舗のスタッフが協力して考え実践している。

海外グループ会社・販売代理店で成功事例を共有
　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、CS向上の取り組みを推進しています。
<2010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やCRM※1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6回発行

中国
● マツダ（中国）のトレーニングセンター（北京・上海・

深セン）にて、ディーラーの社長、販売マネージャー
などに対して、基本的なCS向上活動や改善手法に
関する研修を実施

米国
● 米国の販売店総会では、2010年から「顧客満足度

の向上・オーナーロイヤルティの改善」を最優先課
題とし、ディストリビューターと販売店が一体となっ
た取り組みを強化

● 資料請求 1,009件
2％

● 苦情（ご不満） 5,825件
10％

● その他 463件
1％

●質問 50,489件
87％

VOICE

お客さまから頂いた率直
なご意見やご指摘をより
良い商品づくり・サービス
の提供に生かしています
　お客さまの声を社内サイトやレ
ポートで迅速かつ的確に社内や販
売会社に伝え、改善を促進していま
す。最近はご相談が多様化していますが、常にお客さま視
点で考えることで、お客さまの信頼を得られるよう心がけ
ています。

お客様相談室 主幹
樋口 由起夫

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

国内外グループ会社・販売会社の評価と表彰、国内で成功事例を共有するCS推進事例発表会、
国内の販売会社とのコミュニケーション、国内の新車導入時などにおける営業スタッフの研修	ほか

2010年度の取り組み目標と実績
● フリーダイヤルつながり率 目標95%、実績95.4%
● 10日以内のお客さまへの回答率 目標90%、実績

93.3%

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
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基本的な考え方
　マツダは、国内・海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・情報をお客さま
に提供しています。

Ⅰ.安心快適サービスのご提供
お客さま対応強化
マツダサービスオペレーション改革プログラム

　2010年4月から「マツダサービスオペレーション
改革プログラム」を国内販売会社に導入し、現在約8
割の販売会社で導入推進中です。
　このプログラムは、以下の4項目によりお客さまに
満足いただけるサービス提供の実現を目指しています。
● 整備待ち時間の短縮
● 整備のプロからの納得のいく説明とアドバイス
● 店舗スタッフ全員によるおもてなし
● クルマの使用状況に応じた最適な整備
　評価のチェックは店頭でのオペレーション実態調
査やCSアンケートなどを通して行っています。

    アフターサービス

主なトピックス
● 「マツダサービスオペレーション改革プログラム」

を国内販売会社に導入開始
● 部品の受注専門拠点である部品コールセンターを

全国4拠点に新設
● 新人（入社3年以内）を対象にした「マツダサービス

技術ユース大会」を新設し開催

アフター
サービスの向上

Ⅰ．安心快適
  サービス提供

Ⅱ．安全安心な整備技術、
　品質向上

まず、お客さまにお店に来ていただける
有用な情報・サービスの発信、また来ていただける
充実したサービスのご提供、そしてまた、お車を

購入いただける幅広い視点でのアフターサービスのご提供

Ⅲ．安心確実な
　部品供給

Ⅳ．人材・能力開発

基本方針
1. お客さまに安心快適なアフターサービス・情報を提供します。
2. お客さまが安全に安心してお車に乗り続けていただくためのメンテ
ナンスを確かな技術と品質で行います。

3. 万が一の不具合が発生した際には、1回で確実にすばやく修理できる
体制を整備します。

4. お客さまを通じて収集した品質情報を、修理技術向上やクルマづくり
に反映します。

Ⅱ.安全安心な整備技術、品質向上
サービス性開発強化
サービス性向上を目指した新型車の開発

　クルマの開発にあたって、グローバル市場からの声
を基に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整備・修理の
しやすさを向上させています。
　2010年に発売したプレマシー／Mazda5では、ヘッ
ドランプバルブやショックアブソーバーの交換作業
にかかる時間を約半分に短縮しました。

Ⅲ.安心確実な部品供給
供給性改善推進 部品コールセンターの設置
　従来、部品販売会社の全国25拠点が販売会社から
部品の受注を行う体制をとっていましたが、2010年
度は、全国4つの部品コールセンターを新設し（東京、
名古屋、大阪、福岡）、受注機能を集約しました。これに
より受注業務の効率化と、部品のより迅速で正確な供
給が可能となりました。
　今回の部品コールセンター設立と平行して実施し
た物流構造の再編との相乗効果で、部品供給の質を向
上し、お客さまをお待たせしない体制を実現しました。
①販売会社稼動日／取引先稼働日への完全対応
②部品コールセンターへ受注業務集約化による受注

業務効率化
③部品コールセンターへ受注業務集約化により営業

スタッフの営業サービスを充実

Ⅳ.人材・能力開発
サービススタッフ育成 マツダ全国サービス技術大会（国内）
　1963年から、国内販売会社のサービススタッフを
対象に、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、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。2010年度には同大会をマツダ系とマツダオー
トザム系で開催し、合計で39チーム（98名）が参加し

ました。また、新
人（入社3年以
内）を対象にし
た「 マツダサー
ビス技術ユース
大会」を新設し
ました。

マツダ全国サービス技術大会（2010年度）

お
客
さ
ま
へ
の
取
り
組
み

お
客
さ
ま
満
足

その他のアフターサービスの取り組み



人間尊重

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
こよりも「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、国内・海外のマツダグループ社
員全員で共有する、「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年度に、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を「Mazda Way」として
まとめました。
　2010年度は、社員一人ひとりのMazda Wayに対
する意識を高め、行動変革を促すため、シニアマネジ
メントが大切にしている考え方や過去の経験を社内
報で紹介しました。今後も、全員がMazda Wayを自
然と実践できるよう、推進施策を検討していきます。

■ Mazda Way 7つの考え方

社員意識調査
　マツダでは1987年度以降継続的に、社員の意識調
査を実施しています。2008年度からは対象を国内・
海外グループ会社にまで拡大しました。（2010年度
の回答数：国内 約23,500名、海外 約3,300名）
2010年度の調査結果（マツダ本体）
　社員の勤続志向や会社への貢献意欲が2009年度
と同様に高く、業務効率性についての肯定的回答がや
や向上しました。一方で、社員の業務負荷が高まる中、
チームワークの充実やマネジメントからの成功支援
などが課題となっています。
　各部門はフィードバックされた調査結果の分析、ア
クションプランを策定・実行し、継続的改善に取り組
んでいます。今後は、社員一人ひとりへのケアや職場
内のコミュニケーション活性化のため、OJTコーチ制
度の導入（関連情報P12）や小集団活動の促進などの
全社的な取り組みを並行して実施していきます。

主なトピックス
● マツダ短大で広島工業高校教員を対象にしたオー

プンカレッジを開催（P54）

マツダは従業員がイキイキと働ける会社の実現に向け、「Mazda Way」を軸とした人づくりを進めています。

従業員への取り組み
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● 誠実
● 基本・着実
● 継続的改善
● 挑戦

● 自分発
● 共育（ともいく）
● ONE MAZDA

グループの人事施策推進体制
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人事制度「とびうお」
　マツダは、社員一人ひとりが最大限の力を発揮でき
るように、最適な仕事や環境を提供する人事制度「と
びうお」を運用しています。
　具体的には、「選択と自己実現」「ワークライフバラ
ンスの促進」「人・仕事・処遇の最適なマッチング」とい
う3つの柱に基づくさまざまな施策を積極的に展開
しています。

選択と自己実現
　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。

「キャリアミーティング」
　年4回、すべての社員を対象に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」を実施
しています。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、共通の目標の設定を行います。業務
の成果や自身の行動を「Mazda Way」の視点から話
し合い、今後の「成長」と「活躍」に結び付けています。
<主なテーマ＞

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

キャリアチャレンジ（社内公募・FA）制度
　社員のキャリア開発支援制度として「社内公募」「FA
制度」を導入しています。2010年度は、社内公募制度
で6名、FA制度で7名が新しい職場で活躍しています。

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。

マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）
　マツダ短大は、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127名（2011年4月1日現在）
修了生総数1,361名（1988年4月〜2011年3月）

（マツダ短大でのオープンカレッジについては、P43参照）

ワークライフバランスの促進
　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、イキイキと活躍できる
よう、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年度には、「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。
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社内公募
会社が必要とする職務経験やスキルの要件を公開し、その仕
事にチャレンジしたい人を募集する制度

FA（フリーエージェント）制度
社員が「FA宣言書」で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

全社能力開発体系図、主な教育・研修制度
Sustainability Report 2011

社員の成功
「社員一人ひとりの成長と活躍」

マツダの成功
「コーポレートビジョンの実現」

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

■ 「とびうお」3つの柱

技能系向け研修の様子



人・仕事・処遇の最適なマッチング
　社員一人ひとりが自分の仕事の成果や能力に対す
る評価を理解し、成長と活躍に見合った処遇を受けて
いることを実感できる仕組みを整備しています。
等級・賃金制度
　年齢や勤続年数などにとらわれることなく、「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、社員一人ひとりの実
績をダイレクトに「本給」や「賞与」に反映しています。
人材開発委員会
　各業務領域でグローバルにビジネスをリードする
人材の中長期的な育成や最適な配置／活用を目指し、
業務領域や本部といった組織別に、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
　従業員の多様性を尊重すると同時に従業員一人ひ
とりが個性を発揮しながら、力を合わせて会社や社会
に貢献する企業風土の醸成を目指しています。
障がい者雇用
　障がいのある従業員が働きやすい職場づくりのた
めに、相談窓口「フィジカル チャレンジ サポートデス
ク」を設置しています。
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VOICE

「わくわくキッズ園」を　
利用しています
　本社内の社内保育施設「わくわく
キッズ園」を利用しています。朝7時
半から午後9時まで受け入れてくれ
るため、仕事と子育ての両立に役立っ
ています。また、園内には看護師が
常駐していますし、職場から近いので、
何かあればすぐ駆けつけられるという安心感があります。
　先生方は園児一人ひとりの個性に合わせた指導をしてく
ださったり、野菜の栽培など季節に合わせたイベントを行っ
てくださるので、子どもたちも楽しそうに園での出来事を
話してくれます。

本社工場
第 1 車両製造部

田畑 顕太呂

フィジカル チャレンジ サポートデスク
障がいのある従業員の勤務上の悩みなどに関するカウンセ
リングや、働きやすい職場環境の整備（音声文字化・文字音声化・
ドアの半自動化など）を進めています。また、職場の人が障が
いのある従業員を支援できるよう、資格取得や研修受講を促
進しています。
● 障がい者職業生活相談員※1 29名（2011年4月現在）
● ジョブサポーター※2 5名（2011年4月現在）

■ 主なワークライフバランスとダイバーシティ確保に関する施策

施策名 施策概要（2011年3月31日現在） 開始時期 2010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8月 810日（28名）

育児休暇 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8月*1
1169日（280名）
男性 : 886日（219名）
女性 : 283日（61名）

育児休職 子が満3歳まで育児のために取得できる休職制度。分割取得も可能。 1991年1月 183名（内男性8名）

介護休職 要介護状態にある親族を介護するための休職制度（最長1年）。 1992年1月 4名
育児・介護にかかわる
勤務特例措置

介護や小学校6学年修了までの育児のため、短時間勤務や夜勤・時間
外勤務免除などが受けられる制度。 1999年4月 短時間勤務者

育児 : 196名、介護 : 5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
務を可能とする制度。

2008年8月 95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8月*1 278名

（男性 : 113名、女性 : 165名）
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。 2002年4月 園児 ： 42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。 2003年10月 6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。 2003年10月 21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8月 登録者7名

エキスパートファミリー
制度

保有能力・経験などの基準を満たした希望者を、定年退職後から再雇
用し、技能・技術の伝承や、スペシャリストとして活躍してもらう制度。 2006年4月 345名入社

*1 2008年8月以前は別制度で運用。

その他のワークライフバランス施策と2010年度実績、
マツダ共済会、グローバルにおける人材活用

※1 厚生労働省による資格認定。障がい者の職業・生活全般に関する相談・指導
を担当する。

※2 広島県による障がい者の職場定着支援のためのサポーター育成研修受講者



きいき職場づくり運動」に取り組んでいます。
　また、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。

■ 労働災害発生率（休業災害度数率）

健康の維持 ・ 増進
　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」、「生活習慣改善の推進」、新型インフル
エンザ対策などの「健康リスクの低減」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。
2010年度は、この活動をグローバルに展開し、グルー
プ会社からの相談への対応やアドバイスを行いました。

労使関係
　マツダとマツダ労働組合は労働協約を締結し、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

労働組合連合会と
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。

56

女性雇用の拡大と活躍の場の創設
　ワークライフバランス施策の充実などを通して、女
性従業員にとって働きやすい職場づくりに取り組ん
でおり、女性従業員比率も上昇しています。
●	商品開発領域の女性従業員を中心としたプロジェクト
　女性のお客さまの特徴やニーズを商品開発に生かす活動を推
進しています。2010年度は、これまで行なったターゲットカス
タマーのヒアリング結果を分析し、具体的な商品開発とのコラ
ボレーションを開始しました。

高齢者の雇用促進と技能 ・ 技術 ・ ノウハウの伝承
　積極的に高齢者の再雇用を進め、熟練者の技能・技術・
ノウハウの伝承を進めています。
製造領域の期間社員について
　期間社員が充実して働くことができる職場を実現
するための取り組みを継続的に進めています。勤務期
間が1年以上の期間社員を外部に優先して採用する正
社員登用制度を設けています。また、マツダ労働組合も、
6カ月以上勤務し、契約更新した期間社員を組合員化
するなど、さまざまな立場の従業員が一体感を感じて、
イキイキと働くことができる環境整備を行っています。

労働安全衛生
　「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。2008年度より、3カ年計画「ワンマツダい

■ 従業員データ（2011年3月31日現在）
従業員数

平均年齢 平均勤続年数
技能系・医務系 事務・技術系

単体

男性 10,686人 9,307人 38.7歳	 16.7年	

女性 554人 1,200人 34.4歳	 12.0年	

合計 21,747人 38.3歳 16.3年

連結 合計 38,117人 ―	 ―

2008年度 2009年度 2010年度実績

女性社員採用数 194人 130人 87人

女性管理職数
（係長級以上） 84人 95人 111人

女性従業員比率 7.6% 8.0% 8.1%

女性管理職比率
（女性管理職／全体） 0.3% 0.4% 0.5%

女性管理職比率
（女性管理職／全体管理職） 2.1% 2.4% 2.9%

60歳以上の勤務者数
（エキスパートファミリー） 1,265人 1,341人 1,533人

障がい者雇用	法定雇用率＊ 1.88% 2.03% 1.95%

障がい者在籍数＊ 249名 259名 261名

有休取得率 87% 67% 77%

平均有休取得日数 16.1日 12.5日 14.5日

労使トップの握手

従
業
員
へ
の
取
り
組
み

人
間
尊
重

※マツダ単体のデータには、出向者を含む。

*	年度内の平均雇用者数
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※東友会：サプライヤーの共同体
※休業度数率：100万延べ実労働時間当たりの休業災害発生件数で、災害発生の頻度。

マツダ 関係会社 東友会

（年度）2009

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!

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3ヵ年計画、労働安全衛生マネジメントシステム、
安全衛生委員会、リスクアセスメント活動、健康診断、メンタルヘルス対策 ほか
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基本的な考え方
　マツダは人権尊重は企業活動の基本であると考え
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。
　こうした考えのもと、2000年11月の「マツダ人権
宣言」により、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容認しないという強い信念に基
づき、人権侵害を撤廃する決意であることを社内外に
発表しています。

規則／ガイドライン
　人権尊重の基本理念を浸透させるため、会社の方
針および従業員の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」を制定し、従業員の人
権侵害行為を禁止し、良好な就業環境を確保するため
の事項を定めています。

推進体制
　役員・本部長クラスがメンバーとなる「人権委員会」
が、活動内容を審議しています。これを受けて、コンプ
ライアンス統括部が全社的な人権啓発活動の推進と
問題解決に取り組んでいます。マツダ本体では、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、各事業所および国内・海外グループ会社では、人権
担当者が活動をリードしています。グループ会社とは、
定期的に情報交換を行い、グループ会社内の深刻な人
権問題に関しては、マツダ本体のコンプライアンス担

マツダは人権尊重は企業活動の基本であると考え、人権擁護活動に積極的かつ誠実に取り組んでいます。

人権尊重

マツダ人権宣言（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
カンパニーを目指します

当役員などの経営トップに報告することで、グループ
全体で解決できる体制を構築しています。

専任相談員による相談窓口
　専任相談員による24時間対応の相談窓口、「人権相
談デスク」「女性相談デスク」を設置し、従業員からの
人権上の相談に応じ、相談者へのアドバイスや人権侵
害からの早期救済など、問題への対応、解決にあたっ
ています。
　「秘密厳守」「報復の禁止」「相談者に不利益を与えな
いこと」を規則に定め、面談、電話、eメールなどを通じ
て相談を受け付けています。相談から原則24時間以
内に対応に着手し、相談者の就業環境を速やかに回復
するように努めています。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られています。

研修／啓発活動
　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人権について考える時
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
社員意識調査において人権に関連する質問を設定し、
そのスコアを勘案して、取り組みの見直しや改善策の
検討を行っています。

取り組みの成果
　2008年3月に、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。
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人権研修
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。
また、役員、幹部社員を対象とした人権講演会なども開催してい
ます。

人権週間社長メッセージ
人権に関するトップメッセージを年1回発信することで、会社
全体の人権尊重風土の醸成に努めています。

その他の人権啓発活動
人権ミーティング（現業系 年4回、間接系 年2回）
人権カード（入社時配布）、人権ラッピングバス
人権パネル展（東京本社・マツダR&Dセンター横浜：年2回）

■ 推進体制図

各部門長 人権擁護推進員

行政、企業、社外団体人権委員会

国内グループ会社

海外グループ会社各事業所

コンプライアンス統括部
人権啓発推進グループ

国内 ・ 海外のグループ会社での活動、
社外との連携および地域社会への貢献
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第三者意見

● 特に評価できる点

● 改善すべき点

　トップメッセージにあるように、マツダグループは、
「すべてのお客様に『走る歓び』と『優れた環境・安全性能』
を提供する」ためには、「限られた車種ではなく、多くの
車種に活用でき、将来にも展開性のある技術が必要」で
あるとの認識に立っています。この認識にもとづき、新
世代技術「SKYACTIV TECHNOLOGY」を2010年
秋に発表するとともに、あわせて2015年までにマツ
ダ車の平均燃費を30%向上（2008年比）するとして
います。実際に、新型デミオでは、クラストップの低燃
費30.0km／Lを実現しました。そして、2016年3月
期までにはSKYACTIV TECHNOLOGY搭載比率を
80％にまで高めるとしており、文字通り、一部の華や
かな車種だけでなく、多くの車種を対象とした環境技
術の開発に注力しています。その背景には、多車種に適
用可能な技術こそが社会全体の環境負荷低減につなが
るという信念があるのでしょうが、このような地道な
がら誠実な経営姿勢、本業を通じたCSR活動は高く評
価できます。
　また、マツダグループの環境保全活動全般について
は、2020年までの環境中期計画「マツダグリーンプラ
ン2020」を策定したことが注目されます。エネルギー
／地球温暖化対策から環境マネジメントに至るまで、
各領域を「クルマ及びクルマの技術」と「生産・物流・オ
フィス・社会貢献など」の２つのカテゴリーに分けて、
2020年（一部は2015年）の数値目標を検討し、具体
的に提示している点に、マツダグループの環境保全意
識の高さを見てとることができます。

　マツダグループは、海外に8の生産拠点を持ち、販売
も8割以上が海外というグローバル企業体です。今後は、
海外における環境保全活動、社会貢献活動、そして、同
グループが最大の経営資源ととらえる従業員を尊重す
る姿勢を、国内のそれとどう関連づけていくかが重要
となるでしょう。次年度のレポートでは、この点に関す
る記述が充実することを期待します。

　マツダグループでは、サプライヤーのCSR活動を推
進するため、2010年７月に「マツダサプライヤーCSR
ガイドライン」を設定しました。サプライヤーの選定基
準として、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も
取り入れることで、取引先とのより良いパートナーシッ
プの構築だけでなく、マツダのサプライチェーン全体
での社会的責任の推進、強化が期待できるでしょう。国
内外のグループ会社だけでなく、サプライチェーン全
体にまで視野を広げて法令遵守から社会貢献にいたる
幅広い取り組みを行うことは、マツダグループのCSR
ブランドの毀損リスクを抑えるという意味でも重要です。
　そのほか、ワークライフバランスやダイバーシティ（多
様性）の確保に関する施策が充実しているという印象
を受けました。多様な価値観をもつ人々が集い、現場の
情報をもとに事業を推進することは企業の成長にとっ
て欠かせない要件です。「マツダサステナビリティレポー
ト2011」では、同施策の2010年度の実績数値も記載
されていますし、レポート上ではそれらについての丁
寧な記述も展開されています。また、内容についても、
社内保育施設が有効に活用されていたり、女性管理職
比率が着実に上昇しているなど、注目すべき点が多く
あります。今後も、同施策を積極的に推進していただき
たいと思います。

　CSRコミュニケーション面については、WEB版と冊
子版の内容の重複が気になります。次年度は、冊子版を
WEBのダイジェスト版とする、あるいは、思い切って
特集方式に改め、重点的にコミュニケーションしたい
内容に絞り込んではいかがでしょうか。そのような改
善を加えれば、社内外のステークホルダーとのCSRコミュ
ニケーションが一層充実することになるでしょう。

「マツダサステナビリティレポート2011」の記述をふまえ、

マツダ株式会社および国内外の同社グループ各社のCSR活動に関して、

第三者意見を提出します。 立教大学 経営学部 教授

高岡 美佳氏
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