


　2011年度は東日本大震災に始まり、歴史的な円高、タイの大洪水、
欧州での金融危機と、厳しい経営環境が続く中、営業損益は387億
円の損失となりました。また、繰延税金資産の取り崩しや、構造改革
費用計上の前倒しを第4四半期に実施したことにより、当期純損益は
1,077億円の損失となりました。
　しかしながら、「やるべきこと」として私たちが強い意志を持って
取り組んできたことでは大きな成果がありました。まず、商品面では
2011年をSKYACTIV元年と定めて世の中に問う年でした。6月に
SKYACTIV技術※1搭載車第一弾としてデミオを国内向けに導入し、
9月にアクセラ／Mazda3を日本、米国、オーストラリアなど主要市場
向けに導入開始しました。そして2012年2月、SKYACTIV技術を初
めてフル搭載したCX-5をグローバルに導入し、計画を上回る好スター
トを切ることができました。また、経営面では2012年2月に「中長期施
策の枠組み」を強化する「構造改革プラン」を発表しました。2016年3
月末までにはSKYACTIV技術搭載車比率は80%程度、新興国を中心
とした海外生産比率は50%とするなどの計画が含まれます。その実
行にあたり、公募増資と劣後特約付ローンによる成長資金の確保と
財務基盤強化を図りました。このように、厳しい経営環境を乗り越える
ための将来シナリオを描き、具体的な施策を着実に前進させています。
　また、東日本大震災においてはマツダグループ会社やサプライヤー
の皆さま、その他関係先とともに復旧活動に精力的に取り組みまし
た。この活動を通して「人々が共通の目的に向かって力を合わせる時、
本当にすばらしい結果がうまれる」との貴重な経験を得ました。今後
も関係先との一層の連携強化をもって事業継続確保のための取り
組みを進めていきます。

　「CSRは何か」と構えて行動するのではなく、グループ従業員一人
ひとりが日々の業務を通じて社会から要請される責任を果たし、社
会に自然に貢献できていなければ本物ではありません。
　その姿を実現するため、マツダでは「環境保全」「社会貢献」「人間尊重」

「お客さま満足」「コンプライアンス」「情報開示」の6つを取り組み分野
として定めています。どの分野も大切ですが、特に「環境保全」「社会貢献」

「人間尊重」の3つは重点的に取り組みを進めています。

持続可能な未来を拓き、社会に貢献していきます。
トップメッセージ

日々の業務の中にCSRを
根付かせていきたいと考えています。

CSRに関する基本的な
考え方を教えてください。Q

厳しい環境下で苦戦するも反転攻勢に
向けた基盤づくりの成果も見えた1年でした。

2011年度を振り返って、
マツダにとってどのような1年でしたか。Q
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　自動車メーカーとしては当然、クルマという商品・技術を通じ
て環境保全に貢献することは重要だと思っています。私たちは
2007年に「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」ことを基本ポリ
シーとした技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-
Zoom”宣言」を発表しています。2015年までにグローバルで
販売するマツダ車の平均燃費を2008年比で30％向上させる
計画を掲げ、SKYACTIV技術によるベース技術の徹底的な改
善を行いました。
　特にCX-5のクリーンディーゼルエンジン搭載車は、すべての
SUVの中でトップ※2となる燃費を実現しており想定をはるかに
上回る反響をいただいております。環境問題に対してはEVやハ
イブリッドだけではない複数の解決策があり、その一つとしてクリー
ンディーゼルという新しい選択肢があるという私たちの主張は
徐々に認められたと自負しています。特に国内では「マツダがディー
ゼルのマーケットを創出する」という思いでしたが、その手応え
を感じています。さらに多くの方に商品の魅力を知っていただく
よう継続して努力します。

　現在、120カ国以上でマツダの商品を買っていただいており
各国・各地域のニーズに応える幅広い社会貢献活動を実施して
います。そして、社会貢献は経営環境が厳しい時でも、継続して
取り組むことが重要だと考えています。
　日本を例にとりますと、本社工場を開放して行う駅伝大会
は今年で31年継続し、マツダミュージアムは開館から18年で
100万人以上の来館者をお迎えしています。このように、地味
かもしれませんが、息の長い活動がマツダの特長です。
　今後もマツダの社会貢献に対する取り組み姿勢や考え方を
各国・各地域のステークホルダーの方々に理解していただくと
同時に、ご意見やニーズを考慮しながら身の丈に合ったマツダ
らしい取り組みを継続していきたいと思います。

　マツダは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。マツダ、および国内・海外のグループ会社から人権関
係の相談を受け付ける仕組みも持っており、相談には厳正に対
処しています。また、2010年よりサプライヤーの皆さまに対し
て人間尊重(人権・労働)を含む「マツダサプライヤーCSRガイド
ライン」の順守をお願いし、サプライヤーの皆さまとともに人権
侵害の撤廃に取り組んでいます。
　今後、新興国をはじめとする海外での生産を増強していきますが、
これまで同様、強制労働や児童労働などの人権侵害を容認しな
いという企業姿勢を徹底することに変わりはありません。グロー
バルで広く人間尊重の維持、向上に今後も取り組んでいきます。

　私たちは広島県、山口県を中心に生産拠点をもつ企業であり、
地域経済、雇用に対する責任は大きいと考えています。2015
年度末までに海外での生産比率を現在の30%から50%に段階
的に引き上げる計画ですが、これは総生産台数を引き上げるこ
とによるもので、国内生産は85万台とする見通しです。私たち
を支え、育てていただいた地域への恩返しのためにも、国内雇
用は確保したいと考えるからです。そのためには、為替環境が1
ドル=77円、1ユーロ=100円前提でも国内で生産し輸出をし
て利益が出るクルマをつくることが必要で、SKYACTIV技術と 
モノ造り革新はそれを追求し、具現化したものです。あくまでも
日本にモノ造りの基盤を持ち、85万台規模の生産を維持するこ
とで成果を出し、地域経済の成長に貢献したいと思います。
　マツダは地域の皆さまに支えていただき創立92周年を迎え
ています。今後も持続可能な未来を拓き、社会に貢献すること
で幅広いステークホルダーの皆さまの期待に応えられる企業で
あり続けたいと思います。

マツダ株式会社
代表取締役会長 社長兼CEO

商品・技術を中心に環境保全に貢献します。

重点分野のひとつ、環境保全への
取り組みについて教えてください。Q

各国・各地域ニーズに即した活動に息長く
継続的に取り組んでいます。

社会貢献で、特に重視されていることは何ですか。Q

海外での生産増強を推進しつつ、今後も変わらず
「人権尊重が基本」という姿勢を徹底します。

ISO26000を踏まえ、人間尊重、
特に人権について考え方を教えてください。Q

国内の生産を維持し、モノ造り革新にチャレンジ
する中で、持続可能な未来を拓いていきます。

ステークホルダーへのメッセージをお願いします。Q

※1 P16参照
※2 日本国内で販売されるすべてのSUV（ハイブリッド車、軽自動車、輸入車を含む）。2012年 

1月現在マツダ調べ。
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コーポレートビジョン
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。

CSR

ビジネス
パートナー

従業員

お客さま

株主・投資家

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

 日々の事業活動

コンプライアンス
人間尊重

情報開示

社会貢献

環境保全

お客さま満足
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マツダのCSR：基本的な考え方

マツダサステナビリティレポート2012	（ダイジェスト版）

編集方針 目次

「Mazda Way」（P21参照）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」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

● マツダの6つのCSR取り組み分野である「環境保全」「社会貢献」
「人間尊重」「お客さま満足」「コンプライアンス」「情報開示」に
ついて、目標や実績を中心に報告しています。

● さらに、3つの重点領域「環境保全」「社会貢献」「人間尊重」につ
いては、「特集」「CLOSE UP」としてマツダの姿勢や考え方を中
心にインタビュー形式でお伝えしています。

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のグループ会社について報告しています。
対象期間
2011年4月から2012年3月を中心に、一部2012年4月以降の活動も報告しています。

01 トップメッセージ

03 編集方針／マツダのCSR：基本的な考え方

04 マツダのCSR

05 特集：
 「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を両立
 SKYACTIV技術フル採用のマツダCX-5

09 CLOSE UP：環境保全／社会貢献／人間尊重

13 数字で見るマツダ

14 マネジメント

15 環境保全

17 社会貢献

19 お客さま満足

21 人間尊重

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。
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マツダのCSR 詳細情報 http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/about

　CSR・環境に関する社外調査への対応を担当しています。各部門で日々行って
いる取り組みをまとめて適切に情報開示することは、ステークホルダーの皆さ
まに対してのマツダの責任の一つです。
　さらに、社内では「日々の業務こそがCSRの取り組みにつながっている」という
認識を深めてもらえるようCSR研修を実施しています。今後、従業員がより一層
マツダに自信と誇りをもって業務に取り組めるよう、マツダらしいCSR取り組み
の強化をマツダグループ一体となって目指していきたいと思います。

日々の事業活動を通じてCSRの取り組みを推進できるように
　従業員一人ひとりが、CSRについての理解を深め、取り組みを推進で
きるように次のような啓発活動を行っています。

● 階層別のCSR研修
● サステナビリティレポートの全部門への配付・回覧
● 「品質ミーティング」の実施
● 「コンプライアンス通信」の発行
● 「人権週間社長メッセージ」などの人権研修／啓発

さまざまなステークホルダーとの対話を大切に
　マツダでは社内外でさまざまなステークホルダー
エンゲージメントを実施しています。

● 第6回サステイナブル“Zoom-Zoom”フォー
ラム2012 〜マツダの環境・安全技術〜(一
般の方)

● 第2回CSRワークショップ（大学生・大学院生）
● 本社（広島）・防府工場周辺地域の方々との

懇談会（地域社会）
● 役員・ レポート制作担当者との意見交換会 
（社内）

CSR・環境部　黒川 英城

持続可能な社会の発展のために

マツダらしいCSRの取り組みを目指して

国内・海外グループやサプライヤーでのCSR浸透を目指して
　国内・海外のグループ全体の基本的なCSRの考え方・
取り組みとして、児童労働・強制労働の禁止などの労働
法令を含めた各国・各地域の法令を順守しています。

　また、サプライヤーに対しても、「マツダサプライヤー
CSRガイドライン」などを発行し、サプライチェーン全
体での法令順守を推進しています。

従業員一人ひとりは日々の事業活動を通じてCSRの取り組みを推進します。

Voice

CSR研修：新入社員のグループワーク研修

第6回サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2012

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/about
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　CX-5の始まりは､2005年に｢もったいない運動｣が世界
中に広がりを見せた頃にさかのぼる｡地球温暖化に多くの
人々が危機感を抱き､｢地球に優しい｣が消費行動レベルで
重要なパラダイムとして定着していくなかで､ マツダはど
のようなクルマを提供していくのかの議論が始まった｡それ
は役員から若手まで幅広いメンバーが集まるフランクな場で、
世の中の電動化動向を認識しつつ「他社にただ追随するの
でなく、『走る歓び』をサステイナブルな（持続可能な）もの

マツダの「飽くなき挑戦」

「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を両立
SKYACTIV技術フル採用のマツダCX-5

特集

2012年2月。SKYACTIV技術を初めてフル搭載した新型CX-5が誕生した。
エンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーすべてを刷新。CX-5は「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を両立し、
技術開発の長期ビジョン「サステイナブル"Zoom-Zoom"宣言」（P15参照 ）を体現する。

すべてのお客さまに
「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を
届けたい

にする『優れた環境・安全性能』を、マツダならではの方
法で追求するための真剣な議論があった」と井上はいう。
2007年3月に発表したサステイナブル“Zoom-Zoom”
宣言は､その理念を示したものである｡
　「一部のお客さまだけが買える商品ではなく、新興国を
含む世界中のお客さまにも手の届きやすい価格で、環境・
安全性能に優れたクルマを届けたいという想い。その達成
手段として、まず内燃機関などのベース技術を革新し､そ
の上に電気デバイス技術を積上げる『ビルディングブロッ
ク戦略』（P6図1）へと議論は発展し、SKYACTIV技術の
開発がスタートしました」。

マツダ株式会社 商品本部
本部長
井上 寛

CX-5主査
田中 英明
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　自動車が生まれて120年以上。SKYACTIV技術は、「慣
習や先例にとらわれるな。理論的に正しいことをやりきった
先に成功がある」という考えのもと、内燃機関はもとよりト
ランスミッション、ボディ、シャシーなどすべての常識を抜
本的に見直すという、かつてない考え方で開発が行われた。
井上は、「『この部品はどうしてこの形をしているのか』『既
成概念の枠にとらわれていないか』をエンジニアたちに問
い続け、すべてにおいてお客さまの期待値を超えることを
求めました」と当時を振り返る。
　それらの積み重ねが、既存技術の限界を遙かに超える
数々のブレークスルー（技術革新）をSKYACTIV技術にも
たらした。
　SKYACTIV技術をフル搭載し2012年2月に国内で発売
されたCX-5のクリーンディーゼルエンジン搭載車はすべ
てのSUVの中でトップ※1となる18.6km/L（JC08モード）、
ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」搭載車はクラストッ
プレベル（2.0L）の16.0km/L（2WD車のJC08モード）と、
優れた燃費性能を実現した。また、米国道路安全保険協会

（IIHS）による衝突安全試験で最高等級の「トップセーフティ
ピック2012」、欧州の安全性能評価基準「ユーロNCAP※2」
において最高ランクの5つ星を獲得し、世界トップレベルの
安全性能が証明された。結果として、まさに「サステイナブル

“Zoom-Zoom”宣言」が目指す姿の第一歩が現実となった。
　井上はCX-5の開発車に初めて試乗したとき、「マツダのク
ルマづくりが一気に次のステージに突き抜けたという確かな
手応え」を感じたという。そして、日本での発売後約2カ月で
国内の年間販売計画1万2,000台を上回る約1万6,000台
の受注を得たとき、井上の手応えは、確信へと変わった。

　井上にとってのクルマづくりの原点は、29歳からスタッ
フとして参画した1991年のルマン24時間レース総合優勝
にある。日本車では不可能と思われていた勝利を手にした
とき、クルマを愛する数多くの人たちから「優勝してくれて
ありがとう」と言われた。
　「『ありがとう』は期待を大きく超えたときだけにいただ
ける言葉。クルマづくりを通して、『ありがとう』と多くの方々
に言っていただき続けるようにすることをこれからも追
い求めていきます」。 
　マツダの挑戦は、今この一瞬も将来に向かって進んでい
る。感動の先にもらえる「ありがとう」の言葉を追い求めて、
井上たちの飽くなき挑戦は続く。

「マツダのクルマづくりは
一気に次のステージに突き抜けた」
その手応えは、確信に変わった

お客さまの期待を大きく超える
クルマづくりを目指して
“飽くなき挑戦”は続く

※1 日本国内で販売されるすべてのSUV（ハイブリッド車、軽自動車、輸入車を含む）。2012年1月現
在マツダ調べ。

※2 欧州各国の交通関連当局などで構成された独立機関が1997年より実施している自動車の安
全性能評価。

商品本部長として全マツダ車の商品プログラムの立案と推進を統括。
「CX-5の開発車に初めて試乗した時これはお客さまに必ず受け入
れられるはずと確信しました」

マツダ株式会社
商品本部 本部長
井上 寛

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 i-stop

i-ELOOP 減速エネルギー回生技術
（減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」）

skyactiv technology

Step-2

Step-3 モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）

図1 ビルディングブロック戦略
ベース技術を徹底的に改善した上で、
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する



CX-5
M{ZD{

DRIVER’S VOICE

快適さ・安全性・技術がうまく混ざり合って、
SUVでなくスポーツカーに乗っているような独特の感覚。

30代
男性
チリ

お客さまの声

Engineer’S VOICE 開発者の声

「走る歓び」を革新し、すべての面で
お客さまの期待を超えるクルマを目指しました。

シート位置が高くて、でも普通の4WD車ほど
かさばらないクルマが欲しかったんです。
低公害で低燃費だし、このクルマのスタイリッシュなライン、
技術、カラー、ドライビングフィールもすべて気に入っています。
運転しやすく乗り心地も快適です！

スポーティーでエレガント、そして何より
運転がとても快適 ！ 街乗りが90％だけど、
SKYACTIV技術のおかげで超低燃費！

この車のトルク感、燃費の良さを体感すると、
運転する楽しさを実感します。毎日のように
遠出をしたい気分です。

スタイリッシュで、パワフルで
ハンドリングがよく、そして燃費が抜群。
車幅感覚がつかみやすい。

快適で運転しやすく
機敏で経済性もあり、
魅力的なデザイン。

数々の安全装備に始まり剛性の高いボディ。
ドライブしていて安心感があります。

SKYACTIVのディーゼルエンジンと
オートマチック・トランスミッションの
組み合わせによる加速は最高です。

低燃費と運転する気持ちよさ・
喜びを両立できている最高の車！

30代
女性
ドイツ

50代
男性
ドイツ

50代
女性
チリ

60代
男性
鹿児島県

40代
男性
福岡県 40代

男性
埼玉県

運転していて疲れないし、
日常を忘れさせてくれる。

30代
女性
兵庫県

20代
男性
和歌山県

60代
男性・女性
イギリス

※国内 ： マツダオフィシャルウェブサイト「CX-5」Driver's Voice（http://www.cx-5.mazda.co.jp/voice/）から引用。
※海外（イギリス、ドイツ、チリ） ： 各国ディストリビューターを通じて入手したCX-5購入者コメント。

マツダCX-5 4つの歓び

1
2
3
4

魅せる歓び̶デザイン

意のままに操る歓び̶ダイナミック性能

使い切る歓び̶機能性

永くつきあう歓び̶環境・安全性能

　CX-5は、SKYACTIV技術をフ
ル導入した初めての車種です。主
査になって最初に思ったのは、こ
のクルマは絶対に成功させなけれ
ばならないということでした。過
去、多くのクルマの開発に携わっ
てきた経験を踏まえて、CX-5が
到達すべき世界観とはどのよう

なものか、どのような価値
でお客さまの心を打

つのかを記した「商品の志」を、まず開発メンバーに提示しま
した。それは、お客さまに自信と誇りを持って長く乗り続け
ていただけるような「懐の深いクルマ」であり、すべての領
域で「お客さまの期待を超える」クルマです。クルマにとって
当たり前の領域であればあるほど、期待を超えたときのイ
ンパクトは大きくなります。それだけに乗り心地、快適性、安
心感、安全装備の充実については一切妥協することなく理
想を追求しました※1。主査の仕事はオーケストラの指揮者
のようなものです。優秀な演奏者が集まっただけで素晴ら
しい音楽になるとは限りません。クルマづくりもそれと同じで、
国内だけでなく海外拠点のエンジニアの意見にも耳を傾け、
それらを同じ方向にまとめ、調和させることにより初めて、
感動を呼ぶクルマを作り上げることができるのです。このよ
うな取り組みの結果、当初描いた「商品の志」を、確実にお

商品本部
CX-5主査
田中 英明
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「走る歓び」を革新し、すべての面で
お客さまの期待を超えるクルマを目指しました。

シート位置が高くて、でも普通の4WD車ほど
かさばらないクルマが欲しかったんです。
低公害で低燃費だし、このクルマのスタイリッシュなライン、
技術、カラー、ドライビングフィールもすべて気に入っています。
運転しやすく乗り心地も快適です！

スポーティーでエレガント、そして何より
運転がとても快適 ！ 街乗りが90％だけど、
SKYACTIV技術のおかげで超低燃費！

この車のトルク感、燃費の良さを体感すると、
運転する楽しさを実感します。毎日のように
遠出をしたい気分です。

スタイリッシュで、パワフルで
ハンドリングがよく、そして燃費が抜群。
車幅感覚がつかみやすい。

快適で運転しやすく
機敏で経済性もあり、
魅力的なデザイン。

数々の安全装備に始まり剛性の高いボディ。
ドライブしていて安心感があります。

SKYACTIVのディーゼルエンジンと
オートマチック・トランスミッションの
組み合わせによる加速は最高です。

低燃費と運転する気持ちよさ・
喜びを両立できている最高の車！

30代
女性
ドイツ

50代
男性
ドイツ

50代
女性
チリ

60代
男性
鹿児島県

40代
男性
福岡県 40代

男性
埼玉県

運転していて疲れないし、
日常を忘れさせてくれる。

30代
女性
兵庫県

20代
男性
和歌山県

60代
男性・女性
イギリス

※国内 ： マツダオフィシャルウェブサイト「CX-5」Driver's Voice（http://www.cx-5.mazda.co.jp/voice/）から引用。
※海外（イギリス、ドイツ、チリ） ： 各国ディストリビューターを通じて入手したCX-5購入者コメント。

マツダCX-5 4つの歓び

1
2
3
4

魅せる歓び̶デザイン

意のままに操る歓び̶ダイナミック性能

使い切る歓び̶機能性

永くつきあう歓び̶環境・安全性能

※1 P16、19、20参照
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客さまに届けることができたと自負しています。
　CX-5は4つの価値の提供を目指しました。4つの提供
価値は、マツダがかねてよりブランドDNA(核)として規定
している人格の3要素（Stylish/Insightful/Spirited）に、

「サステイナブル（持続可能性）」を加えた4点と結び付け
ています。つまり、Stylish（センスの良い）＝「魅せる歓び」、
Insightful（創意に富む）＝「使い切る歓び」、Spirited（はつ
らつとした）＝「意のままに操る歓び」であり、そして「サステ
イナブル」は「永くつきあう歓び」です。クルマにとってサス
テイナブルとは、燃費が良いこと、排気ガスがきれいなこと
は当然のことですが、それだけでなく、貴重なエネルギーを
消費する以上の価値、つまり、運転する人も同乗者も楽しく
なるような歓びをお客さまに提供することがマツダの義務

だと考えています。その意味で、“Zoom-Zoom”を洗練さ
せることがサステイナブルにつながると、私は信じています。
CX-5は、まさに「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を
体現するクルマに仕上がりました。
　私たちは、お客さまの笑顔のためにクルマを開発し、生産
し、お届けしています。このCX-5を選び、運転し、長く使って
いただいたとき、すべての場面においてお客さまを笑顔にす
ることが、私たちの最高の歓びです。CX-5が単なる移動手
段ではなく、移動時間を楽しみに変えるようなクルマとして
皆さまに歓びを与え続けることを願っています。今後も、「走
る歓び」と「優れた環境・安全性能」を革新し続けることでマ
ツダとお客さまの信頼の絆をさらに深めていきたいと考え
ています。

http://www.cx-5.mazda.co.jp/voice/


1製造ラインで大きさやタイプの
異なる多種多様なクルマを生産

コンパクトカーのデミオ、スポーツカー
のロードスター、ミニバンのMPV、商
用車のボンゴ、さらにはSUVのCX-9
……。大きさもタイプも異なる多種多
様なクルマが一つのラインに整然と
並び、スムーズに流れていく——。マ
ツダの工場を訪れた多くの人は、その
光景に目を見張る。

最近では複数の車種を一つのライ
ンで生産する方式は他社でも採用さ
れているが、コンパクトカーからスポー
ツカー、ミニバン、商用車までを同一
ラインで生産している工場は極めて
稀
まれ

である。しかも、それらが納車の順
番に計画的に生産されているとなれ
ばなおさらだ。

マツダが多車種を同一ラインで生
産しはじめたのは1959年、乗用車の
製造スタート時までさかのぼる。一つ

のラインで効率的に生産を行うため、
これまでトラックを生産していた製造
ラインに乗用車を組み込んだ。

以後、マツダは新型車の開発の段
階から同一ラインでの生産を可能に
する構造を模索するとともに、生産現
場の設備の改善を繰り返し、品質と
効率の双方を追求してきた。

ラインを止めて待つ。徹底した要
因追究が計画順序生産を可能に

2001年には、「お客さまに最短の
納期で品質の高いクルマを提供する」
ため、受注した順序に生産、納車する

「計画順序生産」の導入の検討を開
始。車種の多様化やオプション選択
が増す中で、在庫を削減し、かつお客
さまにより“新鮮なクルマ”をお届けす
るには、「計画順序生産」に向け舵を
切る必要があった。しかし、当初は「本
当にそんなことが可能なのか」と、そ

の実現を疑問視する者も多かった。
なかでも最大のボトルネックとされ

たのが塗装工程だった。1mmにも満
たないわずかなゴミの付着が塗装面
では“不具合”となり、これらを除去し
ていかなければ次の組立工程に進む
ことはできないからだ。困難さを承知
した上で、ラインを止めてでも順序を
守るというチャレンジが2002年にス
タートした。
「後工程を待たせるわけにはいか

ない」。大きなプレッシャーを感じな
がらも、ゴミを出さない塗装工程を
一刻も早く作り出すという塗装スタッ
フのチャレンジの始まりでもあった。
車体、塗料、設備、人に至るまでこだ
わりを持って徹底的に「クリーン」に
していくため、工場内の約5,000に
も及ぶゴミの発生要因を調査し、克
服すべき課題を数百に絞り込み、そ
の一つひとつに対策を講じていった。
さらに、その要因を管理していく仕組
みやツール、それを使う人材の育成
にも取り組み、迅速に対応できる体
制を作り上げた。本社工場の森川は
言う。「ラインを止めて待つ、そして徹
底的に原因を究明する。その信念が
あったからこそ現在の計画順序生産
が実現したのです」

成果は、計画順序生産の順守率が

CLOSE UP

環境保全
生産での取り組み

計画順序生産で、
環境負荷の低減を実現

「お客さまにより“新鮮なクルマ”をお届けする」ことを狙いとして、マツダが採用している「計画順序生産」。2002年の導入から10年。
サプライヤー、開発、生産が一体となり、ロス削減を徹底してきたことで、大幅な製造リードタイムの短縮や環境負荷の低減を実現している。

ビフォー

アフター

ロット生産
＆搬入

計画順序
生産＆搬入

サプライヤー・マツダ部品工場 マツダ車両工場

A

A A A A
C C C C
C C C C
C C C C

B B B B
B B B B
B B B B

A A A A
A A A A
A A A A

C C C C
C C C C
C C C C

B B B B
B B B B
B B B B

A A A A
A A A A
A A A A

B

B B B B

AA BB CCC ABC

C C

C C C C

ロット生産 順序生産完成品在庫 部品在庫

順序付作業

デイリー納入

計画順序納入
計画順序生産 計画順序生産

A C B A

A
A
B
B
C
C
C
C

B C A
A B C

B
A

A B CC

計画順序生産の目指す姿（計画順序生産のビフォー、アフター）
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マツダ株式会社
本社工場 主幹

森川	新三
（現 マロックス株式会社
 専務取締役）

マツダ株式会社
本社工場
第1車両製造部
第1塗装課

（左から）
係長

河内	誠二
マネージャー

穏土	博文
係長

田中	庸文

計画順序生産の要は人づくり ロスを究極に削減した
世界トップレベルの塗装工場へ

計画順序生産は、それを実現する「人財」によって成り立っています。
人の力は無限大であり、本社工場に6,000人いるオペレーターの
一人ひとりが設備の使用・保全・改善の自主管理ができる「人財」
となることで、より良い品質のクルマづくりとあらゆるロス発生防
止が実現できます。ロスゼロの生産体制構築に向け、生産・開発
一体となって今後も取り組みを進めます。

粘り強くコツコツと問題解決に取り組んだ結果、塗り替えのロス
などを削減し、材料やエネルギー使用量を削減することができま
した。また、一人ひとりの品質向上意識や問題解決能力が向上し
たことも大きな収穫でした。ロスを究極に削減した世界トップレベ
ルの塗装工場へ、チャレンジし続けていきます。

雄弁に物語っている。初年度の順守
率はわずか49.0％、2台に1台しか計
画された順序通りに次工程に送れて
いなかったのが、4年後の2006年に
は99.1％にまで上昇したのだ。

順守率の上昇に伴い、在庫を抱え
ることもなくなり、部品の計画順序
供給は社内部品から社外部品へと
拡大されていった。サプライヤーで
も、計画順序に合わせた部品供給を
行うとともに、サプライヤーの工場を
巡回して必要な部品だけを搬入する

「ミルクラン方式」の輸送を採用す
るなど、物流の効率化にも取り組ん
だ。2011年は2002年に対して生
産車種が8車種から9車種に増加し
たにも関わらず、部品庫スペースは
55％削減し、部品の在庫も半減した。
クルマは生産ラインをストレートに流
れるようになり、製造リードタイムは

37％短縮し、お客さまに、より“新鮮
なクルマ”をいち早く届けられるよう
になった。

また、生産ラインでは、品質ロス、
稼働ロスなどを顕在化させ課題を
明確にして改善を計画的に行うこと
で、工場の年間CO2排出量は2002
年の45,500トンから、2011年には
38,900トンとなり、環境負荷も大き
く改善された。

新たな塗装技術を導入し、
VOC排出量も大幅に削減

2010年、塗装工程ではスリー・ウェッ
ト・オン塗装※1よりさらにVOC排出
量の少ないアクアテック塗装※2の導
入という新たなチャレンジも始まった。
材料も方式も工程も異なる新旧2つ
の技術が並走したが、その間も計画
順序生産は続けられた。「後戻りは許

されない」。第1塗装課の穏土らは強
い決意のもと、計画順序生産を維持
したままで、新技術の導入を果たした。
それはまた一つ、マツダにとって大き
な財産となった。

アクアテック塗装の導入によって、
塗装領域における環境負荷は大幅に
削減される見込みである。

計画順序生産を導入して10年。も
はやマツダの生産ラインでは計画順
序生産は当然となり、SKYACTIV技
術をフル導入したCX-5の生産立ち上
げの際にさまざまな変動が生じても、
計画順序生産は維持され、お客さまに
より“新鮮なクルマ”を提供し続けるこ
とができた。

生産ラインではロスゼロのストレー
ト生産の実現を目指し、さらなるレベ
ルアップに向けて改善活動に取り組
んでいく。

アクアテック塗装システム。
お客さまの要求する塗色を洗浄による塗料の
廃棄もなく、一台ごと異なる色で塗装できる。

塗装工程での検査の様子。わずかなチリの付
着など素早く正確に検出し、良品を後工程へ
送り出す。

塗装工程から組立工程へと同一ラインをさま
ざまな車種が流れている。

※1 「中塗」、「ベース」、「クリア」の3層を乾燥させないウェットな状態で塗り重ね、従来工法での中塗後の乾燥工程を廃止し、1回の乾燥工程で塗装を仕上げる工法。従来工法よりCO2排出量は15%、VOC排出量は
45%を削減する工法。国内、海外のマツダグループの製造工場で標準工法として採用されている。

※2 「スリー・ウェット・オン塗装」で実現している世界最高水準の低いCO2排出量は維持したまま、VOC排出量をさらに57％も抑制する、世界最高水準のCO2、VOCの低排出量を実現した水性塗装技術。
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　留学生受け入れはホストファミリーの
ボランティアがあって初めて成立します。
マツダの社会貢献活動のおかげで、留
学生を受け入れることができ感謝して
います。殿納さんには多岐にわたった支
援をいただき留学生もほかのホストファ
ミリーもとても助かっています。

　長い間日本語を学んできたので、その
文化に触れたいと思いYFUプログラム
に参加しました。母国語を使わずに会話
するという課題は、ホストファミリーに助
けられ、身振り手振りの言語を超えたコ
ミュニケーション能力をも向上させるこ
とができました。この貴重な体験は、世
界の人々とコミュニケーションを図る礎
になるでしょう。

アメリカからの
短期留学生
ローズ	ドッジェンさん

YFU日本国際交流財団
中国地域代議員会議長
神谷	和佐子様

ステーク
ホルダーの声

ボランティア活動には以前から関心
を持ち、マツダの「ボランティアセンター」
に登録しています。2010年からは2
年連続で、外国人留学生と6週間生活
をともにするホストファミリーにチャレ
ンジしました。「できるだけ日本語でコ
ミュニケーションしたい」、「今を大切に
して、今しかできないことをやり遂げ

CLOSE UP

社会貢献
ボランティア活動

ボランティアを通じて、
個人の成長と社会の発展を願う
マツダでは、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ことを目的として、
従業員の自発的ボランティア活動を重視・支援しています。積極的にボランティアに取り組んでいる事例をご紹介します。

たい」という本人の意思を
尊重して、最大限サポート
しようと決めました。時に
は意思疎通のもどかしさ
もありましたが、「相手を
理解したい」と双方が願え
ば、スマートでなくとも互
いの心は通い合うもの。
外国人青年が 我が 家の
一員へと溶け込んでいく
新鮮な驚きを楽しみつつ、

あっと言う間に6週間が過ぎました。
留学生のご両親からの「一人の若者
の夢を叶えてくれた」という感謝の言
葉には、「こちらこそありがとう」という
想いです。「海外の新たな親戚」として
留学生とその家族との交流はその後
も続き、我が家の世界観は拡がりまし
た。一人でも多くの方が、ボランティア
活動を通して、さらに広い世界に一歩
踏み出されることを願っています。

社員の声
マツダ株式会社 人事室 主幹
殿納	基靖

海外の事例	 	募金活動を通じた社会とのつながり

国内の事例	 	ホストファミリーを通じた価値観の拡がり

私は、「ユナイテッドウェイ」支援のた
めの社内運営委員会のリーダーを務

めています。委員会は従
業員29名のボランティア
によって構成され、さまざ
まなイベントを企画・運営
しています。2011年度
はMNAOのロビーに地
域の皆さまを招くなど、約
10件の活動を行い、「ユ
ナイテッドウェイ」の期待
を上回る募金を集めるこ
とができました。より良い

地域社会にすることに募金が活用さ
れるのは大変意義深く、MNAOがこ
の活動を支援していることに誇りを持っ
ています。MNAOの従業員は、委員
会が企画するイベントをいつも心から

楽しみボランティアとしての歓びを感
じています。今後も、より多くの従業
員がボランティアを通じた地域貢献
に関心を持ってくれることを願ってい
ます。

社員の声
マツダノースアメリカンオペレーションズ

（MNAO）IT部門ディレクター
イボンヌ	バークハウス

Sustainability Report 201211

　イボンヌさんによって推進されている
MNAOの取り組みに大変感銘を受けて
います。皆さんの取り組みは、より良い生
活の実現に向けて、教育向上、所得向上、
健康増進を目指すユナイテッドウェイの
活動に役立っています。今後も、皆さん
の取り組みに期待しています。

オレンジ カウンティ
ユナイテッドウェイ
キャンペーンディレクター
キャロル	ティラリー様

ステーク
ホルダーの声



CLOSE UP

人間尊重
人材の育成

部門の壁を超え、
マツダのモノづくりを支える人材を育成
マツダでは生産部門配属者の開発部門での“社内留学”を2008年から導入。
部門の壁を超え“ONE MAZDA”で全体最適を遂行する人材づくりに取り組んでいる。

“ONE MAZDA”で全体最適を実現
するため開発から生産までの知識
と経験を備えたエンジニア育成へ

マツダは、生産部門の技術系新入
社員全員を開発部門に約3年間配属
する“社内留学”ともいえる人材育成
プログラムを2008年から実施してい
る。開発から生産までの知識と経験を
備えたエンジニアを育成し、次世代商
品の開発力を高めることが狙いだ。

その第一期生81名の一人である小
杉は、開発部門のエンジン設計グルー
プでシリンダーヘッドの設計を担当。「1
年目は設計の基礎や仕事の進め方を
習得すること、2年目は論理的思考力
や折衝力の向上と図面に“自分らしさ”
を盛り込むこと、3年目は自分主導で
仕事をコントロールすること」を目標に
取り組んだ。

本来の配属先、生産技術部門（パワー
トレイン技術部）での上司にあたる山
本は、研修中の小杉と毎週ミーティン
グを重ねる中で、製品の機能に関する
理解を深め、論理的思考力や調整力
を身に付けていく彼の成長ぶりを目の

当たりにした。「最も印象深かったのは、
3年目に小杉が新形状のシリンダーヘッ
ドを提案してきた時のことだった」と山
本は振り返る。それは、耐久性が向上
する反面、非常に生産しにくい形状で、
生産部門としてはすぐには受け入れが
たかった。「渋る我々に対し、その必要
性を論理的に説き、試作段階では自ら
も工場に足を運ぶなど、情熱を注ぐ姿
が見られた」（山本）。

商品機能を追究する開発部門と量
産性を使命とする生産部門とでは、意
見が衝突することも多い。しかし、根源
にある「お客さまに満足いただけるク
ルマを届けたい」という思いは共通だ。
部門の壁を超え、検討
を重ねた結果、機能
と生産効率を両立し
たシリンダーヘッドが
完成した。今、CX-5に
搭載され、世界中の
お客さまのもとに届
いている。

2012年4月、さま
ざまな経験を積んだ

第一期生が生産部門に戻ってきた。小
杉は「開発部門の経験を積んだからこ
そ機能についてより深く学ぶことがで
きた。今後は生産に関する知識をさら
に深め、全体最適を追求したい」とステッ
プアップに意欲を燃やす。山本も「現在、
シリンダーヘッドの生産ラインを担当
し、特に品質向上に向けた本質改善を
リードしてもらっている。開発に詳しい
人材は、他のメンバーにも刺激になる」
と期待する。

開発と生産をつなぎ、より高い視点
からモノづくりを担うことができる人
材の育成。そこから生まれる技術革新。
マツダのチャレンジは加速していく。

（左）マツダ株式会社
技術本部
パワートレイン技術部 
アシスタントマネージャー

山本	直彰　
（右）マツダ株式会社
技術本部
パワートレイン技術部

小杉	一浩　
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内部
統制

自己
診断

開始
年

199
8年

マネ
ジメ
ント

20
15
年時
点の

平均
燃費
目標

20
08
年比 30向上

%
※

環境
保全

マツ
ダミ
ュー
ジア
ム累
計来
館者
数

1,20
0,00
0名

約

社会
貢献

中国
での
販売
・

サー
ビス
研修
参加
者

1,80
0名約

お客
さま
満足

育児
休職
復職
率

人間
尊重 99%

Sustainability Report 201213
各データに関する詳細は、「マツダサステナビリティレポート2012（詳細版）」

（http://www.mazda.co.jp/csr/）をご覧ください。

※グローバルで販売するマツダ車の平均燃費

http://www.mazda.co.jp/csr/
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マツダグループ全体の監査品質向上を目指して

コーポレートガバナンス(企業統治)
　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。
　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、
2012年6月30日現在10名で構成され、うち2名は独立
性の高い社外取締役です。
　監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、各
監査役は監査役会が定めた年間計画に従って取締役の

職務執行を監査しています。
　内部監査体制としてはグローバル監査部が、経営の健
全化と効率化を目的として経営の目標・方針・計画や、
諸法規・諸規程に対する適合性を監査しています。
　会計監査については、有限責任 あずさ監査法人が担
当しています。
　なお、監査役ないし監査役会、グローバル監査部と監
査法人の間では定期的に会合を行うなど相互の連携を
とっています。

Voice

　海外拠点の監査体制構築および監査品質向上の支援を担当しています。各拠
点の経営者や監査担当者にとって頼りになる存在になることを目指し、日々緊
密なコミュニケーションを行っています。さらに、マネジメント層を交えた監査
委員会の場を通じて、評価、モニタリングを実施し各拠点の置かれている現状、課題、
グローバル監査部への期待を確認しています。今後は、新興国のグループ会社の
成長に統制面で貢献するとともに、マツダグループ全体における監査品質のさ
らなる向上に取り組みたいと思います。

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

10名中2名が
社外取締役

コーポレートガバナンス体制図

「マツダサステナビリティレポート2012（詳細版）」では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、バリューチェーンにおける社会的責任の推進、
株主・投資家への取り組みについて網羅的に紹介しています。

グローバル監査部　井上 和彦

経営の透明性の向上と
意思決定の迅速化を目指して
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。

マネジメント 詳細情報 http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/management/
ISO26000  

6.2 組織統治／6.6 公正な事業慣行

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


　環境負荷低減には、商品の原料調達から製造、使用、リサイクル・廃棄までライフ
サイクル全体での包括的な評価（LCA※）が重要です。「サステイナブル“Zoom-Zoom”
宣言」の基本ポリシーに基づき、CO2や主要な大気汚染物質について評価を実施し
ています。CX-5では、第三者機関から審査を受け、認証を取得しました。この取り組
みに加え、全グレードを評価するなどマツダ独自のプロセスが評価され、LCA日本
フォーラム表彰において奨励賞をいただきました。今後も全社一体となってこの
ような取り組みを加速していきます。

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」を制定しています。「マツダグルー

サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言
　技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-
Zoom”宣言」に基づき、サイテイナブルな未来の実現に

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、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
設定・取り組みは環境中期計画「マツダグリーンプラン
2020」に沿って進めており、2011年度はおおむね各領
域の環境目標を達成することができました。

商品戦略本部 技術企画部  森口 義久  新田 茂樹
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クルマのライフサイクル全体での
環境負荷低減を目指して

ライフサイクル全体での環境負荷低減を目指して

環境保全は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として取り組んでいます。

Voice

※ Life Cycle Assessment ： ライフサイクルアセスメント

向けて取り組みを進めています。
（安全についてはP20参照）

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。

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。

「Zoom-Zoomの木」

※Mazda Way 7つの考え方の一つ。（P21参照）

環境保全
ISO26000  6.5 環境



ベース技術の徹底的な改善と「ビルディングブロック戦略」の推進
　SKYACTIV技術で、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
な改善を行っています。

　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。これを「ビルディングブロック戦略」と呼んでいます。
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CX-5にSKYACTIV技術をフル導入

2015年までにマツダ車の燃費を30％向上
　2020年時点でも、グローバ
ル市場における自動車の主要
なエネルギーは石油資源であ
り、動力技術は内燃機関が主
流だと予測しています。こう
した展望から、「2015年までに、
グローバルで販売するマツダ
車の平均燃費を2008年比で
30％向上させる」という計画
を掲げ、取り組みを推進して
います。

TOPICS

　2011年に新型デミオ（国内モデル）にSKYACTIV-G、
新型アクセラ／Mazda3にSKYACTIV-GとSKYACTIV-
DRIVEを導入しました。2012年2月に発売したCX-5
では初めてSKYACTIV技術をフル導入しました。
　さらに、2012年後半からグローバルに順次導入開始
予定の新型アテンザ／Mazda6においてもSKYACTIV
技術をフル搭載します。

● 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

● ハイブリッド技術や
  アイドリングストップ機構の導入

※ 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。

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

内
燃
機
関

ベースエンジン（内燃機関）

● 電気デバイス技術の拡大、
　電気自動車の導入も増加

内
燃
機
関

ベースエンジン（内燃機関）

電
気
デ
バ
イ
ス

電気自動車

アイドリング
ストップ機構

減速
エネルギー
回生
システム※

ハイブリッド
アイドリング
ストップ機構

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
回生システム

ハイブリッド

電気自動車

ベースエンジン（内燃機関）

販
売
ボ
リ
ュ
ー
ム

2009 20202015

環境技術の採用拡大展望（〜2020）

プラグインハイブリッド※
などアイドリングストップ機構 減速エネルギー

回生システム
ガソリンハイブリッド

※ 家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車

電気自動車

ベース技術の改善 ： SKYACTIV技術

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（減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」）

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

新世代クリーン
ディーゼルエンジン

新世代高効率
直噴ガソリンエンジン

新世代高効率
オートマチック
トランスミッション

新世代マニュアル
トランスミッション

新世代軽量
高剛性ボディ

新世代高性能
軽量シャシー

SKYACTIV技術導入予定
新型デミオ
（2011年6月～：
 国内導入）

新型アクセラ／Mazda3
（2011年9月～：
 主要市場向け※導入）

※日本、米国、オーストラリアなど

新型アテンザ／Mazda6
（2012年後半からグローバル
 に順次導入開始予定）

CX-5
（2012年2月～：
 グローバル導入）

詳細情報 http://www.mazda.co.jp/csr/environment/

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


　社会貢献委員会ワーキンググループメンバーは、年齢、役職を問わず選出され
たマツダの従業員により構成されています。それぞれのメンバーは、自部門の役
割範囲に留まることなくマツダグループ全体が良き企業市民として活動できる
ように課題や具体的な活動内容を検討し共有しています。会議では、毎回、自由
闊
かったつ

達な意見が飛び交い、お互いの考え方や価値観の違いにメンバーそれぞれが刺
激を受け、より良いアイデア出しに繋

つな
がっています。ワーキンググループメンバー

は社会貢献委員会に同席し、マネジメントへ生の声を伝えています。

社会貢献の取り組み基本方針
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。

● 従業員の自発的な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。

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）
● ボランティア研修受講機会の提供
 （広島市社会福祉協議会主催の研修など）
● 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）

社会貢献委員会ワーキンググループメンバー
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地域と共生する企業市民として
持続可能な社会の発展に貢献します

それぞれの立場から意見を出し合っています

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。

Voice

社会貢献委員会の様子

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

社会貢献
ISO26000  

6.8 コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
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マツダ財団の活動

3つの柱にそった社会貢献
		環境：マツダスペシャリストバンクでの環境教育
　「マツダスペシャリストバンク」は、専門的な知識・技術・
技能のほか、長年培ってきた特技・趣味などを持つマツ
ダグループの従業員・OB／OGをスペシャリストとし
て登録し、主として広島、山口両県内の団体から要請があっ
た場合、派遣する組織です。1994年の広島アジア大会
に協力するため人材バンクを設立したことがきっかけ
でスタートしました。多様な人材を抱えるマツダの特徴
をいかしたユニークな活動
で、派遣内容は学校での環
境教育や地域イベントでの
手品の実演、スポーツ・レク
リエーション指導など多岐
にわたります。

		人材育成：SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働
　マツダモーターヨーロッパ（MME）と多くの販売統括
会社は、それぞれの国のSOSチルドレンズ・ヴィレッジ
と協働で支援活動を展開しています。SOSチルドレンズ・
ヴィレッジは、親や養育者と共に生活できない子どもを
支援している国際的な団体です。各販売統括会社では、
従業員から募った1名の「大使」(プロジェクト担当者)が
中心となって活動を推進し
ています。マツダならでは
のユニークな活動として、
MMEと各販売統括会社は
共同で移動用のクルマ提供
や従業員によるボランティ
ア活動を行っています。

		安全：交通安全に対する活動
　マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）は2009年より、

「マツダ杯 上海市青少年番組司会者コンテスト」のメイ
ンスポンサーを務めています。コンテストでは、参加者
が交通安全などをテーマにスピーチします。また、一汽
マツダ汽車販売有限公司（FMSC）は、マツダ車所有のお
客さ ま を 対象に
運転技術や緊急
時の運転対応技
術の向上を図り、
運転者および第
三者の 安全を 確
保するための安
全運転教室を実
施しています。

		地域貢献：マツダミュージアム
　本社（広島）内にあるマツダミュージアムは、1994年
の開館以来約120万名の来館者をお迎えし、マツダの歴
史や技術、コンセプトカーの紹介をしています。また、実
際に組立ラインの見学やクルマづくりの過程を学習で
きることから、小中学校の社会科学習に活用いただいて
います。日本語案
内に加え英語案内
を行っており、世
界中からお客さま
の来場があります。

topics

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
成財団です。研究助成、事業助成のほかさまざまな活動を通じて、科学技術の
振興と青少年の健全育成の両分野にわたって支援しています。

米国、オーストラリア、ニュージーランド、コロンビアで財団活動を行い、そ
れぞれの地域で環境・安全、人材育成、地域貢献などの活動を支援しています。 国内のプログラム

「感動塾・みちくさ」で水素自動車を用いた体験活動

講師からの質問に手を挙げる子ども
たち

Mazda2と壁に描かれたグラフィティ・
ロゴ（マツダオーストリア）

上海市青少年番組司会者コンテスト高校部門の優勝者

マツダミュージアム見学ツアー

国内

海外

詳細情報 http://www.mazda.co.jp/csr/social/

国内・海外の450件以上の活動情報を収集し、「マツダサステナビリティレポート2012（詳細版）」では88項目にまとめて開示しています。

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


販売商品 アフター
サービス

お客さま満足の向上

品質
Mazda
Quality
5つの質

製品・サービスなどあらゆる提供物の質

仕事の質

マネジメントの質（PDCAの質）

職場環境の質

人間行動の質

Mazda Way 7つの考え方

　アメリカの拠点で品質保証を担当しています。市場で入手したお客さまの声を、
迅速かつ正確にマツダ本社に伝え、開発や品質／サービス部門などと一体となっ
て改善活動を行っています。さらに詳しい調査を行う際は、お客さまの「真の声」
を引き出せるよう、いかに的確な質問項目を設定するかに力を注ぎます。
　今後も、お客さまの声一つ一つを大切にしながらお客さまの視点に立って
改善活動を行うことで、お客さま満足のさらなる向上に貢献していきたいと
思います。

お客さま満足向上に向けての考え方	（Mazda	Quality	5つの質）
　「商品」「販売」「アフターサービス」3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、「Mazda Quality 5つの質」の改善と向上
に取り組んでいます。
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お客さまの期待を上回る
所有体験を提供するために

常にお客さまの視点に立って改善活動を行っています

「品質」「商品」「販売」「アフターサービス」そして「安全」の各分野でお客さま満足の向上に努めています。

Voice

商品：快適・安全で燃費が良い運転をサポート
「JAPAN	DRIVE	Fest」を開催
（2011年10月〜11月）
「i-DM」のティーチング機能・採点機能を活
用して、SKYACTIV技術を体験試乗してい
ただくドライブ体験キャンペーン「JAPAN 
DRIVE Fest （ジャパン・ドライブ・フェス）」を、
国内のマツダ販売店にて開催しました。

　乗員全員が快適な走りと乗り心地を楽しむことが
でき、燃費向上にも効果的なマツダ独自の運転サポー
トシステム「インテリジェント・ ドライブ・ マスター

（i-DM）」を、新型デミオ（国内モデル）、新型アクセラ
／Mazda3に続いて、2012年2月に販売を開始した
CX-5に導入しました。

ブランドメッセージ“Zoom-
Zoom”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。

商品

「お客さまに選ばれ続ける営
業」を目指して、国内・海外の
グループ会社、販売代理店と
一体となって、お客さま満足
向上を推進しています。

販売

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
だけるように一貫してサポー
トし、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。

アフターサービス

品質

開発 つながりつながり

つながりつながり
サプライヤー

生産 品質
機能の開発
機能の検証
機能のつくり込み

一貫性

一貫性

お客さま満足
ISO26000  6.7 消費者課題

「確かな仕事の積み重ねでお客さまに喜ばれる商品・サー
ビスを提供する」という品質方針のもと、さまざまな品
質向上施策に、マツダグループ全体で取り組んでいます。
開発・品質・サプライヤー・生産が一体となって品質の
つくり込みを行っています。

i-DM

マツダノースアメリカンオペレーションズ（MNAO） 
車両品質保証部　リン 智子



ユーロNCAP
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CX-5が米国IIHSで「トップセーフティピック2012」、欧州で「ユーロNCAP	最高評価の5つ星」

安全：事故のない安全なクルマ社会を目指して

アフターサービス：トレーニングアカデミーの新設（UK）

　「クルマ」「人」「道路・インフラ」の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。

マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・尊重
することを重視し、以下の考えで安全技術の
研究・開発を行っています。

　CX-5の導入に伴い、マツダモータースUKは技術研修のサポートを専門とす
るBabcock International社と提携し、2012年4月、新たにトレーニングアカデ
ミーを開設しました。今後、各販売店に最低1名のマスターテクニシャンを配備し、

「1回確実修理」を目指し研修を行います。研修は、UKとアイルランドの販売店ス
タッフを対象として、講義形式と実技形式で行われます。

TOPICS

CX-5の安全性能について、最高基準の評価をいただきました。

● 米国IIHSによる衝突
安全試験で、最高等級
の「トップセーフティ
ピック2012」を獲得

● 「ユーロNCAP」の2012年安全
性能総合評価で最高評価の5つ
星を獲得

お客さまの使用状態 マツダが提供する安全性能

傷害
低減

衝突時の乗員保護と　
歩行者などの保護

事故の被害を軽減

ドライバーに
危険を気付かせ、
安全運転をサポート

良好な運転環境
（視界視認性、操作性）と
優れた操縦安定性で
安全運転をサポート

事故
低減

リスクが
迫っている状態

事故が起きて
しまった状態
事故が起きて
しまった状態

避けられない状態

低

高

被害の
リスク

正しい「認知」→「判断」→「操作」により、
安全に安心して運転している状態

Mazda	Proactive	Safety	:	マツダが目指す安全性能の考え方

CX-5
トップセーフティ
ピック2012

トレーニングアカデミー（UK）

販売：「マツダ営業方式」の展開（国内）
　国内販売に関わるマツダグループの従業員が主体的にお客さま視点で取り組
みを行う「マツダ営業方式」を2011年に導入しました。「どういう対応をすれば
お客さまに選ばれ続けられるか」、アイデアを提案し実行するなどさまざまな取
り組みを行っています。導入後、各販売店や各職場のコミュニケーションが活性
化し、従業員のやりがい向上や成長、お客さまからの信頼向上につながっています。 お客さまに選ばれるためのアイデア提案

（和歌山マツダ）

詳細情報 http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/customer/
品質・商品・販売・アフターサービス 安全

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

安全に運転するためには、認知・判断・操作の
各ステップで適切に行動することが重要です。
運転する環境が変化しても、正しく認知・判断
することをサポートし、安全に安心して運転し
ていただきたいと考えています。
しかし、人間は時として避けられないミスを起
こします。万が一のドライバーのミスにも対応
できるように、事故被害を防止・軽減すること
をサポートする技術を開発・提供していきます。

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/customer/
http://www.mazda.co.jp/csr/safety/


　マツダは従来より出身国を問わない採用活動を行っています。マレーシア出
身の私は、語学力を考慮して英語を使う部署に配属され、日々、海外拠点とコミュ
ニケーションしています。日本語の資料が理解できないときは、同僚がサポート
してくれます。また、スーパーフレックス勤務制度により、柔軟に休憩時間が設
定できるため、宗教上の理由によるお祈りの時間も確保できます。
　現在は、出身国と関わりがある仕事がしたいという入社時の夢を実現し、マレー
シアとベトナム向け車両の生産技術を担当しています。

人事基本コンセプト
　「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全体で共有する、

「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、さまざまな取り組みを展開しています。

Mazda Way 7つの考え方

● 誠実
● 基本・着実
● 継続的改善
● 挑戦
● 自分発

● 共育（ともいく）
● ONE MAZDA

技術本部 車両技術部    チェワンノーライシャ B.A.
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どこよりも「人」がイキイキしている
企業を目指して

グローバル採用で夢を実現しました

一人ひとりが最大限の力を発揮できる環境づくり
人事制度「とびうお」
　一人ひとりが最大限の力を発揮できるよう、その成長と活躍を支援し、
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。

その実現に向け、「Mazda Way」を軸とした人づくりを進めています。

Voice

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

人・仕事・処遇の最適なマッチング
● 年齢や勤続年数にとらわれない賃金制度
● 人材開発委員会

具体的な制度例

選択と自己実現
● キャリアミーティング（年4回）
● OJTコーチ制度
● キャリアチャレンジ
  （社内公募・FA）制度
● キャリア開発休職
● マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）

ワークライフバランスの促進
● 育児休暇
● 在宅勤務制度
● 社内保育施設「わくわくキッズ園」
● 赴任同行休職
● スーパーフレックスタイム勤務制度

「くるみんマーク」

マツダ短大修了課題製作「とびうお」
3つの柱

人間尊重
ISO26000  6.3 人権／6.4 労働慣行



社員数
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 10,094名 9,788名 38.9歳 16.8年 
女性 625名 1,179名 34.7歳 12.2年 
合計 21,686名 38.5歳 16.4年

連結 合計 37,617名 ― ―
※ マツダ単体のデータには、出向者を含む。
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人権研修・啓発活動の実施

明るく働きやすい職場づくり

ダイバーシティー（多様性）の実現
　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。

従業員の安全と健康のために
　「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。
　また、「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。

人権尊重
　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、身体障害、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
発表しています。

TOPICS

　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、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。

●人権研修　　　　　●人権週間社長メッセージ　
●人権ミーティング　●人権カード（入社時配布）

　さらに、「ONE MAZDA」の考えのもと、グループ会社の人権擁護活動の推進に努めています。

　さらに、専任相談員による相談窓口「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。
　取り組みの成果として、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。

社員データ（2012年3月31日現在）

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。

※ 隔年実施。最新の調査は2010年度、次回は2012年度に実施予定。 人権研修

詳細情報 http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/employee/

具体的な取り組み例（データ：2012年3月31日現在）
● 障がい者雇用 ： 障がい者在籍数※　266名
　　　　　　　　雇用率※　1.93％
● 女性雇用の拡大と活躍の場の創設 ： 女性社員比率　8.3％
● 高齢者の雇用促進と技能・技術・ノウハウの伝承 ：
　60歳以上の勤務者数　1,381名
● グローバルにおける人材活用 ： 出身国や採用地に関わらず採用

※ 年度内の平均雇用者数。

2011年度の取り組み例と実績
● メンタルヘルス セルフケアセミナー受講者　632名
● 喫煙対策（ニコチンパッチ処方・指導）　85名
● 「チャレンジ1万歩※」参加者　8,393名
● 特定保健指導　439名

※ 「1日1万歩」を目指す健康増進支援の取り組み。

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


社 名 マツダ株式会社
（英訳名：Mazda Motor Corporation）

会 社 設 立 大正9年（1920年）1月30日

本 社 〒730-8670 
広島県安芸郡府中町新地3番１号

代 表 者 代表取締役会長 社長兼CEO 山内 孝

主な事業内容 乗用車・トラックの製造、販売など

株 式
発行可能株式総数 3,000,000,000株　
発行済株式総数 2,999,377,399株
株主数 116,475名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数
単体 ： 男性 19,882名  女性 1,804名

合計 21,686名（出向者を含む）
連結 ： 合計 37,617名

研究開発拠点

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）

生 産 拠 点

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

販 売 会 社 国内 ： 261社　海外 ： 135社
（2011年12月31日現在）

主 要 製 品
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

会社概要（2012年3月31日現在）

CSRについての社外評価（2012年3月31日現在）

報告メディアの考え方
マツダのCSRの取り組みについて以下の媒体で情報開示を行っています。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え
に基づいた見やすく読み間違えに
くいデザインの文字を採用しています。

■UDフォント

印刷・製本により発生するCO2を中国地方の国内クレジットでオフセットしています。■カーボンオフセット

発行年月:2012年9月
（※2012年8月に発行した「マツダサステナビリティレポート
2012（詳細版）」の内容をダイジェスト化し発行しています。）

FTSE4Goodに選定
されています。

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。

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、2011年度は、情報公開
度スコアが「中程度」と評価されました。

適切に管理された森林で生産された
木材を原料に含む「FSC®認証紙」
を使用しています。

免責事項/本報告書の記述には、マツダ株式会社および、そのグループ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。

揮発性有機化合物（VOC）を含まな
い、「植物油インキ」を使用しています。

印刷工程において、水を使用せず
に印刷することで、有害廃液を出さ
ない「水無し印刷」を採用しています。

オフィシャルウェブサイトのご紹介
ダイジェスト版には掲載されていない詳細情報はオフィシャルウェブサイトで開示しています。

「冊子の目次から探す」機能をご用意しています。

「マツダサステナビリティレポート2012」に対するご意見を、立教大学経営学部教授 高岡美佳氏にいた
だきました。ご意見はオフィシャルウェブサイトに掲載しています。
http://www.mazda.co.jp/csr/advice

第三者意見について

検索ボックス

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。

網羅性

専
門
性

● PDF／電子ブック
● 冊子（日本語版のみ）※ 

※発行後に記載内容に誤りがあった場合は、オフィシャルウェブサイトに
正誤表を掲載いたします。

ダイジェスト版
（24ページ）
皆さまに特に知っていただき
たい情報を掲載

● PDF／電子ブック
	 マツダのCSRの取り組

みやデータを網羅的に
掲載

詳細版（139ページ）
http://www.mazda.co.jp/csr/
PDF（詳細版）の内容に加え、各種ガイ
ドラインとの対照表を掲載。サーチエン
ジンでの検索可能。

オフィシャルウェブサイト

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