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● 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。

● 読者の皆さまのニーズに合ったレポートを目指して、制作方針・内容の確定にあたっては、第三者意見、アンケート、ステークホルダー
エンゲージメントなどを通していただいた意見を参考に制作しています。

編集方針

報告メディアの考え方
以下の媒体で情報開示を行っています。

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
2011年4月から2012年3月を中心に報告。一部、2012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。
※経済面についての詳細は、「マツダオフィシャルウェブサイト 株主・投資家情報」「アニュア

ルレポート」をご参照ください。

参考にしたガイドライン
GRI「サステナビリティ レポーティング ガイドライン第3.1版」
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/guideline
発行時期（詳細版）
日本語版：2012年8月

（前回発行2011年8月、次回発行2013年夏予定）
※ダイジェスト版（PDF／電子ブック、冊子）は2012年9月に発行予定です。

英語版：2012年9月予定
（前回発行2011年10月、次回発行2013年秋予定）

※ダイジェスト版（PDF／電子ブック）は2012年10月に発行予定です。

網羅性

専
門
性

● 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）

● PDF／電子ブック
● 冊子（日本語版のみ）※

（2012年9月に発行予定）
※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
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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。以下のオフィシャ
ルウェブサイトを通して、本レポートやマツダのCSRの取り組みに関して率直なご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。

マツダサステナビリティレポート2012（詳細版）アンケート

http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire/

アンケート

ご協力のお願い

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://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire/
http://www.mazda.co.jp/csr/guideline
http://www.mazda.co.jp/csr/


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）

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。

マツダの由来と意味

「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）

マツダブランドシンボル

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）

マツダコーポレートマーク

※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

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」を提供したいというマツダの想いを
示した言葉です。

ブランドメッセージ“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”
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■ カリブ・中南米
生産拠点
ディストリビューター
販売拠点

■ オセアニア
ディストリビューター
販売拠点

証券会社
98,139千株

3.3％
株式の所有者別の状況

金融機関
708,804千株

23.7％

外国法人など
1,150,028千株

38.3％

その他の法人
339,276千株

11.3％

個人・その他
703,130千株

23.4％

※メキシコは北米に、プエルトリコは中南米に、台湾はアジアに含みます。

地域別販売台数構成比

3.1％
中南米38,390台

中国222,635台
17.9％

中近東／アフリカ 46,179台
3.7％

北米
369,743台

29.7％

欧州  182,690台
14.7％

オセアニア 98,849台
7.9％

アジア 82,517台
6.6％

日本205,538台
16.5％ （億円）

（年度）

売上高

（年度）

（億円）

（年度）

営業利益
当期純利益

（年度）（年度）

■ 中近東
ディストリビューター
販売拠点

■ アフリカ
生産拠点
ディストリビューター
販売拠点

■ 欧州
ディストリビューター
販売拠点

■ 中国
生産拠点
ディストリビューター
販売拠点

※中国・インドを除く、台湾を含む

■ アジア※

生産拠点
ディストリビューター
販売拠点

※メキシコを含む

■ 北米※

生産拠点
ディストリビューター
販売拠点

■ 日本
生産拠点
ディストリビューター
販売拠点

国内主要販売網

マツダ
アンフィニ系

マツダ系

マツダ
オートザム系

合計

販売
会社数（社）店舗数（店）

営業利益／当期純利益

（円）

（年度）

1株あたり当期純利益
1株あたり当期配当金

1株当たりの当期純利益／配当金
（億円）

（年度）

設備投資

総資産 純資産研究開発費
（億円） （億円）（億円）

合計
1,246,541台
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マツダグループの概要（2011年12月31日現在）

連結財務ハイライト（2012年3月31日現在）

※生産拠点は非連結を含む車両生産拠点



　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 P41参照
※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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　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」（P39参照 ）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』（P8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
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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。

スカイアクティブ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、確実にお客

商品本部
CX-5主査
田中 英明
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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

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。
※1 P41、106、119参照。
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マツダのCSR
12  マツダのCSR

16  ステークホルダーエンゲージメント

マツダらしい
CSRの取り組みを目指して
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。

CSR・環境部
 黒川 英城



「Mazda Way」(P123参照)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。

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※2」などを参考に、
「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
に分類し、自らの活動を評価しています。
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、積極的に取り組
んでいます。a

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（P33）
　● 「社会貢献」 ： 良き企業市民としての、地域社会への貢献（P70）
　● 「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（P122）

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マツダのCSR
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基本的な考え方

6つの分野と3つの重点領域

マツダのCSR コーポレートビジョンの実現を通じ、社会と共に成長、発展して
いきます。ステークホルダーの要望と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。

a 6つの取り組み分野（*3つの重点領域）
マ
ツ
ダ
ら
し
い
取
り
組
み

環境保全*
「マツダグリーンプラン2020」、サステイ
ナブル”Zoom-Zoom”宣言、環境マネ
ジメントなど

社会貢献* 取り組み基本方針、国内・海外の取り組
みなど

人間尊重* ワークライフバランスの促進、労働安全
衛生、人権尊重など

基
本
と
な
る
取
り
組
み

お客さま満足
お客さまへの取り組み（品質、商品、販売、
アフターサービス）、安全への取り組み
など

コンプライアンス
一般的なコンプライアンスの他、コーポ
レートガバナンス、内部統制、リスクマネ
ジメントなど

情報開示
取り組み情報の積極的発信、ステークホ
ルダーエンゲージメント、財務諸表の開
示など

コーポレートビジョン※1
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

※1 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目指すもの、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。

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



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。b

CSR経営戦略委員会
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
社内各部門
中長期および年度別の業務目標や計画などを策定し実行
CSR戦略コアチーム
CSR経営戦略委員会への提案内容の事前協議、同委員会で決定した方針を受けた具体的
活動の方向付け

マツダは、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。c

 英国のロンドン証券取引所の100％子会社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。d

 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、2011年度は、

情報公開度スコアが「中程度」と評価されました。e

 運用資産総額７１兆ドル、551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（CDP2011年の調査時点）。

お客さま満足
● 「SKYACTIV-G 1.3」が「第21回（2012年次）RJCテクノロジー・オブ・ザ・イヤー」受賞
（2011年11月）

● 「Mazdaspeed3（日本名：マツダ スピードアクセラ）」が米国で、オートモーティブ・リー
ス・ガイド（ALG）社による「最高残存価値賞（スポーツカー部門）」受賞（2011年11月）

● 「デミオ 13-SKYACTIV」およびその開発グループが「2011〜2012日本自動車殿堂
カーテクノロジーオブザイヤー」受賞（2011年12月）

● 「デミオ 13-SKYACTIV」が「2011-2012日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞」
受賞（2011年12月）

● 「デミオ 13-SKYACTIV」が「日経優秀製品・サービス賞2011：日本経済新聞賞最優秀賞」
受賞（2012年1月）

安全
● 「リアビークルモニタリングシステム」が欧州で「ユーロNCAPアドバンスド賞」を受賞（2011

年8月）
● 「CX-5」が米国IIHS（道路安全保険協会）の「トップセーフティピック2012（Small 

SUVｓ）」に選定（2012年3月）
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b 体制図

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マツダのCSR

CSR推進体制

CSRについての社外評価（2012年3月31日現在）

主な受賞歴（2011年4月〜2012年4月）

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
2012年
　　　　　● コンプライアンスの統括機能を総務・法務室

に移管

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

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

開催：年2回
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
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

c

e

d
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環境保全
● スリー・ウェット・オン塗装用新塗料技術の発明が社団法人発明協会の平成23年度全

国発明表彰「日本経済団体連合会会長発明賞」受賞（2011年6月）
● 市場損傷バンパーから新車バンパーへのリサイクル技術が財団法人クリーン・ジャパン・

センターの平成23年度資源循環技術・システム表彰で「経済産業省産業技術環境局
長賞」受賞（2011年10月）

● マツダ（エンジン設計部）が燃費30％改善を実現した新型ガソリンエンジン「SKYACTIV-G」
の開発で「第21回日経地球環境技術賞 優秀賞」を受賞（2011年11月）

● 「デミオ 13-SKYACTIV」がエコプロダクツ大賞推進協議会の「第8回エコプロダクツ
大賞 エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）」受賞（2011年11月）

● 「SKYACTIV-G」の燃焼技術が日本燃焼学会「技術賞」受賞（2011年12月）
● マツダのLCA（ライフサイクルアセスメント）の取り組みが平成23年度LCA日本フォーラ

ム表彰において奨励賞を受賞（2011年12月）
● 「SKYACTIV-G」が第9回新機械振興賞「経済産業大臣賞」受賞（2012年2月）
● 「SKYACTIV-G 1.3」が2011年度「日本機械学会賞（技術）」受賞（2012年4月）

その他、品質向上の取り組み成果についてはP103に、技能五輪成績実績についてはP126に、
それぞれ掲載しています。

従業員一人ひとりが、CSRについての理解を深め、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啓発活動を行っています。
1.階層別研修
2011年度は、以下のようなCSR研修を実施しました。

● 講義形式（約580名）
 新入社員、中途採用社員、新任等級5社員（係長級）、新任幹部社員
● グループワーク形式（約600名）
 新入社員、新入社員フォロー研修（技能系）、新任等級5社員（係長級）、新任幹部社員

グループワーク形式の研修では、「グループワークを通じてCSRについて理解を深める
ことができた」「もっと自社の強みを活かせる活動を考えていきたい」「全社的にCSRに取
り組んでいることがよくわかった」「個人レベルで明日からでも、できるCSRがあることに
気付いた」などの前向きな感想が多く聞かれました。今後も、階層別研修を継続して実
施していきます。f  g h

2.全部門での啓発
● サステナビリティレポートの全部門への配付・回覧
● CSRに関する取り組みや最新情報をイントラネットや社内報「My Mazda(マイマツダ)」

で発信
● 「品質ミーティング」の実施（P103参照）

全従業員に品質について定期的かつ継続的に考えてもらうことで、自分発の変革と
劇的な品質向上に向けた品質意識の高揚を図り、行動の質の向上につなげることを
目的としています。各職場の全従業員が参加し全員が発言できる場として年4回実施
しています。

● 「コンプライアンス通信」の発行（P27参照）
● 「人権週間社長メッセージ」などの人権研修／啓発（P135参照）
● 「暴力団排除条例」の周知徹底

2011年全都道府県で暴力団排除条例が施行され、企業における反社会的勢力排
除に向けた取り組みの強化・推進が一層求められています。従来より「反社会的勢力
に対しては、毅

き ぜ ん
然とした態度で臨む」との方針を掲げ、対応してきましたが、社会情勢

などを踏まえ、2011年11月、対応事項を改めてまとめ社内に周知徹底を図りました。

従業員への啓発
f 2011年度グループワーク研修
アンケート結果（約600名）

1.CSRへの興味、知識、理解

2.研修を通して、社会に貢献しようとする意識が高まったか

研修前

研修後

非常に高い 高い 低い 非常に低い

10.9％10.9％

30.9％30.9％ 64.4％

41.5％ 40.5％

7.1％

0.3％

4.4％

0.3％

1.5％

43.2％43.2％ 55.0％

g 新入社員のグループワーク研修

h 新任幹部社員研修
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マツダは国内・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。その上で、
各国・各地域それぞれの文化や、（社）日本経済団体連合会の企業行動憲章などの国際的
規範および社会的要望などを尊重しながら、コンプライアンス順守から社会貢献まで、幅
広い取り組みを行っています。
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」などを発行して、サ
プライチェーン全体での法令順守なども推進しています。（詳細はP29参照）

● サステナビリティレポートの配付・回覧
● 関連ガイドライン周知

国内・海外におけるグループおよびサプライヤーへの浸透

CSRチームで、コンプライ
アンスや内部統制に関す
る業務を担当し、マツダ本
社の担当者と密に連携を
取りながら、規程や体制の
構築・導入や、従業員への
教育を行っています。コン
プライアンスの取り組み
は企業が健全な運営を行
い社会、顧客、そして従業
員の信頼を得るためには
不可欠です。この取り組み
はMCOの業務のさらなる
効率化にもつながると信じています。今後は、新
しく社会貢献活動を担当する予定です。MCOや
マツダグループが社会の一員として地域ととも
に持続的に発展できるよう、一層尽力していきた
いと思います。

Voice

マツダ（中国）企業
管理有限公司（MCO）
渉外法務部CSRチーム
周
シュウ
維
イセイ
晴

社会の一員として地域と共存・共栄する
企業を目指して
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ステークホルダーエンゲージメント 企業の持続的成長にとって重要なステークホルダーとの
対話を通じて、マツダグループの主な責任と課題を明確に
し、改善の努力をしながら日々の業務に取り組んでいます。

マツダでは各ステークホルダーとのコミュニケーションを確実に行うため、主な対話機会およ
び情報開示について、実施頻度に関する目標を立てて実行しています。また、その結果につい
ては各関連部門あるいは委員会に報告され日常業務の改善に役立てています。
マツダでは以上のようなステークホルダーごとの取り組みに加え、全ステークホルダーからご
意見が寄せられるように、本サステナビリティレポートやマツダオフィシャルウェブサイトによる
情報開示／対話機会を常時用意しています。ステークホルダーとの主なコミュニケーション結果は、
各ステークホルダーにフィードバックされるとともに、本レポート（P17）でも開示しています。

主なステークホルダー マツダグループの主な責任と課題 主な対話および情報開示の機会(頻度)

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・専門用語などの適切な情報提供
● 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（常時）
● コールセンターの設置（常時）
● マツダオフィシャルウェブサイト（常時）
● CS（お客さま満足度）調査(随時)
● イベントの開催（随時）

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

● 株主・投資家向けホームページ（常時）
● 四半期ごとの決算説明会（年4回）
● 株主通信の発行（年2回）
● 株主総会の実施（年１回）
● アニュアルレポートの発行（年1回）
● 投資家向け説明会（随時）
● 株主・投資家向け工場見学会（随時）

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

● 日常の調達活動（常時）
● 販売会社と本社をつなぐホットライン（常時）
● 購買連絡会の開催（月1回）
● 販売会社代表者会議（年２回）
● 経営者懇談会の実施（年1回）
● 優秀サプライヤー・販売会社の表彰（それぞれ年1回）

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

● キャリアミーティング（年4回）
● 労使協議会（年3回）
● トップからのダイレクトコミュニケーション（MBLD）（随時）
● 社員意識調査（随時）
● キャリアチャレンジ制度（公募・FA）（随時）
● 集合・選択研修（随時）
● 講演会の開催（随時）

グローバル社会・
地域社会
　● 行政機関
　● NGO・NPO
　● 有識者

● 地域の文化や慣習の尊重
● 事業所での事故・災害防止
● 地域社会への貢献活動
● 事業活動を行っている地域での災害時支援
● 法令の順守
● 税金の納付
● 政策への協力
● グローバルな社会的諸問題の解決に向けた協働・支援
● 社会貢献活動における協働
● 財団活動

● マツダミュージアム・工場見学コースの一般公開（常時）
● 有価証券報告書の発行（年1回）
● 社会貢献活動の実施およびボランティア参加（随時）
● 経済団体、業界団体を通じての対話（随時）
● ヒアリング対応・情報提供など（随時）
● 協働を通じた対話・支援（随時）

次世代の人々

● 環境への配慮
● 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

● 環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」による目標設定と実績報告（年1回）
● 環境コミュニケーションイベントの開催（随時）

ステークホルダーエンゲージメントの考え方

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



1.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〜（旧称：マツダ環境技術フォーラム）
マツダのCSRと環境・安全技術の紹介、SKYACTIV技術の説明と同技術搭載車への試乗
の後、参加者とマツダ技術者が、SKYACTIV技術をテーマにディスカッションを行い、忌

き た ん
憚

のない意見をいただきました。i  j

● 開催時期：2012年3月
● 場所：マツダR&Dセンター横浜
● 参加者：一般の方 約260名

<参加者からのご意見>
● 技術者と直接話しができたのは貴重な経験でした。これまで気付かなかった、製品を

通じたマツダの情熱を感じ、さらに好きになりました。このような活動は、もっと多く行っ
てほしいです。

● 自分たちにできることを真剣に考え、最善を探し続けていると感じた。今後も「三方よし」※1

を常に目指した企業姿勢を保って欲しい。
● CX-5の試乗では、スムーズな加速感、サイズを感じさせない取り回しやハンドリング、

視界の良さを体感でき、クルマとのつながり感が乗っていて楽しかった。試乗や技術者
と話す時間を、もっと長くしてほしい。

● 電気デバイス（ハイブリッド車や電気自動車）に頼らずに、既存の技術を突き詰める姿
勢に共感しました。独自のスタンスを保っているマツダには大きな関心があります。

● 今後も内燃機関の改善に取り組んでいただきたい。「技術のマツダ」は評価しています
ので、うまくアピールしていってほしい。

2.第2回CSRワークショップ（旧称：マツダZoom-Zoomカレッジ CSR講座）
大学生・大学院生を対象に「CSRワークショップ」を開催しました。当日は、「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」について貴重な意見をいただきました。k

● 開催時期：2012年3月
● 場所：マツダR&Dセンター横浜
● 参加者：大学生・大学院生 約50名

<参加者からのご意見>
評価できる取り組み

● 地域に根ざした社会貢献の取り組み（「マツダの森」活動、試験場の活用など）
● キャリアミーティング（年4回）の実施、キャリアチャレンジができるような制度
● ビルディングブロック戦略（P40参照）に沿った独自の環境保全の取り組み

強化してほしい取り組み
● 海外の現地企業と連携した社会貢献活動
● 海外のグループ会社における人事施策の「サステナビリティレポート」での紹介
● 各取り組みの具体的な課題、目標、対策、実績などの記載

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マツダのCSR
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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（2011年度）

i SKYACTIV技術をご案内

j マツダ技術者とフリートーク

k CSRワークショップの様子

※1 「三方よし」とは、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の精神



3.「広島市南区・府中町町内会長懇談会」および「広島市南区・府中町公民館長懇談会」
本社の敷地を取り巻く地域の町内会長および公民館長と懇談会を開催し、地域の課題や、
マツダへの要望について聴取、意見交換を行いました。

● 開催時期：2011年11月
● 場所：本社（広島）

<参加者からのご意見>
評価できる取り組み

● マツダ病院の新棟建設をはじめ、献血や福祉の問題など、さまざまな形で地域へ貢献
している。

● トラック通行門を近隣への影響の少ない門へ集約したことで、安全性が高まり、町内
で嬉しい声が寄せられている。

期待する取り組み
● (マツダ主催の地域清掃ボランティアに加え)町内会の清掃へのボランティアを派遣し

てほしい。
● 公民館の民間連携事業で、クルマづくりに関する講話や公開医療講座を行ってほしい。

4.平成23年度 西浦地域自治会連合会評議員会（総会）
自治会連合会評議員会に参加し、地域の課題把握や、マツダへの要望について聴取、意見
交換を行いました。

● 開催時期：2011年4月
● 場所：山口県防府市 西浦公民館

役員・レポート制作担当者との意見交換会
役員および社内21部門のサステナビリティレポート制作担当者と、以下2つのテーマで意
見交換を行いました。l

● 開催時期：2011年10月〜11月 計14回開催
● テーマ

①マツダサステナビリティレポートの方向性
②各部門でのCSRの取り組み内容と今後の方向性

マツダでは、社外からの新たな知見や視点を得て事業課題を解決し、広く社会に貢献して
いくことを目指して、大学との連携を進めています。

マツダと広島大学は、従来よりマツダの技術研究所と広島大学の大学院工学研究科の間
で連携し、主に自動車先進技術の研究協力を行ってきました。2011月2月には、包括的連
携協定を締結し、開発・生産や企画・経営・マーケティングなどの社会科学分野、人材交流・
育成など、大幅に連携範囲を拡大しました。
2011年度は、連携活動を推進する組織として、マツダと広島大学メンバーから成る「連携
協力推進委員会」を、年2回（4月、10月）開催し、連携内容の情報交換や具体的な施策立
案の実施、活動の進捗管理や評価、産学間の人材交流の推進などについて活発な議論を行っ
ています。インターンシップや講師派遣などの人材交流も開始しました。

マツダでは、個別の案件に応じてさまざまな大学と共同研究や意見交換などを実施し、連
携活動を行っています。

社内での取り組み（2011年度）
l 意見交換会の様子

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マツダのCSR
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大学との連携

広島大学との包括的連携

その他の連携
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マネジメント
20  マネジメント
       　コーポレートガバナンス
       　内部統制
       　リスクマネジメント
       　コンプライアンス

29  バリューチェーンにおける社会的責任の推進

32  株主・投資家への取り組み

マツダグループ全体の
監査品質向上を目指して
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。

グローバル監査部
 井上 和彦



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。
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。a  

経営の健全性・透明性の一層の向上を目指して、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、識見に基づくマツダの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。

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。また、法令で出席を求められる取締役
会の他、経営会議などにも出席しています。会計監査は、有限責任 あずさ監査法人が担当
しています。

　● 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。

欧米や豪州など、主要な海外拠点と本社取締役との間で毎年2回以上、定期的に監査委
員会が開催され、外部監査人や内部監査部門による監査報告や各社の経営に関わる重要
なリスクについて話し合いが持たれています。

マツダでは国内グループ会社の非常勤監査役に、内部監査部門の社員を充て、客観的か
つ専門的な見地からグループ会社活動の監督を行っています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マネジメント
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マネジメント 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。

社外取締役制度の導入

経営の監査

各監査担当の連携状況

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

a コーポレートガバナンス体制図

※1 日本版のSOX法（オリジナルのSOX法はアメリカ連邦法）

コーポレートガバナンス（企業統治）

海外グループ会社の監査委員会の実施

国内グループ会社非常勤監査役への内部監査部員の就任



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。
また、グローバルな内部統制のフレームワーク（COSOレポート）※1やJ-SOX実施基準に沿っ
たマツダ独自の内部統制体制を整備。財務報告の有効性の確保、法令順守の推進、業務
効率の改善と資産の保全に役立てています。b

ビジネスの現場のあらゆるリスクを想定し、その回避・緩和のための統制活動を職場レベル
で確認するもので、システム化を行いながら職場の負担にならないよう集計・分析も行える
仕組みが導入されています。

グローバル監査部ではグループ会社のみならず、広島県および近隣の地場サプライヤー
に対する自己診断システム導入などの支援活動も行い、サプライチェーンをあげた内部統
制の充実と地域貢献を図っています。

2006年度より、各部門・連結グループ会社において、トップが監査指摘や自己診断などで
発見された業務の問題点の棚卸を行った上で、内部統制の保証を行うサインオフの仕組み
を取り入れました。マツダの内部統制報告書はこれらのサインオフの連鎖によっても保証
されています。

マツダ本体ではグローバル監査部が、経営の健全化と効率化を目的として、経営の目標・方針・
計画が諸法規・規程に適合しているかを内部監査しています。また、海外グループ会社では、
北米、欧州、豪州および南米の主要拠点において、業務部門から独立した内部監査部門を
設置し、マツダ本体と緊密に連携しつつ、内部統制評価を含む監査を実施しています。国
内グループ会社では、主要な販売会社にも専任の内部監査部門が設けられており、主とし
て店舗監査などを実施しています。
これら内部監査部門では、CIA（公認内部監査人）およびCISA（公認情報システム監査人）
など監査の公的資格を持つ専門性の高い監査人を多数配置すると同時に、質の高い監査
人を育成する活動にも注力しています。（有資格者：2012年3月末時点で、本体8名、海外
連結グループ会社8名在籍）

マツダでは、公的資格を持った専任のシステム監査人により、社内並びに連結グループ会
社の情報システムの各種統制の整備・運用状況の監査を行い、ITリスクの軽減に努めています。

内部統制自己診断システム

地場サプライヤーなどへの内部統制活動支援

内部統制サインオフの実施

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マネジメント
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内部統制

※1	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

統制環境
● マツダ企業倫理行動規範
● Mazda Way など

リスクの評価
● 内部統制自己診断チェックリスト
　など

統制活動
● 内部統制自己診断の実施
● 内部統制サインオフの実施 など

情報と伝達
● マツダグローバルホットライン
● 海外子会社監査委員会 など

モニタリング
● グローバルな監査体制
● 監査部員による子会社監査役就任 など

IT統制
● ITセキュリティ管理規程
● 専門のシステム監査人の配置 など

財務
報告

法令
順守

有効性・
効率性

資産
保全

b

内部監査体制

ITシステム監査の実施



2006年度導入の内部統制サインオフ制度に加えて、2009年度より各業務領域・グルー
プ会社にて発見、または指摘された不備項目を、本社グローバル監査部に全数報告する仕
組みを取り入れています。それらの不備に対しては、納期と責任者が決められ、迅速な改善
が図られるよう取り組んでいます。

マツダでは、社内外のさまざまなリスクを適切に管理し、事業の継続と安定的な発展の確
保に努めていきます。
マツダでは、平常時にはリスクマネジメント基本ポリシー、リスクマネジメント規程およびそ
の他関係する社内規程に従い、個別のビジネスリスクについては、該当する業務を担当す
る部門が、全社レベルのリスクについては、全社横断的な業務を担当する部門が適切に管
理しています。c
また、経営上重大な事態や災害時の緊急事態が発生した場合は、社内規程に従い、必要に
応じて緊急対策本部を設置するなど適切な措置を講じることとしています。d
さらに、リスク・コンプライアンス委員会における重点課題の設定、各部門におけるリスク管
理状況の確認・評価などの活動により、リスクマネジメントの一層の強化充実を図っています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マネジメント
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内部統制四半期報告の実施

リスクマネジメント 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

緊急対策本部

リスクマネジメント担当役員

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。

c

d

22

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

リスクマネジメントの目的
以下を通じて『企業価値の増大と社会との調和』を図り、もって『コーポレートビジョン』
の達成を実現します。
1. マツダグループを構成する人々および地域住民の安全と健康の確保を図ります。
2. 社会からの信頼の維持・拡大を図ります。
3. マツダグループの有形・無形の企業財産の利活用を図ります。
4. 利害関係者（ステークホルダー）の利益を図り、信頼と期待に応えます。
5. 異常時、緊急時の組織機能の維持と業務の迅速な復旧を図ります。

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

取組方法
以下の2つの活動区分において、それぞれに必要な体制・ルールを整備します。
1. 日々の職務に潜在するリスクについて継続的に予防・軽減を図り、その利活用を 
　 推進する活動（リスク管理）
2. 発生した危機による被害の最小化および迅速な復旧のための活動（危機管理）
適用範囲
1. すべてのビジネスリスクを管理の対象とします。
2. 子会社・関係会社を含むマツダグループ全体を、適用範囲とします。
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マツダでは、2003年度より大規模地震対策に取り組み、建物・設備の耐震対策などのハー
ド面の対策とともに、緊急連絡網の整備や避難訓練などソフト面の整備も計画的に進めて
きました。
具体的には、防火・防災管理規程、危機管理規程などの社内規程に基づき、毎年、全社
緊急連絡訓練をはじめ、緊急事態を想定した訓練を実施し、初動対応を確認しています。
2011年度は、避難訓練、消防訓練、応急処置（AED使用）訓練に10,790名が参加しま
した。e
さらに、東日本大震災の経験を教訓として、改めて「震災対策マニュアル」の周知徹底を図
り、職場における事前措置や初動対応の確認、見直しを行いました。今後も、ハード面、ソフ
ト面の両面について、継続的な取り組みを図っていきます。
また、サプライヤーが被災した際の対応手順についても、「サプライヤー被害時の危機管理要領」
としてまとめており、東日本大震災の経験を踏まえ、対応体制、初動対応、復旧支援などに
ついてサプライヤーとの一層の連携強化に取り組んでいます。

情報管理方針や社内規程を定め、個人情報など重要な情報を適切に管理、保護し、情報セ
キュリティの確保に努めています。
情報セキュリティの啓発活動として、マツダ本体の従業員には、「機密情報管理」と「個人情
報保護」「ITセキュリティ」の教育を義務付けています。入社時の導入教育として「機密情報管理」
は集合教育で、「個人情報保護」「ITセキュリティ」はe-ラーニングで行っています。また、イン
トラネットで情報セキュリティに役立つさまざまな知識を習得できる専用サイトを設けるなど、
継続的な啓発活動を行っています。
グループ会社には、情報セキュリティに関するガイドラインの展開やツールの提供を含めた
教育支援を行い、マツダグループ全体で情報セキュリティの確保に取り組んでいます。
ITセキュリティの管理ルール
ITセキュリティの管理ルールとして、BS7799（ISO17799※1）の枠組みに基づいたITセキュリティ
ポリシーを確立し、その下でITシステムへ組み込むべきセキュリティ制御の仕組みを定め、
それが実装されているかを定期・不定期に確認するようにしています。特に重要な情報には、
個人IDごとのアクセス管理やアクセスログの取得によるセキュリティ管理を実施しています。

情報セキュリティ

e
初期消火訓練の様子

合同防災訓練での一斉放水の様子

災害・緊急事態への対応

※1 英国規格協会（BSI）により制定された情報セキュリティの管理に関する規格。



マツダでは、「個人情報保護方針」を定め、個人情報の保護に努めています。
個人情報の適正な管理を図るために、取り扱いルールを定め、保有個人データ管理台帳の
定期的な棚卸を行い、年に一度、管理状況をチェックしています。また、個人情報の取り扱
いを外部に委託する場合には、独自のチェックリストに従い、適切な委託先を選定しています。
お客さまからの個人情報の取り扱いに関するお問い合わせや開示請求などについては、マ
ツダコールセンターが対応しています。

個人情報の保護
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個人情報保護方針
当社は、個人情報保護に関する法令および以下に定める基本方針に従い、お客様・お
取引関係者様・当社従業員などの個人情報の適切な保護に努めます。
1. 当社は、個人情報の取り扱いに関し、業務に携わるすべての者が遵守すべき社内

規程を定め、周知徹底します。
2. 当社は、個人情報の取り扱いに関する統括責任者を設置するとともに、当社の従業

者（役員・社員・パートタイマー・派遣社員等）その他の関係者に対し、教育啓発活動
を行います。

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

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

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

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

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

8. 当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等について予防等
の合理的な安全対策を講じ、継続的な改善に努めます。
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マツダは「自社・他者の知的財産権の尊重」を基本に、知的財産を企業経営・企業活動に寄
与する経営資源として活用することを知的財産の基本ビジョンとしています。
こうした考えのもと、担当役員を委員長とし関係本部長から構成する「知的財産委員会」を
設置し、知的財産に関係する重要事項について審議・決定しています。

専門部署である知的財産部は、知的財産の観点から社内の活動をリードするとともに、そ
の成果を知的財産権として強固に保護・蓄積し最大限に活用する活動を戦略的に行ってい
ます。
また、「マツダ企業倫理行動規範」において「機密を守る。当社または他者の知的財産を侵
さない」と定めており、従業員に行動指針を明示し行動を律しています。
知的財産部では、知的財産全般の管理を行うとともに順法行動の定着に向けた啓発活動
を定期的に実施しています。

1. 企業活動により創造した新技術やマーク、車種ネーム、車両デザインなどに関する知
的財産権をグローバルに取得し、技術およびブランドを保護する

2. 他者の特許権や商標権、意匠権、著作権の侵害あるいは不正競争防止法上の紛争な
どの企業活動に支障を及ぼす知財問題を予防・解決する

啓発活動は、国内・海外のグループ会社も含めた従業員・役員の職位、職種や、問題となる
知的財産の種類に応じて行われています。例えば、事務部門のスタッフを対象として、インター
ネット利用により発生が危惧される著作権や不正競争防止法上の知財問題についての教
育を行っています。また、社外向けの発行物作成部門に対しても、知財問題の未然防止の
意識徹底を図っています。

知的財産部は、マツダのブランド力と信用力の維持・向上、模造品購入により生じるお客さ
まのリスク排除に向けて、関係部門と協同して模造品撲滅を目的とした活動を行っています。

1. マツダ独自の模造品対策の構築と実施
2. 官・民の関連プロジェクトへの積極的参画
3. 模造品の多発する国・地域での活動推進のため、知財問題を熟知した社員を駐在員

として常駐させ、現地の政府機関・摘発機関との連携を密にして建設的かつ計画的な
施策を実施

連結および国内・海外のグループ会社に対して、知的財産に関する取扱方針の策定やその
運用、体制づくりを支援することにより、マツダグループ全体としての知財管理機能の充
実化を推進しています。
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知的財産に関する基本方針

知的財産の保護と知財リスクマネジメント

ブランドプロテクション（模造品対策）

国内・海外のグループ会社への知的財産の保護支援



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）にもかなったものとし、「マツダ企業倫理行動規範」に則って、誠実で公
正な事業活動への取り組みを進めています。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。

「マツダ企業倫理行動規範」は、社会環境や社会的要請などの変化も踏まえ、必要に応じて
見直しを行っています。f

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。g
マツダ本体では、全従業員に通報窓口の連絡先を示したコンプライアンス・カードを配布
するとともに、コンプライアンス教育の機会を通じて、定期的な周知活動を行っています。また、
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、「マツダ・グローバル・ホットライン」
の紹介を行っています。
マツダ企業倫理行動規範では、「法令違反の事実を通報した人や調査に協力した人に対す
る報復や不利益取扱をしない」ことを明記しています。
なお、マツダ本体では、従業員からの各種相談を受け付ける窓口を複数設置しています。これ
らの窓口が連携を図り、コンプライアンスに関する重要情報を早期に把握し、適切に対処して
います。h
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コンプライアンス

代表取締役社長

グループ会社社内各部門
（執行役員・本部長・部長＝コンプライアンス責任者）

総務・法務室

リスク・コンプライアンス委員会

マツダ・グローバル・
ホットライン

通報
連携

勧告助言対応検討

〈審議機関〉

f コンプライアンス推進体制

「マツダ企業倫理行動規範」の概要
「誠実」な行動の5原則
1 法律や社内規則、国際社会の常識・健全な慣行に従う。
2 公平・公正である。
3 企業の社会的責任を果たす。
4 自分の職責を忠実に果たす。  
5 正直である。

行動指針
1. 法令および社内で適用される規程を守る。また明確に定めがないことでも、これら

の精神を尊重して判断する。
2. 従業員、顧客、取引先を公平・公正に扱う。業務上の地位を利用して不当な利益・便

宜を得たり、与えたりしない。
3. 公私をわきまえ、会社の資産を着服したり乱用しない。
4. 機密を守る。当社または他者の知的財産を侵さない。
5. 人への安全・環境に配慮した商品作りを追求する。
6. 常に健全な利益を追及すべく行動する。
7. 人権と人間の尊厳を尊重する。
8. 社内・社外への報告において常に真実をタイムリーに述べる。

マツダ・グローバル・ホットライン
通報者

代表取締役社長 
マネジメント監査役

調査対象部門

マツダ・グローバル・
ホットライン

社外窓口（弁護士事務所）

マツダ・グローバル・
ホットライン
社内窓口

総務・法務室

回答
（通知可能
 の場合）

回答
（通知可能の場合）

実名／匿名原則、実名
通報 通報

報告 指示

通知

g マツダ・グローバル・ホットライン

<通報専用>
マツダ・グローバル・ホットライン
（マツダ社内、弁護士事務所）

労務相談

法務相談／
コンプライアンス相談

メンタルヘルス相談

財務統制相談

人権／女性相談

お客さま・
ステークホルダー
からの苦情・相談

h 各種相談窓口



マツダでは、単に法令やルールを順守することにとどまらず、従業員一人ひとりがその本質
を理解し、「誠実な行動」を実践していくことが重要であると考えています。このため、さまざ
まなコンプライアンス教育を実施し、2011年度は約1,000名が受講しました。
また、これまで部門ごとのニーズに応じ「独占禁止法」、「下請法」、「景品表示法」、「会社法」
などをテーマに「法務講座」を開催し、2011年度は約900名が受講しました。さらに、コン
プライアンスやリスクマネジメントの観点から他社の問題点や優れた対応を紹介する「他
社事例から学ぶ」や、身近な事例を取り上げた「コンプライアンス通信」を毎月、イントラネッ
ト上で発信し、毎月3,000～5,000名の従業員が閲覧しています。
これらの情報はグループ会社にも展開し、各社のコンプライアンス教育に活用されています。
また、コンプライアンス通信を活用したミーティングを定期的に開催するなど、部門独自の
コンプライアンス確保のための取り組みも始まっています。
e-ラーニングを活用した自主的な学習機会の提供も充実を図っており、2011年度は「下請法」、

「安全保障輸出管理」に関するe-ラーニングを開講し、約4,500名が受講しました。i

グループ全体で透明性の高い経営を維持するために、マツダでは組織的に国内販売会社
に対してコンプライアンス強化を支援しています。
具体的な取り組み

1. 2011年度から国内販売会社の内部統制に携わる実務者を集めた「内部統制会議」
を開催（年2回）し、より実践的、効果的な活動事例などのノウハウの共有化を推進。

2. マツダ販売店協会と共同でCSR委員会を開催し、コンプライアンス・内部統制活動の
基本方針、施策について協議し、系列販売会社へ協力を要請。

3. マツダグループで実施している内部統制自己診断に法令関連および内部統制上の
リスクをカバーする設問を増設し、関連法令の適合状況を自己チェック。

4. 社員のコンプライアンス・内部統制領域の理解度を高めるため、実際に発生した事故
事例の発生原因や再発・未然防止を掲載した「コンプライアンス・ワンポイント・レッスン」
や、業務に関係する法令および内部統制上の基本的なルールを確認する職種別・テー
マ別の「e-ラーニング」を実施。

5. コンプライアンス・内部統制その他の問題を迅速に報告するための各社の内部通報
窓口の整備および「マツダ・グローバル・ホットライン」の展開。
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i e-ラーニング「知っておきたい下請法〈基礎編〉」

コンプライアンス教育

国内販売会社のコンプライアンス強化を支援



サプライチェーンと一体となって誠実で公正な事業活動への取り組みを進めています。
サプライヤーに対しては、労働関係法令を順守し、強制労働、児童労働、虐待的指導・訓練
などを行わないよう要請する「労働関係法令順守のお願い」文書を送付しています。（「マツ
ダサプライヤーCSRガイドライン」についてはP29をご参照ください。）

コンプライアンスに関する活動の概要
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サプライヤーへの要請

1997年 代表取締役社長直属の委員会として「倫理委員会」を設立

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

1999年 「倫理相談室」を設置

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

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

2005年

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

2006年
コンプライアンス意識の浸透と共有を目的として、間接部門・現業部門の職場ごとに、コンプライアンスをテーマとし
た討議を実施
「接待・贈答品に関するガイドライン」を全面改訂

2007年 「マツダ・グローバル・ホットライン」を開設

2008年

イントラネットで「他社事例から学ぶ」の配信を開始
イントラネットで「コンプライアンス通信」の配信を開始
「倫理委員会」を「リスク・コンプライアンス委員会」に改組
「接待・贈答品に関するガイドライン」を改訂

2009年 下請法サポートページを新たに作成し、イントラネットに掲載

2010年 安全保障輸出管理対応の強化（規程類の整備、説明会の実施など）

2011年
e-ラーニング「知っておきたい下請法<基礎編>」、「わかりやすい安全保障輸出管理」を開講
反社会的勢力排除への対応を再徹底



購買基本理念のもとに国内・海外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。a  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」（P65参照）の順守を要請
＜具体的な取り組み例＞
　● サプライヤー全社に対して「労働関係法令遵守のお願い」を通知（2005年1月）
　● 経済産業省主導で策定された「自動車産業適正取引ガイドライン」に基づく説明会を

社内およびサプライヤーに対し実施（2008年）
　● 「購買適正取引の推進マニュアル」策定による購買取引行動指針の明確化（2008年）
　● 新規サプライヤーや継続的な啓発のため、関連資料をサプライヤー専用アクセスサイ

トに掲載（2011年8月）
　　掲載事例：「購買取引における行動指針」、「問題取引となる要因とその対応」、「問題視

されやすい取引行為類型ごとの具体的対処方針」など

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。

「マツダサプライヤーCSR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。b（「マツダグリーン調達ガイドライン」の詳
細はP65参照）

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重マネジメント
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バリューチェーンにおける社会的責任の推進 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。

● バリューチェーン全体での輸送効率を考慮した新しい開発・物流プロセスを運用開始
● サプライヤー専用アクセスサイトによるコミュニケーションを開始

主なTOPICS

サプライヤー（購買取引先）への取り組み

サプライヤーCSRガイドライン

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）

a 購買連絡会での講演
「マツダのCSR・環境の取り組みについて」（2011年9月）

b「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」※1

※1 「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」についてはオフィシャルウェブサイトをご覧ください。

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

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/distributor/
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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
ライヤーによって自主運営されている、購買協力会組織※1とも密に連携しています。c
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。2011年度は129社が合計で59回の活動を行いました。

マツダグループの関係者が調達などの取引に関連して、法令・取引契約などに違反した場
合や、その疑いがある場合が万が一発生した際にも早期に是正措置を行えるよう、「マツダ・
グローバル・ホットライン」を通じて連絡できる体制を整えています。（詳細はP26参照）

より良い取引関係を構築していくため、品質・コスト・納期順守などの視点で年1回サプライ
ヤーを総合的に評価し、その結果をサプライヤーに伝えると同時に、優れたサプライヤーを
表彰しています。d  e
また、特別賞として、燃費など環境性能に大きく影響する軽量化について優れた提案を行っ
たサプライヤーに対する表彰を行い、軽量化に向けた促進を行っています。

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」※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。f

マツダ・グローバル・ホットラインを通じた情報共有

サプライヤーの評価と表彰

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」

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

・サプライヤーの実務責任者向けに、日常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わるトピックス（CSRを含む）、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。

その他 ー 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。

サプライヤーとの主なコミュニケーションの機会

d サプライヤー表彰式
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※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

※2 詳細はオフィシャルウェブサイト株主・ 投資家情報　　　　　　　　
（http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/）を参照

サプライヤーとのコミュニケーション
c サプライヤー（2012年3月31日現在）

自動車部品 455社

資材（素材）など 155社

設備・要具 417社

合計 1,027社

購買協力会組織（2012年3月31日現在）

部品サプライヤー

関東洋光会（関東地区周辺） 64社

関西洋光会（関西・東海地区周辺） 47社

西日本洋光会（中国・四国・九州地区） 61社

資材サプライヤー
（原材料・装置・
金型など）

洋進会 78社

e

2011年度のサプライヤー表彰実績
部品系88社、資材系9社

f ダイキョーニシカワ株式会社中関第2工場
J-ABC成果報告会の様子（2012年4月）

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


2011年度のJ-ABC活動の実績
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41工場に、延べ約1,430回／年訪問し、協働改善活動を実施。その結果、19工

場で48本の改善モデルラインを完成。加えて、25工場で50本以上のラインで自主活
動を展開。

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2006年より開催。
　● 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。2011年は19社19名の受講生が卒業。
　● 優秀作品は全国大会に出品してアイデア賞を受賞。
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。2011年は14社14名の受講生が卒業。
活動例4：「J-ABC大会」
全参画企業が参加し、事例発表・表彰などを行う大会を2005年より毎年開催。g
　● 2011年大会は、地場サプライヤー350名/41社、マツダ80名、計430名が参加。
　● J-ABC活動方針、優秀事例などを共有し、相互研

けんさん
鑽の場としても活用。

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。h

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（P51参照））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

公正・公平な取引のため、調達業務従事者に対して以下のような教育を実施しています。
　● 公正取引委員会主催の下請取引適正化推進講習会の受講
　● 下請法の理解度テストの実施
　● 財務統制教育の実施
　● イントラネット内の購買本部ホームページに適正取引に関するガイドやプロセス・ルー

ルを掲載
　● サプライチェーンにおける人権への配慮に関する研修・講演内容の共有
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部品サプライチェーンのムダ排除活動
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「第7回J-ABC大会」表彰式(2011年10月)g

ものづくりが好きで、以前
から自己流のからくりを考
案していましたが、からくり
の基本を学ぶため、2011
年マツダ主催の『 J-ABC
からくり改善道場』に入門
しました。機械で成形され、
方向の規則性も無く受け
箱に排出されたワイヤーを、
腰を屈めて50本ずつ束ね
て箱入れしている担当者
を見て、なんとかしたいと
思いました。道場で学んだことをヒントに、ワイヤー
の形状と箱へ落ちてゆく状態を細かく観測し、部
品の自重落下の力だけを利用してワイヤーを整
列させる台車を製作し、人による作業が一切不
要になりました。
マツダで開催された発表会で実演した際には、
会場で驚きの歓声があがりました。
現在は、お金をかけないものづくりを合言葉に、か
らくりを使った改善活動を通して職場に貢献する
のが大きな喜びとなっています。また、学んだから
くりの基本を、保全や改善活動を通じて後進に指
導しています。

Voice

デルタ工業株式会社
防府工場 管理課
保全係
二瀬 量規様

2011年度J-ABC大会で「からくり改善道場
年間優秀賞」を受賞

h

2011年度のムダ排除活動実績
● 輸送効率向上のための取り組み：サプライヤー、

物流会社、マツダが一体となって物流方法の見直
しを実施し、輸送効率向上による環境負荷低減に
向けた取り組みを開始。

● 輸送効率を考慮した開発：輸送効率を考慮した部
品の開発による、サプライチェーン全体でのロス
防止に向けた新しい部品開発プロセスを一部の
領域で運用開始。

その他サプライヤー支援策

公正な取引を徹底するための社内教育



2012年3月期の事業環境は、東日本大震災からの復興需要に伴い国内の景気は持ち直
しの傾向にある一方で、歴史的円高の継続、欧州での信用不安、タイの洪水といった外部
環境の大幅な悪化から、輸出台数が減少するなど厳しい状況が続きました。
当期は、SKYACTIV元年として国内向け新型デミオにSKYACTIV-G、主要国向け新型
アクセラ／Mazda3にSKYACTIV-G、SKYACTIV-DRIVEを導入しました。さらに、フル
SKYACTIV技術搭載の新型クロスオーバーSUV CX-5をグローバルに導入開始しました。
当期のグローバル販売台数は、前期比2％減の124万7千台、売上高は主要通貨の円高影
響および生産・販売減により、前期比13％減の2兆331億円となりました。営業損益は、コ
スト改善による増益効果があったものの、台数・構成の悪化および円高影響により、387億
円の損失となりました。当期純損益は、繰延税金資産の取り崩しおよび事業構造改善費用
の前倒し計上などにより、1,077億円の損失となりました。一方、第3四半期をボトムとして、
第4四半期は、CX-5導入の効果およびコスト改善の加速により、営業利益で156億円の黒
字を達成するなど、すべての利益レベルで黒字化を達成しました。a
このような状況の中、2012年2月に、厳しい外部環境への対応と、将来への成長を確実に
するための施策として、「中長期施策の枠組み」を強化する「構造改革プラン」を発表いたし
ました。同時に、昨今の状況を踏まえ、為替前提を変更、自動車需要の変化に対応し、中長
期見通しの見直しを行いました。2016年3月期の営業利益は1,500億円、営業利益率は
6%以上、グローバル販売台数は170万台の見通しです。b  c
なお、「構造改革プラン」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
確保と財務基盤の強化を図りました。d

「構造改革プラン」を着実に実行し、2013年3月期でのすべての利益レベルでの黒字化と、
中長期見通しの達成を目指します。
配当につきましては、当社は各期の業績ならびに経営環境などを勘案して決定することを
方針としています。当期は、当期純損失を計上したことと、繰越利益剰余金の状況に鑑み、
誠に遺憾ではございますが、配当を見送らせていただきました。当社は株主還元を最重要
施策の一つとして位置づけており、できる限り早い段階での復配を目指します。

マツダは、フェアでタイムリーな情報開示を実施するという方針のもと、さまざまなIR活動を
展開しています。
四半期ごとの決算説明会、国内・海外の証券アナリスト、機関投資家との取材対応やスモー
ルミーティングを随時実施するとともに、オフィシャルウェブサイトやアニュアルレポート、株
主通信などを通じてタイムリーな情報開示に努めています。
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株主・投資家への取り組み フェアでタイムリーな情報開示を実施するという方
針のもと、さまざまなIR活動を展開しています。

経営状況と配当

株主・投資家との対話

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

構造改革プラン
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/policy/mid_
term.html

オフィシャルウェブサイト 株主・投資家情報
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/

a 2012年3月期実績

（億円）

通期

2012年3月期 対前年増／（減）

売上高 20,331 （2,926）

営業利益 （387） （625）

経常利益 （368） （737）

税引前利益 （553） （714）

当期純利益 （1,077） （477）

売上高営業利益率 （1.9％） （2.9）pts

構造改革プラン

b

1	SKYACTIVによるビジネス革新
2	モノ造り革新による、
	 さらなるコスト改善の加速
3	新興国事業強化と
	 グローバル生産体制の再構築
4	グローバルアライアンスの推進

中長期見通し（2016年3月期）
営業利益 1,500億円
売上高営業利益率 6％以上
グローバル販売台数 170万台

c

※為替前提：1ドル77円、1ユーロ100円
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d

公募増資および劣後特約付ローンによる
資金調達の概要
目的：公募増資は、新興国事業を強化し、グローバ
ル生産体制を再構築すると同時にSKYACTIV技術
を核とした新しい成長を加速させかつ確実にするた
めの資金調達です。また、劣後特約付ローンについ
ては株式会社格付投資情報センターより50％の資
本性を認められ、財務基盤の強化と同時に、主に既
存有利子負債の返済に充当します。
調達金額 2,142億円

（劣後特約付ローン700億円を含みます）
発行価格 124円／株
払込金額 118.88円／株
公募株数 1,219百万株
増資後発行済株式数 2,999百万株

増資後の主な指標 2011年12月末 2012年3月末
自己資本比率 19％ 24％ 26％*
純有利子負債自己資本比率 155％ 64％ 53％*
1株当たり自己資本 183円 157円

*劣後特約付ローンの資本性評価考慮後

http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/result/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/policy/mid_term.html
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/
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34  環境保全の基本的な考え方
35  環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」
39  サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言
41  ベース技術の徹底的な改善
44  将来に向けた技術開発
46  環境に配慮したクルマづくり
48  生産における地球温暖化防止
49  CLOSE UP  生産での取り組み
51  物流における地球温暖化防止
52  リサイクル・省資源
55  環境負荷物質の管理・削減
58  生物多様性への取り組み
60  水質・大気の汚染防止
62  環境コミュニケーション
64  環境マネジメント
68  事業活動と環境負荷の全容

ライフサイクル全体での
環境負荷低減を目指して
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。
※Life Cycle Assessment：ライフサイクルアセスメント

商品戦略本部 技術企画部
   森口 義久  新田 茂樹



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。

マツダは、コーポレートビジョン(P12)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」
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、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。2011年度は、同年度に策定・公開した「マツダグリーンプラン2020」
に基づいて、各領域の取り組みを実行し、おおむね目標を達成することができました(P36
参照)。a

Sustainability Report 201234

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

環境保全の基本的な考え方 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。

マツダの環境についての考え方

取り組み理念と方針

● 「マツダグリーンプラン2020」の実績評価を開始 （P36）
● SKYACTIV技術搭載車種の導入を開始 （P41）

主なTOPICS

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。 

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

商
品・技
術

商
品
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境
委
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会
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社
会
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委
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環境保全への取り組み理念と方針a



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。

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）を使用するガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの高効率な内燃
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、走行中に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。

マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シナリオ

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全
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「取り組み理念と方針」に基づき、以下の「マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シ
ナリオ」を念頭において以下の3つの視点から計画を策定しています。a

Ⅰ.将来解決すべきテーマ
自動車メーカーがお客さまや社会から期待されているテーマを次のようにとらえています。
　1.エネルギー/地球温暖化対策
クルマのライフサイクル全体でのCO2削減に貢献する取り組みを推進

　2.資源循環の推進
クルマからの排出物、クルマの製造・輸送・廃棄の過程の排出物を削減すると同時に、
リサイクルを積極的に進めることで総合的に資源循環を推進

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

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

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

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

Ⅲ.クルマのライフサイクル全体で考える
クルマのCO2の排出量は、お客さまの使用から廃棄までの過程が約80％と非常に高いため、
ライフサイクル全体で環境負荷低減を考えます。（P64参照）
　●	製造物流領域（素材の製造、車両の製造）で約20％
　●	使用および廃棄領域（使用、メンテナンス、廃棄・リサイクル）で約80％

「マツダグリーンプラン2020」の考え方
1.
エネルギー
／地球
温暖化
対策

2.
資源循環
の推進

3.
クリーン・
エミッション

4.
環境
マネジメント

a.クルマおよびクルマの技術

b.生産・物流・オフィス・社会貢献など

クルマのライフサイクル全体で
環境負荷物質低減

「マツダグリーンプラン2020」の考え方a

環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」 環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」に基づ
き2020年を見据えた環境の取り組みを進めています。

2050年頃：「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然との共生社会」を目指す「持続可能な社会」

2020年頃：低炭素技術が普及している「低炭素社会」



マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

「マツダグリーンプラン2020」を実行するために、3つの委員会で以下の考え方・目標
を定め、取り組みを推進しています。
商品・技術 ： 商品環境委員会
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。
生産・物流・オフィス ： 事業サイト環境委員会
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

たゆ
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） ： 社会貢献委員会
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。
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2020年までの領域別考え方・目標

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 (自己評価の基準　○：達成、△：ほぼ達成、×：大幅未達)

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年度 自己
評価

2012年度
目標および具体的な実施事項など 実績 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.クルマおよ
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

日本、米国、中国の燃費／温室効果ガス基準を
達成した ○ 各国／各地域の燃費／温室効果ガ

ス基準の確実な達成

②
SKYACTIV
技術による
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

新型デミオ、新型アクセラ、CX-5に新世代ガ
ソリンエンジン「SKYACTIV-G」を導入した
（2011年6月～）

○
SKYACTIV技術の着実な展開と、ビ
ルディングブロック戦略Step-2
であるi-ELOOP（減速エネルギー
回生技術）の導入

新世代ディーゼルエンジン
「SKYACTIV-D」の開発推進

CX-5にて、新世代ディーゼルエンジン
「SKYACTIV-D」を導入した(2012年2月）

新世代トランスミッション
「SKYACTIV-DRIVE」の導入

新型アクセラ、CX-5に新世代トランスミッション
「SKYACTIV-DRIVE」を導入した（2011年9月～）

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）

CX-5にて、 新世代高性能軽量シャシー
「SKYACTIV-CHASSIS」、新世代軽量高剛性ボ
ディ「SKYACTIV-BODY]を導入した
（2012年2月～）

i-stop（アイドリングストップシス
テム）の導入

新型デミオ、新型アクセラ、CX-5で、i-stop（アイ
ドリングストップシステム）を継続導入した

減速エネルギー回生技術の開発推
進

乗用車用として世界で初めてキャパシターを採
用した減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」
を開発した（2011年11月）

③バイオ燃
料や電気エ
ネルギー、水
素などを利
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

米国、欧州でのE10、タイでのE20などに対応
した車両販売を行うとともに、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
進した

○ バイオ燃料や合成燃料などの代替
燃料対応技術の開発を推進

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）

ハイブリッドシステム技術の開発を推進した
（2013年市場導入） ○ 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）

デミオベースの電気自動車の2012年導入を公
表し開発を推進した ○ デミオベースの電気自動車の導入

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

岩谷産業、広島県、広島市、山口県へリース販
売している計5台のプレマシーハイドロジェ
ンREハイブリッドの市場フォローを実施した

○
ハイドロジェンRE車のリース販
売／市場フォローの実施とハイド
ロジェンREのレンジエクステン
ダーシステム搭載車の開発推進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

ノルウエーのHyNor（ハイノール）プロジェクトへリー
ス販売した3台のRX-8ハイドロジェンREについ
て市場フォローを実施した

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

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
37.8％削減した

○
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30%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

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62.7％
削減した

○
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
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(自己評価の基準　○：達成、△：ほぼ達成、×：大幅未達)

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年度 自己
評価

2012年度
目標および具体的な実施事項など 実績 目標および具体的な実施事項など

2.資源循環の推進

a.クルマおよ
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）

プラスチック部品などにつき解体・
リサイクル容易な開発を推進

・	CX-5のインパネ、バンパー、ハーネスなどで解		
	 	体しやすい構造を採用した。
・		ATシフトノブ、ダッシュインシュレータなどにリ	
		サイクルしやすい素材として熱可塑性樹脂を	
	 	採用した

○ プラスチック部品などにつき解体・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 CX-5のラジエタータンクに採用した（2012年2月） ○ 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 ASRリサイクル率：94%を達成 ○ ASRリサイクル率：93％以上

リサイクル実効率：95%以上 リサイクル実行率：99%を達成 ○ 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

回収本数：	約79,600本
(累計回収率：79%) △

マツダ特約販売店からの市場損傷
バンパーの回収推進
累計回収率：80%以上

ELV（廃車）バンパーtoバンパーリ
サイクルの実用化

広島地区で、廃車バンパーから新車バンパーへ
のリサイクルを世界で初めて実現した（2011年
8月）

○ ELV（廃車）バンパーtoバンパーリ
サイクル継続／拡大の推進

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

国内のマツダグループ全体における直接埋立
廃棄物量の全排出量比0.8％にした ○

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

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58.9％削減した ○

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50%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

・	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13.5％削減	
			した

○
・	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

3.クリーン・エミッション

a.	クルマお
よびクル
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

［日本］98％（台数比）の乗用車でSU-LEV（★★
★★）車を導入した

○ 各国／各地域での低排出ガス車の
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

［米国］全車種でTier2／LEV2規制に適合した
低排出ガス車を導入した

［欧州］Euro5／6対応車の導入推進 ［欧州］全車種でEuro5／6対応車を導入した

［中国］Euro5レベル対応車の導入
推進 ［中国］Euro5レベル対応車を開発した

［その他］各国・各地域に応じた低排
出ガス車の導入推進

［その他］各国・各地域に応じた低排出ガス車を
導入した

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

CX-5で厚生労働省指針値に適合した（2012年
2月） ○ 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

環境負荷の低い新冷媒（HFO1234ｙｆ）のカー
エアコンを開発した ○ 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
量低減

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

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2010年度比で10.8％削減した ○ 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

⑬VOC排出
量低減

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

マツダの全ライン平均でVOC排出量を
27.1g／㎡まで削減した ○ マツダの全ライン平均でVOC排出

量を27g／㎡以下
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(自己評価の基準　○：達成、△：ほぼ達成、×：大幅未達)

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年度 自己
評価

2012年度
目標および具体的な実施事項など 実績 目標および具体的な実施事項など

4.環境マネジメント

a.	クルマお
よびクル
マの技術

⑭LCA(ライ
フサイクルア
セスメント)の
推進

LCA実施の拡大
（※2015年目標） 新型車でのLCAの着実な実施

・	新型デミオ、新型アクセラ、CX-5でLCAを実
施した

・	CX-5では、マツダ車で初めて第三者認証を
取得した（2011年12月）

○ 新型車でのLCA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など）
（※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

新型デミオ、新型アクセラ、CX-5で、無駄を抑え
たスムーズな運転で、さらに楽しい走りを支援す
るインテリジェント・ドライブマスター（i-DM）を導
入した（2011年6月～）

○ 運転技術向上のための啓発活動の
推進と、i-DMの継続導入

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

「マツダサプライヤーCSRガイド
ライン」の推進拡大と必要に応じ
た更新

・	すべての取引先にガイドラインを展開し、その	
　順守を要請した
・	更新はなし

○ 「マツダサプライヤー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

・	すべての取引先にガイドラインを展開し、その	
　順守を要請した
・	更新はなし

○ 「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（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

・	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 ○

・	 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

連結の自動車販売会社全15社でエコアクション
21の認証を取得 ○

全国のマツダグループ自動車販売
会社でエコアクション21の導入を
推進

自動車部品販売会社4社でEMSを
運用、推進

自動車部品販売会社4社でEMSを運用、推進（継
続中） ○

自動車部品販売会社3社でEMSを
運用、推進
※持分法適用会社が1社減り、導入対象は
　3社になる

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、グローバルに発信する

環境イベントの開催・積極的参加を
通じて、SKYACTIV技術を中心とし
たマツダグループの環境負荷低減
活動を、社内外に発信する

エコプロダクツ2011への参加(エコプロダク
ツ大賞優秀賞受賞)、サステイナブル“Zoom-
Zoom”フォーラム開催など、さまざまな環境
イベントで社内外に情報発信した

○
環境イベントの開催・積極的参加を
通じて、SKYACTIV技術、特にクリー
ンディーゼルを中心に、マツダグルー
プの環境負荷低減活動を、社内外
に発信する

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

・	従業員･グループ企業従業員向けに、クールビ
ズ・ウォームビズ・ライトダウンなどを実施した

・	お客さま向けに、クルマを使う時の環境意識を
啓発する、i-DMの説明などを実施した

○
社会が抱える環境問題や、マツダグ
ループのライフサイクル全体を通じ
ての環境負荷低減取り組みについ
て、従業員・グループ企業従業員、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

・	地域清掃や森林保全活動などの積極的参加
を推進した

・	地域社会からの要望を踏まえ、出張授業など
を行った

○
・	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



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。a（具体的な取り組みはP41以降参照）	

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。b（「安全への取り組み」の詳細はP118参照）
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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。

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。
※Mazda Way 7つの考え方の一つ。（詳細は
P123をご覧ください。）

「Zoom-Zoomの木」

環境についての基本的な考え方

安全についての基本的な考え方
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マルチソリューション
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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a

安全ポリシー

目指す姿 事故のない安全なクルマ社会

「安全は自動車による心豊かな生活を支える基本要件である」

1.お客さまの自動車の使い方と使用される社会の交通環境を研究する

2．安全技術の追求を行い、お客さまにとって最良の技術を適切に商品に反映する

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

との認識のもとに、

安全についての基本的な考え方
安全なクルマの
開発・商品化

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

b 安全への取り組み3つの視点



環境

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、

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

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。（詳細はP41参照）

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。d

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。2009年にアクセラ／Mazda3に搭載以来、搭
載車種を拡大。2012年2月には、CX-5のクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」
搭載車に国内のディーゼル乗用車として初搭載。e  
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」）
乗用車用として世界で初めて蓄電器にキャパシター※1を採用した減速エネルギー回生シス
テム「i-ELOOP」（アイ・イーループ）を開発。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ことで燃費を改善する。特に、
頻繁な加減速のある実用走行時に効果が見込める。f  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に市販車として初めて搭載予定。
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。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。
　● 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）。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

● アイドリングストップ機構「i-stop」をCX-5のクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 
2.2」にディーゼル乗用車として国内で初めて搭載し、2012年2月に発売

● 減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」2011年11月に発表

主なTOPICS

2015年までにマツダ車の燃費を30%向上

「ベース技術」の徹底的な改善

「ビルディングブロック戦略」の推進

※1「電気2重層」の原理を利用した、電気を電気のまま（エネルギーの化学反
応なしに）充放電することが可能な蓄電器。

＊写真（左）はマツダの新世代中型セダンを表現したコンセプトカー「マツダ
雄（TAKERI）」

電気二重層キャパシター
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c 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

革新的な環境性能を持つベースエンジンに、
段階的に電気デバイス技術を組み合わせることで、
さらなる環境性能の向上を図ります。

プラグイン
ハイブリッド＊
など

アイドリング
ストップ
機構

減速
エネルギー
回生
システム

ガソリン
ハイブリッド

＊ 家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車

電気
自動車

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
（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

d 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）

f 減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」
DC／DCコンバーター12-25V可変電圧オルタネーター

● 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

＊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。

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＊1

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）

e

CX-5（2012年2月国内発売）における
「i-stop」の進化
これまでのガソリンエンジン用に加え新開発のディー
ゼルエンジン用「i-stop」を開発。ディーゼル車搭載
のアイドリングストップ機構としては世界最速＊1の
0.40秒以内で再始動が可能です。
＊1  2012年2月現在 マツダ調べ



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「SKYACTIV技術」
を開発しました。2011年に新型デミオにSKYACTIV-G、新型アクセラにSKYACTIV-G、
SKYACTIV-DRIVEを搭載しました。

2012年2月に国内で発売したCX-5では、初めてSKYACTIV技術をガソリンエンジン、
ディーゼルエンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーの全てに採用しました。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。今後、搭載車種を拡大し、順次導入予定です。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

サステイナブルな社会の実現に向け、独自技術の開
発に積極的に取り組んでいます。ベース技術の徹底的な改善

● CX-5にSKYACTIV技術をフル導入（2012年2月）
● 新型デミオにSKYACTIV-Gを搭載（2011年6月）
● 新型アクセラ／Mazda3にSKYACTIV-G・SKYACTIV-DRIVEを搭載（2011年9月）

主なTOPICS

SKYACTIV技術

CX-5にSKYACTIV技術をフル導入
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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）



a SKYACTIV-D

b SKYACTIV-G

c SKYACTIV-DRIVE

d SKYACTIV-MT

世界一※1の低圧縮比（14.0）の実現により、尿素SCRやNOx吸着触媒（LNT）などの高価
なNOx後処理装置なしで、グローバルの排出ガス規制をクリアできる新世代クリーンディー
ゼルエンジン a

高圧縮比エンジンの課題であったノッキング（異常燃焼）を克服し、世界一※2の高圧縮比
（14.0）※3を実現した新世代高効率直噴ガソリンエンジン b

あらゆる方式の利点を集約した高効率かつダイレクト感溢れる6速オートマチックトランス
ミッション c

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 d

新世代クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D」

新世代高効率直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G」

新世代高効率オートマチックトランスミッション「SKYACTIV-DRIVE」

新世代マニュアルトランスミッション「SKYACTIV-MT」
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マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

●	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）

●	量産用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

●	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

●	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%の燃費向上に貢献

●	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

※1	2011年11月現在	マツダ調べ
※2	1.3Lクラス	レギュラーガソリンを燃料とする量産乗用車　　　　　　　　
（2011年5月現在	マツダ調べ）

※3	燃料の仕様や搭載車種によって圧縮比および採用技術は異なります。



e SKYACTIV-BODY  ： 環状構造

f SKYACTIV-CHASSIS

「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

【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」
　●	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 e ）
　●	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
材料	:	強度に優れるハイテンション鋼板の使用部分を拡大

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 f

【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（リアサスペ
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

クルマの重量は、クルマの基本性能である「走る」「曲がる」「止まる」だけでなく、燃費に代表
される経済性や環境性能にも大きく影響します。そこでマツダでは、さまざまな工夫でクル
マの軽量化を推進しています。
2011年以降のモデルでは、SKYACTIV-BODY、SKYACTIV-CHASSISの導入により従
来比100kg以上の軽量化を行います。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

新世代軽量高剛性ボディ「SKYACTIV-BODY」

新世代高性能軽量シャシー「SKYACTIV-CHASSIS」

2011年以降のモデルで100㎏以上の軽量化を推進

●	高い剛性と軽量化の両立（従来比8％※1の軽量化、30％※1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

●	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%※1の軽量化
を達成

※1	排気量2,001cc～2,500ccのミドルクラス車（アテンザクラス）の数値
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デミオEV 主要諸元

ベース車両 マツダ	プレマシー

全長 4,565mm

全幅 1,745mm

全高 1,620mm

乗車定員 5名

ベースエンジン マツダ	水素ロータリーエンジン
（デュアルフューエルシステム付）

燃料 水素およびガソリン

燃料タンク 水素：35MPa（気圧）高圧水素
ガスタンクおよびガソリンタンク

最高出力 110kW

モーター 交流同期電動機

ジェネレーター 交流同期電動機

バッテリー リチウムイオン

b マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド
主要諸元

a 電気自動車「デミオEV」

2012年10月より、「マツダ	デミオ」をベースに自社開発した電気自動車「デミオEV」のリー
ス販売を日本国内で開始します。「デミオEV」は、高効率なリチウムイオンバッテリーや独
自のモーターを搭載することで、優れた加速性能・ハンドリング・乗り心地などの気持ちの
良い走りと200kmの航続距離（JC08モード／社内測定値）を両立し、ベース車両と同じ
居住空間・荷室容量も確保しています。走行中にCO2などの排出ガスを出さないゼロ・エ
ミッション車として、中国地方の地方自治体や法人顧客を中心に、合計約100台を販売す
る予定です。a

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、CO2を一切排出しない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、山口県などに
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。b 	
水素ロータリーエンジン＋ハイブリッド　
「マツダプレマシーハイドロジェンRE	ハイブリッド」は、ハイブリッドシステムを搭載して、エ
ネルギー効率の改善と加速性能の向上を実現し、水素での航続距離は200kmを達成して
います。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

自動車業界が抱える課題に対応するため、将来の実
用化に向けたマルチソリューションでの開発を進め
ています。将来に向けた技術開発

電気自動車

水素ロータリーエンジン車の開発
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プレマシーハイドロジェンRE
ハイブリッドレイアウトイメージ

ハイドロジェンRE
ハイブリッドシステム概念図

車名 デミオEV
駆動方式 FF
乗車定員 5人

寸法・重量
全長/全幅/全高＊1

3900mm/
1695mm/
1490mm

車両重量＊1 1180kg

性能

交流電力量消費率
（JC08モード）＊1 100Wh/km

一充電走行距離
（JC08モード）＊1 200km

駆動用
バッテリー

種類 リチウムイオン電池
総電圧＊1 346V
総電力量＊1 20kWh

原動機
最高出力＊1 75kW＜102PS＞/

5200～12000rpm

最大トルク＊1 150N・m＜15.3kgf・m＞/
0～2800rpm

充電時間
普通充電
（AC200V・15A）＊2 約8時間（満充電）

急速充電＊3 約40分（80%充電）
車両本体
価格（税込） 357万7千円

＊1	 社内測定値
＊2	 電力低下警報灯点灯後からの充電時間。時間は目安であり、
気温や電源の状態により異なる場合があります。

＊3	 50kWの急速充電機を使用した場合。充電率は目安であり、
急速充電器の仕様などにより異なる場合があります。

マツダの水素自動車開発の歩み

1991年 水素ロータリーエンジン第1号車HR-Xを東京モーターショーで発表

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

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

2003年 RX-8水素ロータリーエンジン開発車を東京モーターショーで発表

2004年 RX-8水素ロータリーエンジン開発車による公道試験走行を実施

2005年 プレマシーハイドロジェンREハイブリッドコンセプトを発表

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

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

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

2009年 プレマシーハイドロジェンREハイブリッドのリース販売を開始
「Hynor」にRX-8ハイドロジェンREのリース販売を開始
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植物から生成するバイオエタノールを混合した燃料は、CO2排出量削減に効果があること
から欧米を中心に注目されています。マツダはこれらの燃料に対応可能なクルマを販売し
ています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

対応状況
●	米国・欧州	：	「E10」（エタノールを10%混合したガソリン）対応車を販売
●	タイ	：	2007年度にMazda3で、2009年度にMazda2で「E20」（エタノールを
20％混合したガソリン）対応車を販売

●	国内	：	2011年度から、CX-5で「B5」（バイオディーゼル燃料を5％混合した軽油）に
対応したクリーンディーゼル「SKYACTIV-D	2.2」搭載車を販売

バイオエタノール混合燃料への対応



乗用車重量ランク別平均燃費

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

2007 2008 2009 2010 2011 （年度）
5

10

15

20

25
（km/ℓ）

10.54

13.58
15.59
17.65

23.68
22.83

8.9
10.5

13.0

16.0
17.9
18.8

＊ 2010年度燃費基準（10ー15モード）での推移。軽OEM車含む。

2010年度
燃費基準

新旧アクセラ燃費比較（国内モデル／JC08モード燃費）
20

（㎞/ℓ）

15

10

5

0
旧型 新型
＊ セダン1,360kgランク 15インチタイヤ装着車

SKYACTIV-G 2.0
/SKYACTIV-Drive

/i-stop
搭載車（＊）

SKYACTIV-G 2.0
/SKYACTIV-Drive

/i-stop
搭載車（＊）

MZR-DISI
/i-stop
搭載車

MZR-DISI
/i-stop
搭載車

14.8

17.6

国内の平成17年基準適合乗用車（軽自動車・OEM車を除く）
における超低排出ガス認定車（SU-LEV）の出荷台数比率
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■SU-LEV  平成17年基準排出ガス75%低減レベル

93 95 98 98

2007 2008 20112010 （年度）

98

2009

減免率 適合車種

免税 デミオ、CX-5（ディーゼル）、
タイタンCNG（OEM）

75%軽減 CX-5（ガソリン）、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。
　（2012年3月末時点）

デミオ、アクセラ、CX-5（ガソリン）、
プレマシー、ビアンテ、
AZワゴン（OEM）、キャロル（OEM）、
タイタン（OEM）

3車種 

2車種 

8車種 

a

b

c

エコカー減税d

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

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

新型アクセラのSKYACTIV-G 2.0／SKYACTIV-Driveを搭載したモデルは、同排気量の
旧型モデルと比べ、約20%燃費を改善しています。a
CX-5のクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」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）、高効率直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」
搭載車は、16.0km／l（2WD車・JC08モード）の優れた燃費性能を実現しています。また、
これまでも燃費改善を継続的に進めています。b  
これからもSKYACTIV技術の展開を拡大し、さらなる燃費改善に努めていきます。

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「Euro6」に適合した車
種の市場導入を進めています。
　●	2012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※2の98%

を達成(軽自動車・OEM車を除く) c
　●	CX-5のクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」搭載車が規制実施に先が

けて「Euro6」に適合

2009年4月から日本で施行された、「エコカー減税※3」に2012年3月時点で13車種が適
合しています。
登録乗用車では約91%の適合率となりました。（2011年度出荷台数ベース） d

従来のエコドライブサポートを進化させ、お客さまに「安全に」「楽しく」「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）
から導入を開始しました。（P105参照）

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として、「エ
コランプ」や「エコドライブ判定」などを一部の車種／機種に採用しています。

燃費向上への取り組み

排出ガスのクリーン化

エコカー減税に13車種が適合

インテリジェント・ドライブマスター（i-DM）の導入

エコドライブの支援
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● CX-5のクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」搭載車が規制実施に先
がけて「Euro6」に適合

主なTOPICS

※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 2012年3月現在 マツダ調べ
※3 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。



CX-5のラジエータータンクe

f

CX-5に採用するバンパー
（上：フロントバンパー、下：リアバンパー）

g

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全
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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。
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初採用し、その後、
プレマシー／Mazda5のガソリン車やCX-5へ採用を拡大しています。e

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。

マツダでは、最新の法定騒音規制よりも厳しい自主基準値に基づいて走行中の自動車か
ら発生する騒音の低減に努めています。
自動車の騒音はエンジン本体や排気系、吸気系、駆動系およびタイヤなどから発生します。
マツダでは、すでに乗用車、商用車の全車種で、この自主基準値への適合を完了しています。

日本ポリプロ株式会社※1と共同で、従来と同等の剛性を保ちながら、車両の軽量化を実現
する自動車部品用の樹脂材料を開発しました。部品をより薄肉で製造できるため、材料使
用量の大幅な削減が可能となり、フロントおよびリアバンパーに採用した場合、約20％軽
量化することができます。製造工程においては、薄肉化により成形時の冷却時間を短縮し
たことに加え、CAE解析技術の活用により樹脂材料の流動性を最適化することで、従来は
約60秒かかっていたバンパーの成形時間を、半分の30秒に縮めました。これにより、製造
時の消費エネルギーを大幅に削減することができます。
マツダでは、この樹脂材料を採用したクラス※2最軽量のバンパーを、CX-5に搭載し、順次
新型車に展開していく予定です。	 g

バイオマテリアルの採用を拡大

自動車騒音の低減	 f

騒音防止対策事例 CX-5

エンジン上近隣遮音カバー 排気騒音の低減

低騒音タイヤエンジン騒音低減
●	トーショナルダンパープリーの
最適化

●	サージタンクの剛性向上
●	フロントカバー、オイルパン締
結剛性最適化

●	オイルポンプの低騒音化
●	エキゾーストマニフォールドイ
ンシュレーターのフルフローティ
ング構造採用

●	スチールクランクシャフトの採
用

●	主軸軸受構造の最適化（ロア
ブロック構造の採用）

●	シリンダヘッドカバーの締結
構造最適化

●	シリンダヘッド＆ブロックの構
造最適化

※1	日本ポリプロ株式会社（東京都港区芝4-14-1　代表：水野	愛司）
※2	排気量1,500cc～2,000ccクラス	2012年2月現在	マツダ調べ

車両の軽量化を実現する自動車部品用樹脂材料を開発
—クラス最軽量のバンパーとして、CX-5に採用—



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

国内主要4拠点における種類別エネルギー使用量
単位（×103GJ/年）	

1990年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

電力 4,722 7,893 6,754 6,203 6,579 6,259

産業用蒸気 0 1,658 1,634 1,422 1,468 1,447

石炭 5,082 0 0 0 0 0

コークス 766 440 319 335 345 277

A重油 599 136 43 45 69 30

B重油 11 0 0 0 0 0

C重油 1,188 349 81 91 81 60

ガソリン 189 119 90 68 72 54

灯油 100 17 9 11 13 13

軽油 81 41 34 30 33 41

LPG 989 61 50 45 50 48

都市ガス 21 1,864 1,444 1,385 1,447 1,274

合計 13,748 12,578 10,458 9,635 10,157 9,503

9,503

1990 2007 2008 2010
都市ガス
B重油
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A重油

軽油
コークス
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ガソリン
産業用蒸気
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（年度）20110

CO2排出量 売上高当たりCO2排出量
＊マツダ国内主要4拠点におけるＣＯ2排出量算出は、「地球温暖化対策の推進に関する法律
（温対法）」の温室効果ガス排出量算出・報告マニュアルに準拠し、2006年度以前はコ
ジェネレーション設備、2007年度以降は電気事業者からの購入として算出しています。
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2011年度の国内主要４拠点※1（開発など間接領域も含む）におけるCO2総排出量は以下
の取り組みの結果、1990年度比で42.6％削減することができました。a 	 b
＜2011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
　● 太陽光発電パネルの設置
＜2011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42.6%削減（584千t-CO2）
　● 売上高当たりの排出量は17.1%削減（37.9t-CO2／億円）

開発、生産および購買部門が相互協力して、5～10年という中期を見据え、これから導入
する新型車を車格やセグメントを越えた一括企画をすることで、より効率的に多品種の商
品を開発・生産する取り組みを行っています。
これにより、機械加工ラインでは、今まで40工程が必要であった加工ラインを並列4工程に
まで集約することができました。その結果、大幅なエネルギー使用量の削減が実現できました。

ラインおよび工程全体を最適なプロセスとするため、設備稼働率の向上、サイクルタイムの
短縮などに取り組んでいます。
また、エネルギーの製造から消費までの各段階におけるロスを再分析し、さらなるロス削減
活動を進めています。
1．エネルギー製造時のロス削減
コンプレッサー、ボイラーなどのエネルギーを製造する段階でのロスを最小化する活動
を進めています。

2．エネルギー供給時のロス削減
エア、蒸気、電気などを製造して、消費されるまでの間のエネルギーロスを最小化する	
ための漏れ防止、電気抵抗低減などの活動を進めています。

3．設備非稼動時のロス削減
休憩、直間、始終業時の設備非稼動時のエネルギー供給停止に加えて、設備の稼動中
における非常に短かい非稼働時間のエネルギー供給もロスと定義し、細やかなエネルギー
供給停止を行うことで、エネルギー消費の削減を行っています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

エネルギーの効率的な利用を推進するとともに、生
産領域において排出されるCO2量の削減に取り組
んでいます。生産における地球温暖化防止
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● 国内主要4拠点におけるCO2総排出量を1990年度比で42.6%削減

主なTOPICS

1990年度比でCO2総排出量を42.6%削減

モノ造り革新による環境貢献への取り組み

省エネルギー生産への取り組み

※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	詳細はオフィシャルウェブサイト	株主・投資家情報　　　　　　　
（http：//www.mazda.co.jp/corporate/investors）を参照

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


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
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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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物流CO2排出量と削減率（国内）a
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d

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。a

2010年度から完成車・部品の輸出入におけるCO2排出量の把握を海外物流にまで拡大
しています。
＜2011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4億3千万トンキロ。輸送
トンキロ当たりのCO2排出量は1990年度比24%以上削減の目標に対して、32％削減。

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
させる取り組みを行っています。
物流領域では、各プロセスで埋もれている物流をグローバルにきめ細かく「見える化」
することにより、以下3つの柱を浸透させる活動に取り組んでいます。
1.完成車の流通センター集約（ハブ＆スポーク）※1	 b
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。2011年度
はこれをさらに5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
上と減船が実現できました。
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）	 c

　　KD※2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。
3. 調達部品へのミルクランシステム※3の導入	 d
生産部品調達では１台のトラックで、複数のサプライヤーを巡回して集荷することに
より、1台当たりのトラックの積載率を向上させ、トラックの便数を減らす活動を推進
してきました。2003年度に広島の一部と九州地区から始め、2007年度に日本全国へ
の展開をほぼ完了しています。
現在は調達物流全体の視点に立って、物流チェーンのさらなる効率化を目指しています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全
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1990年度比でCO2排出量32％削減

お客さま満足とCO2削減の両立

※1	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。

※2	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。
※3	１台のトラックで、複数のサプライヤーを巡回して集荷する方法。牧場を
巡回して牛乳を集荷するさまになぞらえたもの。

エネルギーの効率的な利用を推進するとともに、物
流領域において排出されるCO2量の削減に取り組
んでいます。物流における地球温暖化防止

● 流通センターの集約による内航船の効率的運用と減船によるCO2削減

主なTOPICS



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

a

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。a

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。
マツダは、「リサイクル設計ガイドライン」を1992年に策定し、開発中のすべてのクルマに
3R設計を取り入れています。
具体的には、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。b

　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

マツダは、持続的な資源の有効利用を目指して、使用済自動車バンパー（廃車バンパー）を
新車バンパーの材料として水平リサイクルする技術を世界で初めて実用化※2し、2011年
8月21日生産分よりビアンテのリアバンパー用として使用を開始しました。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

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
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3Rに配慮した事業活動

開発

リサイクルに配慮した開発・設計

廃車バンパーtoバンパーリサイクル

※1	Automobile	Shredder	Residue。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	2011年8月現在	マツダ調べ〔協力会社〕ヤマコー（株）、高瀬合成化学（株）

締結点

薄肉構造

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

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かつ単
一層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

b

● 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

主なTOPICS



2011年度の生産領域における
副生物・廃棄物のリサイクル

原材料・エネルギー

総合リサイクル率:100％

製品
副生物・廃棄物 工場内リサイクル 工場外リサイクル

工場

100.0％ 37.3％
・金属くず
・鋳物砂

62.7％
・集じん砂
・金属くず

全埋立廃棄物量の推移
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2011年度の物流：部品梱包における主要施策の効果
2011年度

梱包・包装資材
の削減率

（1990年度比）※2
主な施策と状況

43.4%

物流領域での3R
KD・補修用部品の個別包装・ダンボール包装の削減
コンピュータでの梱包仕様開発による試作廃止
KD・補修用部品のリターナブル容器の適用拡大
輸入部品の梱包資材のリターナブル化推進

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

使用済自動車リサイクルプロセス
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

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）

2011年度の再資源化（リサイクル）実績
リサイクル実効率 　 99%

フロン類引取り台数 　 123,863台

エアバッグ類引き取り台数 　 98,020台

ASR総引き取り量台数 　 149,778台

再資源化率
エアバッグ類 94%

ASR 94%

払渡しを受けた預託金総額 1,428,659,115円

再資源化などに要した費用の総額 1,333,441,487円※

※マツダにて別途要した費用を含みます

c

d

e

f

g

h

2010年度までに国内主要4拠点※1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。c  d
その後、2011年度まで、毎年これを継続しています。

マツダは、容器のリターナブル化や包装仕様の簡素化、資材の再利用などの３Ｒ活動を推
進しています。
２０１１年度は、梱包･包装資材使用量を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４３．４％※２削減しました。
さらに、開発段階から物流のニーズを反映し、商品開発と一体となった梱包･包装仕様の改
善に着手しました。e  f

日本の自動車リサイクル法に基づき、指定3品目（フロン類、エアバッグ類、ASR）を適切に
処理するだけでなく、独自の技術や取り組みにより、積極的にリサイクルを行っています。
特にASRについては、日産自動車（株）、三菱自動車（株）など13社で設立した「ART」※3を
通じて、法令順守と再資源化率向上を推進しています。
また、販売会社では新車販売時の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。g  h

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。
欧州
EU指令に基づき、リサイクル業者への解体マニュアルの提供および最終所有者から
無償で廃車を回収する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、販売店
を通じて、リサイクル業者向けに解体マニュアルの提供などの活動を推進
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

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全
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物流

使用済自動車

梱包・包装資材の削減

日本での自動車リサイクル法への取り組み

欧州・台湾・中国でのリサイクル推進

※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（開
発など間接領域も含む）

※2 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
※3 「自動車破砕残さ再資源化促進チーム（ART：Automobile shredder 

residue Recycling promotion Team）」

生産

全埋立廃棄物ゼロ



市場損傷バンパー回収本数の推移（国内）
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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。
　● 交換バンパーリサイクル：使用過程中に修理・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。2011年度は、79,575本（回収率79％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。i

　● 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。

マツダグループでは、資源の有効活用の観点から認定解体業者と提携し、リユース部
品を販売しています。
また、特約販売店で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、補
修整備して、リビルド品として販売しています。
＜2011年度リビルド品販売実績＞
エンジン	1,217台　トランスミッション	1,333台
このリビルド品は、LCA（ライフサイクルアセスメント）評価を行っており、リビルド
品は新品と比べて大幅なCO2排出量削減が達成されていることを確認しています。j 	

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、2011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。

リユース部品およびリビルド品の活用

非鉄金属・貴金属についての取り組み

使用済部品の回収・リサイクルの推進



マツダ サプライヤー

IMDSサーバー
データをインプットデータをダウンロード

調査依頼

IMDSの仕組みa

マツダは「環境負荷物質管理基準」を発行し、購入する部品や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。
また、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムの使用削減に積極的に取り組み、日本自動車工業
会の自主目標（鉛・水銀の削減、六価クロム・カドミウムの使用禁止）を2007年2月までに
すべて前倒しで達成しています。

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2008年11月末までに予備登録を、2010年11月末まで
に本登録を完了しました。
順次公表される高懸念物質（SVHC※2）の切替え対応について、2012年3月にサプライヤー
へ協力要請を行いました。

サプライチェーン全体で、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムといった環境負荷物質の削減を
推進するため、国際標準システム「IMDS」※3を用い、サプライヤーの材料情報収集を行っ
ています。a

IMDS運用に関する取り組み
　● サプライヤーにIMDSデータを適切に入力してもらうため、ガイドラインを毎年発行・
提供

　● IMDSを通じて収集したデータを、車両のリサイクル可能率の算出や欧州の化学物質
規制「REACH」など、各種規制の対応に活用

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※4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
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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
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化学物質の適正な管理

欧州の化学物質規制「REACH」への対応

自動車部品の材料情報収集・管理

VOCの削減：車室内VOC

※1	Registration,	 Evaluation,	Authorization	 and	 Restriction	 of 	
Chemicals

※2	Substance	of	Very	High	Concern
※3	International	Material	Data	System
※4	Volatile	Organic	Compounds：揮発性有機化合物



2011年度は、「ボディ塗装ラインの塗装面積当たりのVOC排出量を29g／㎡以下」の達
成に向けて、着実に活動を進めました。
「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、2011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」技術の本格導入
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27.1g／㎡まで削減し、目標
値を達成しました。

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。

2011年度のPRTR法※1対象物質の大気および水域への排出量は、アクアテック塗装の導
入や、シンナー使用量の削減活動によって、1998年度比で65％減となる979トンに削減
しました。
今後もVOC削減、PRTR法対象物質の排出量削減に取り組みます。
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VOCの削減：塗装ライン

温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減

PRTR対象物質の排出量削減

※1	特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律。Pollutant	Release	and	Transfer	Register：環境汚染物質排出・移
動登録



（※印は特定第一種指定化学物質 取扱量 500kg／年以上を記載）
（第一種指定化学物質 取扱量 1,000kg／年以上を記載）

本社工場 （単位：kg／年）

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

1 亜鉛の水溶性化合物 21,977 0 352 0 352 19,208 0 2,417 0 

37 4,4’-イソプロピリデンジフェノール 4,395 0 0 0 0 0 4,395 0 0 

53 エチルベンゼン 138,938 66,910 0 0 66,910 47,142 21,157 0 3,729 

80 キシレン 606,892 252,642 0 0 252,642 196,973 87,815 0 69,462 

87 クロム及び3価クロム化合物 77,596 0 0 0 0 76,182 0 1,414 0 

88※ 6価クロム化合物 3,449 0 0 0 0 2,035 1,414 0 0 

258 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ
[ 3.3.1.13.7 ]デカン 105,032 0 0 0 0 0 105,032 0 0 

277 トリエチルアミン 266,843 1,601 0 0 1,601 0 265,242 0 0 

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 204,168 34,091 0 0 34,091 123,344 46,733 0 0 

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 54,128 29,397 0 0 29,397 4,384 10,624 0 9,723 

300 トルエン 894,156 267,264 0 0 267,264 431,275 177,387 0 18,230 

309※ ニッケル及びその化合物 3,939 0 473 0 473 1,359 0 2,107 0 

349 フェノール 597,206 15 18 0 33 0 597,173 0 0 

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 15,023 0 0 0 0 14,572 451 0 0 

374 ふっ化水素及びその水溶性塩 4,004 0 641 0 641 0 0 3,363 0 

392 ノルマル-ヘキサン 147,355 369 0 0 369 128,332 18,654 0 0 

400※ ベンゼン 28,731 36 0 0 36 23,818 4,877 0 0 

411※ ホルムアルデヒド 170,525 1,622 0 0 1,622 0 168,903 0 0 

412 マンガン及びその化合物 212,567 0 308 0 308 210,389 0 1,758 112 

438 メチルナフタレン 4,329 22 0 0 22 0 4,307 0 0 

448 メチレンビス（4,1-フェニレン）
=ジイソシアネート 255,723 0 0 0 0 0 255,723 0 0 

453 モリブデン及びその化合物 2,381 0 0 0 0 1,104 0 114 1,163 

全体 3,819,357 653,969 1,792 0 655,761 1,280,117 1,769,887 11,173 102,419 

三次事業所

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

53 エチルベンゼン 4,315 0.49 0 0 0.49 0 4,315 0 0

80 キシレン 18,288 2.1 0 0 2.1 0 18,286 0 0

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 11,949 0.69 0 0 0.69 0 11,948 0 0 

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 2,126 0.07 0 0 0.07 0 2,126 0 0 

300 トルエン 56,202 20 0 0 20 0 56,182 0 0 

392 ノルマル-ヘキサン 6,745 17 0 0 17 0 6,728 0 0 

400※ ベンゼン 1,827 2.3 0 0 2.3 0 1,825 0 0 

438 メチルナフタレン 6,065 30 0 0 30 0 6,035 0 0 

全体 107,517 73 0 0 73 0 107,445 0 0 

防府工場 西浦地区

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量
大気 水質 土壌 廃棄物量

1 亜鉛の水溶性化合物 14,545 0 233 0 233 12,712 0 1,600 0 

53 エチルベンゼン 73,086 31,272 0 0 31,272 34,779 7,035 0 0 

80 キシレン 304,707 107,381 0 0 107,381 145,870 28,653 0 22,802 

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 133,798 14,846 0 0 14,846 92,558 9,853 0 16,542 

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 33,219 15,549 0 0 15,549 7,637 3,457 0 6,577 

300 トルエン 552,763 151,779 0 0 151,779 360,814 28,791 0 11,377 

309※ ニッケル化合物 4,739 0 341 0 341 2,876 0 1,522 0 

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 12,336 0 0 0 0 11,966 370 0 0 

392 ノルマル-ヘキサン 83,458 209 0 0 209 81,870 1,378 0 0 

400※ ベンゼン 16,923 21 0 0 21 16,665 236 0 0 

411※ ホルムアルデヒド 3,916 1,388 0 0 1,388 0 2,528 0 0 

412 マンガン及びその化合物 4,484 0 249 0 249 2,807 0 1,421 7 
全体 1,237,974 322,445 823 0 323,268 770,554 82,301 4,543 57,305 

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

全社
取扱量 排出量 消費量 除去量

移動量
リサイクル量

大気 水質 土壌 廃棄物量
全体 5,164,848 976,487 2,615 0 979,102 2,050,671 1,959,633 15,716 159,724 

2011年度 PRTR環境汚染物質排出・移動量
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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

Sustainability Report 201258

※1	生態系と企業活動との関連性を依存度・影響度の両方から評価し、戦略の
立案を行うためのガイドライン。持続可能な発展のための世界経済人会
議（WBCSD）発行

「日本経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同して「生物多様性民間参画パートナーシップ」
に参加しています。2011年度にはマツダにおける生物多様性の取り組みを体系的に構築
していくために「生物多様性に関する影響度評価」を実施しました。この評価を基に、「マツ
ダ生物多様性ガイドライン」を2012年度中に策定する予定です。

「企業のための生態系サービス評価（ESR）」※1の評価手法に基づき、バリューチェーン
全体を通して、どのような生態系サービスに依存し、どのような影響を与えているのか
を明らかにする影響度評価を実施しました。
評価結果は、広島大学大学院国際協力研究科教授	中越信和氏に確認をいただき、社会
貢献活動を通じた生物多様性の向上などについて意見をいただきました。
この影響度評価の中で特定された「マツダとしての優先すべき重点課題」と、「今後の
対応すべき方向性」を基に戦略的な取り組みの策定を進めていきます。

事業活動の分析や環境影響低減など
　● 環境負荷物質の管理・削減	（P55）
　● 水質・大気の汚染防止	（P60）
　● 新たな工場を建設する場合、生物多様性への影響を配慮
自然再生など生物多様性への積極的な貢献
　● 「地域の森林保全活動に協力（マツダの森・ひろしまの森林（もり）づくりフォーラム）」
(広島県)	（P73）

　● 「企業との協働による水源の森づくり」（山口県）
　● 「地域と協働した緑化事業の推進」（神奈川県）	（P79）
　● 「学生自然保護協会(SCA)の支援」	（米国）	（P85）
　● 「チャタム島・タイコ・トラストの支援」(ニュージーランド)（P97）
　● 「マツダ自然保護基金（MMF）」（南アフリカ）	（P98）
省エネ・省資源、3Rなどの資源循環への取り組み
　● 全体	：	エネルギーの使用量削減	（P48）
　● 開発	：	リサイクルしやすい部品や素材の開発・採用	（P52）
　● 生産	：	副生物・廃棄物のリサイクル推進、全埋立廃棄物をゼロ	（P53）
　● 物流	：	梱包・包装資材の3R推進	（P53）
　● 使用済自動車：バンパーtoバンパーリサイクル	（P53）

基本的な考え方

生物多様性に関する影響度評価

具体的取り組み項目

● バリューチェーンにおける生物多様性への依存度・影響度評価を実施

主なTOPICS
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自然や先人からの学び
　● 生物の構造や機能に着目した検討を継続的に実施（例：昆虫の羽の発色構造を利
用したクルマの塗装技術）

生物多様性に資する技術の開発や活用
　● 食糧と競合しないバイオプラスチックの実用化を目指し自動車部品材料の研究
開発を推進	（P47）

一般対象の環境教育
　● 環境教育の一環として、生物多様性への配慮についての教育の実施	（P66）
　● グリーン調達の推進（生物多様性保全への配慮を含む）	（P65）
　● マツダ財団が広島大学と合同で開催の科学わくわくプロジェクトにおいて生物
分野の環境教育を実施	（P84）
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［生活系］
トイレ
手洗い

［工程系］
冷却水
洗浄廃水

［雨水系］

［廃液系］
クーラント
洗浄廃液

廃水処理場

浄化槽

雨水貯槽

サブ廃水貯槽 メイン廃水貯槽

濃厚貯槽

高次処理

生物処理

凝集処理

油分離

廃水のポンプ移送

初期降雨のポンプ

バキューム車

初期降雨

社外処理

放流
放流

廃水のポンプ移送

し尿などの生活廃水の
浄化・殺菌

排水処理システムの概要（本社工場）

SOx（硫黄酸化物）やNOx（窒素酸化物）対策、ばいじん、粉じん、ミスト対策、さらにVOC（揮
発性有機化合物）対策について、法規制値よりも厳しい自主基準値を定め、継続的な削減
に取り組んでいます。
その他、使用する燃料を重油から都市ガスへ転換するなど、環境負荷を低減できる燃料を
積極的に導入しています。

公共用水域への排水にあたって、法規制値よりも厳しい自主基準値を定めて日常的に管
理しています。また、生活系、工程系などの排水系統ごとに適正に処理し、排水の浄化に努
めています。a

三次事業所を除く、国内の工場・事業所の生産工程で用いる水は、ほぼ全量工業用水を使
用しており、地盤沈下を引き起こす恐れのある地下水は一切使用していません。また、三次
事業所では雨水を池に貯水して利用するなど、水資源を有効利用しています。
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水質や大気を保全するために、法規制よりも厳しい
自主基準を定めて、汚染物質の排出を適正に管理し
ています。水質・大気の汚染防止
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大気汚染防止：法規制よりも厳しい自主基準値を設定

水資源の保存：排水の浄化に努め、水資源を有効活用
a



水･大気データ

大気汚染物質
区分 大気汚染物質	 単位 規制値 実績値（最大）

本社工場

NOx

ボイラー ppm
180	 84	

150	 65	

乾燥炉 ppm
250	 73	

230 24	

溶解炉 ppm 180	 96	

ディーゼルエンジン ppm 950	 610	

加熱炉 ppm

200	 24	

180	 57	

150	 89	

130 45	

ばい焼炉 ppm 220	 35	

ばいじん

ボイラー g／㎥N
0.30	 0.012

0.10	 0.0012

乾燥炉	 g／㎥N

0.4 0.0054

0.35 ＜0.002

0.2 0.0083

0.15 0.0054

溶解炉 g／㎥N

0.4 0.02

0.20	 0.054

0.10	 0.001

ディーゼルエンジン g／㎥N 0.10	 0.017

加熱炉 g／㎥N

0.4 0.0064

0.25	 0.014

0.20	 0.055

ばい焼炉 g／㎥N 0.10	 0.003

SOx K値規制 — 7	 1.14

VOC
塗装施設 ppm 700 296

洗浄施設 ppm 400 124

三次事業所

NOx
ボイラー ppm 250	 170	

ディーゼルエンジン ppm 950	 610	

ばいじん
ボイラー g／㎥N 0.30	 0.093

ディーゼルエンジン g／㎥N 0.10	 0.075

防府工場
西浦地区

NOx
ボイラー ppm

150	 54	

130	 82

乾燥炉 ppm 230	 150	

ばいじん

ボイラー g／㎥N 0.10	 0.003

乾燥炉 g／㎥N

0.35	 0.007

0.30	 0.006

0.20	 0.006

SOx
K値規制 — 4.5	 0.001

総量規制 ㎥N／h 35.92	 0.014

VOC 塗装施設 ppm 700 290

防府工場
中関地区

NOx 溶解炉 ppm 180	 35

ばいじん
加熱炉 g／㎥N

0.25	 ＜0.002

0.20	 ＜0.002

溶解炉 g／㎥N 0.20	 0.036

SOx
K値規制 — 4.5	 0.03

総量規制 ㎥N／h 10.44	 0.075

　

水質汚濁物質 排水の放流先:猿猴川、海田湾

区分 水質汚濁物質 単位 規制値 実績値
最大 最小 平均

本社工場

pH(淡水系) ー 5.8～8.6 7.4 6.6 7.0	
pH(海水系） ー 5.5～9.0 7.6 6.3	 7.1	
BOD mg／L 120 3.4 ND <1.6
COD mg／L 15 11 1.3 4.2	
SS mg／L 150 7.5 ND <3
油 mg／L 5 ND ND ND
銅 mg／L 3 0.04 ND <0.01
フッ素(淡水系) mg／L 8 0.2 ND <0.1
フッ素(海水系） mg／L 15 7.3 0.1 2.6	
亜鉛 mg／L 2 0.67 ND <0.09
溶解性マンガン mg／L 10 0.7 ND <0.2
全窒素 mg／L 60 9.6 1.8 4
全リン mg／L 8 0.4 ND <0.08
大腸菌群数 個／㎤ 3000 66 10未満 <14
フェノール mg／L 5 0.13 ND <0.02
クロム mg／L 2 0.03 ND <0.01
ホウ素(淡水系) mg／L 10 0.2 0.17 0.19	
ホウ素(海水系） mg／L 230 1.5 0.11 0.9	
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 4.1 1.3 2.6	

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

排水の放流先:馬洗川

区分 水質汚濁物質 単位 規制値 実績値
最大 最小 平均

三次
事業所

pH ー 5.8～8.6 7.6 7.1 7.4	
BOD mg／L 70	 4.8 0.9	 2.1	
SS mg／L 70	 6 0.6	 2.4	
油 mg／L 5	 ND ND ND
フッ素 mg／L 8 0.2 0.2 0.2
亜鉛 mg／L 2 ND ND ND
溶解性マンガン mg／L 10	 0.4 ND <0.2
全窒素 mg／L 60 0.6 0.6 0.6
全リン mg／L 8 0.02 0.02 0.02
大腸菌群数 個／㎤ 3000	 53 10未満 <16
ホウ素 mg／L 10 0.03 0.03	 0.03	
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 ND ND ND

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

排水の放流先:大海湾

区分 水質汚濁物質 単位 規制値 実績値
最大 最小 平均

防府工場
西浦地区

pH ー 5.0～9.0 7 6.2	 6.7	
COD mg／L 40 10.2	 2.8	 6.5	
SS mg／L 30 1 ND <0.5
油 mg／L 2 ND ND ND
亜鉛 mg／L 2 0.3 0.1 0.2
溶解性鉄 mg／L 10 0.1 ND <0.1
全窒素 mg／L 60 8 0 3.9
全リン mg／L 8 2.3 0.07 0.78
大腸菌群数 個／㎤ 3000 0 0 0
ホウ素 mg／L 230 ND ND ND
フッ素 mg／L 15 1.2 0.61 0.91
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 2.6 1.8 2.2

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

排水の放流先:大海湾

区分 水質汚濁物質 単位 規制値 実績値
最大 最小 平均

防府工場
中関地区

pH ー 5.0～9.0 7.7	 6.0	 7.4	
COD mg／L 40 12.3	 5.4	 7.5	
SS mg／L 30 23 ND <5.5
油 mg／L 2 ND ND ND
亜鉛 mg／L 2 0.1 0.1 0.1	
全窒素 mg／L 60 13.6 2.5 6.7	
全リン mg／L 8 1.1 0.02 0.12	
大腸菌群数 個／㎤ 3000 0 0 0
ホウ素 mg／L 230 ND ND ND
フッ素 mg／L 15 ND ND ND
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 7.5 5.6 6.6	

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、
四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロロエチレン、シス-1．2-ジクロロエチレン、1．1．1-トリクロロエタン、1．1．2-トリクロロエタン、
1．3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、フェノール、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロムは全てＮ
Ｄであった。
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CSR・環境・社会活動ホームページ
http：//www.mazda.co.jp/csr

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

a カーボン・オフセット証明書

c オフィシャルウェブサイト

2012年3月の2日間、マツダR&Dセンター横浜において「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〜」を開催しました。このイベントでは、イベント

（2日間）で発生するCO2排出量をオフセットする、CO2オフセットプログラム（東日本大震
災の被災地である福島県の企業で創出された「復興支援型国内クレジット」から購入）を実
施しました。（イベントの詳細はP17参照） a

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。国内・海外で開催されるモーターショーにおける先進的な環境技術の紹
介や各種イベントでのSKYACTIV技術搭載車の試乗など、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。
2011年12月の「エコプロダクツ2011」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クイズによるステージショーで紹介し、クル
マとCO2の関係について一緒に考え、理解を深めていただきました。b
また、主催者が企画したCO2オフセットプログラム（東日本大震災の被災地周辺で創出した「被
災地復興支援型国内クレジット」購入）に参加しました。

社会・環境の取り組みに関する年次報告書として、「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）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する他、Social Network 
Service（SNS）を通して最新情報をタイムリーに公開しています。c

● 「サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2012」を開催
● 「エコプロダクツ2011」に出展

主なTOPICS

サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2012

環境展示会・イベントへの参加

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

b エコプロダクツ2011

http://www.mazda.co.jp/csr/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/env/


イベント名 主催 日程 対象 内容

エコ＆セーフティ神戸カーライフ・
フェスタ2011

環境省、神戸市
日本自動車連盟（ＪＡＦ）	 2011年5月14～15日 一般 ＜展示物＞「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」、「ビアンテ」

人とくるまのテクノロジー展
2011 （社）自動車技術会 2011年5月18～20日 一般

（自動車関係者中心）
＜展示物＞マツダ「清」、カットエンジン「SKYACTIV-G」(国内初披露)
＜説明＞「SKYACTIV技術」

環境の日　ひろしま大会 広島県 2011年6月5日 一般
＜展示物＞「デミオ」、「プレマシー」、カットエンジン「SKYACTIV-G」、パネル「SKYACTIV技術」・
「森林保全活動」
＜ステージ＞SKYACTIV-Gを中心としたマツダの環境技術紹介

クリーンディーゼル普及促進協議会
設立記念シンポジウム*

クリーンディーゼル普及
促進協議会 2011年6月17日 一般 ＜講演＞「SKYACTIV技術」が生み出したクリーンディーゼル

環境ひろばさっぽろ* 札幌市環境局他 2011年7月29～31日 一般 ＜展示物＞パネル「SKYACTIV-D」

山口いきいきエコフェア きらら物産・交流フェア
2011推進会議 2011年9月9日～10日 一般 ＜展示物＞SKYACTIV-G搭載「デミオ」、カットエンジン「SKYACITV-G」、

パネル「SKYACTIV技術」

東京国際環境会議2011
日経BP環境経営フォーラ
ム、ECO	JAPAN、日経
ビジネス、日経エコロジー

2011年9月21日 一般 ＜展示物＞パネル「SKYACTIV技術」
＜講演＞内燃機関の将来に向けて

Tech	biZ	Expo2011* 名古屋市見本市委員会 2011年10月19～22日 一般 ＜展示物＞パネル「SKYACTIV-D」、カットエンジン「SKYACTIV-D」

エコ・イノベーションメッセ2011
in	ひろしま

「エコイノベーショーンメッ
セ2011in	ひろしま」実行委
員会、広島県、広島市、中国
経済連合会他 2011年11月25日～26日

（両イベントは同時開催） 一般
＜展示物＞SKYACTIV-G搭載「デミオ」、カットエンジン「SKYACTIV-D」、
パネル「SKYACTIV技術」
＜講演＞マツダの環境への取り組み
＜見学＞マツダミュージアム2011温暖化ストップ!フェア	in	ひろ

しま

経済産業省中国経済産業
局、環境省中国四国地方環
境事務所、広島県、広島市
他

エコプロダクツ2011 （社）産業環境管理協会、
日本経済新聞社 2011年12月15～17日 小学生・一般

＜展示物＞SKYACTIV-G搭載「デミオ」、カットエンジン「SKYACTIV-GおよびＤ」
＜技術紹介＞「SKYACTIV技術」	、ビルディングブロック戦略、CO2削減取り組み(環境技術)、
社会貢献活動など
＜ステージ＞クルマのライフサイクルを通したCO2削減取り組み
<試乗会>SKYACTIV-G搭載「デミオ」

札幌モーターショー2012「クリー
ンディーゼル・シンポジウム」*

クリーンディーゼル普及
促進協議会 2012年2月17日～19日 一般 ＜試乗会＞SKYACTIV-D搭載「CX-5」

＜講演＞「SKYACTIV技術」が生み出したクリーンディーゼル

＊	クリーンディーゼル普及促進協議会の一員として参加
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63 Sustainability Report 2012

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月の環境月間には、
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、マツダやグループ
会社合わせて、消費電力ベースで87％の消灯率※1となりました。
ライトダウンキャンペーン
環境省主催のライトダウンキャンペーンに参画し、夏至から七夕までの毎晩、マツダ本体各
施設の看板照明を消灯しました。また、夏至と七夕の両日にプライベートでの参加(夜8時
から10時まで消灯)を呼びかけ、国内マツダグループ会社の従業員や家族を含めて延べ
12,202名が参加しました。
アースアワー2012
WWF（世界自然保護基金）が主催するアースアワー2012に参加し、マツダ本体とマツダ
プロセシング中国は3月31日（土）の夜8時30分から1時間、各施設の看板照明などを消
灯しました。
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、全社に社長メッ
セージを発信しました。

社内啓発活動

環境イベントへの参加

※1	消費電力と消灯本数を掛け合わせて算出したもの。安全確保を
優先するため100％の消灯は目標としません。



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2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3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）
（P71参照）

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

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。

クルマのライフサイクル全体で環境負荷低減に積極的に取り組んでいます。独自のLCA※1

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。
2011年度は新型デミオ、新型アクセラ／Mazda3、CX-5のLCAを実施し、従来型車に対
してCO2排出量などが低減していることを確認しました。
CX-5では、第三者機関（社団法人	 産業環境管理協会）から国際規格（ISO14040／
ISO14044）に準拠したレビューを受け、ISO規格に準拠していることが確認され、認証を
受けることができました。b

これにより、SKYACTIV技術の搭載車であるCX-5が、客観的に、かつ、高い信頼性のもと、
ライフサイクル全体で見ても環境負荷の低い車であると認められました。
また、マツダのLCAへの取り組みが、市場の普及実態を反映した包括的な環境負荷評価で
あること、および、継続的な取り組み改善であることが認められ、平成23年度LCA日本フォー
ラム表彰において、奨励賞を受賞しました。
今後の新型車においても着実にLCAを実施し、環境改善効果を確認します。

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。

CX-7（改）とCX-5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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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 a

環境マネジメントシステム

a マツダ環境推進体制（2012年3月31日時点）

LCA（ライフサイクルアセスメント）

※1	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。

＊自動車の生涯走行距離11万km（13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。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）

b 社団法人産業環境管理協会の証書



内部監査の結果　
2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

指
摘
事
項
件
数

重大な不適合 0 0 0 0 0

軽微な不適合 21 21 11 8 10

観察事項 139 107 96 119 99

外部監査の結果
2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

指
摘
事
項
件
数

重大な不適合 0 0 0 0 0

軽微な不適合 1 0 1 0 0

観察事項 6 9 7 5 5

d

内部監査員の人数　　                          　単位：（人）

　 2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

内
部
監
査
員
数

広島地区 481 527 523 517 595

防府工場 161 161 117 123 118

合計 642 688 640 640 713

e

c ISO14001の認証取得一覧

国内生産拠点・事業拠点

広島地区
本社工場

2000年6月
三次事業所

防府工場
西浦地区 1998年9月

中関地区（拡大） 1999年9月

海外生産拠点
コンパニア コロンビアナ アウトモリスS.A（コロンビア）＊1 2012年2月

AAT オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.（タイ）＊2 2000年5月

AAI オートアライアンス・インターナショナル,Inc.（米国）＊2 2000年6月

長安フォードマツダ汽車有限公司＊2 2008年12月

長安フォードマツダエンジン有限公司＊2 2009年2月

＊1 連結子会社
＊2 持分法適用会社

国内持分法適用会社
(株)日本クライメイトシステムズ 2000年5月

ヨシワ工業(株) 2002年4月

MCMエネルギーサービス(株) 2008年6月

国内連結子会社（販売系を除く）5社

(株)マツダE&T＊ 2000年6月

トーヨーエイテック(株)＊ 2000年6月

マツダエース(株)＊ 2000年6月

マロックス(株)＊ 2000年6月

倉敷化工(株) 2001年12月

＊ 広島地区として一部もしくは全部の認証を取得

進捗状況 c

　● 2012年2月にコンパニア コロンビアナ アウトモリスS.Aが、国際規格ISO14001
の認証を取得したことにより、国内・海外の製造系のグループ会社、全14社で認証
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（2012年3月時点でマツダ・マツダアンフィニ系販売会社18社、
マツダオートザム系販売会社25社、マツダ中販（株）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
ムの導入完了

サプライチェーン全体で環境保全に配慮した事業活動を継続的に推進することを目指して、
2010年7月、「マツダグリーン調達ガイドライン」を改訂しました。
こ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
すべての段階での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。
また、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サプライヤーと協働して環境活動を推進していき
たいと考えています。
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。

　● 継続的に取引がある主要なサプライヤー約400社のすべてが認証取得を完了（2006
年度末）

　● 新規サプライヤーを含め、主要サプライヤーの認証取得100%を継続
　● マツダグリーン調達ガイドラインの中で、購買1次サプライヤーを通じて、2次以

降のサプライヤーの環境マネジメントシステム構築を要請

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。2011年度の監査では重大な指
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。

審査員 ： 内部監査員（外部審査機関による教育を受け、一定の資格を認定された社員）
内容 ： 各部門で必要な項目
頻度 ： 年1回（広島地区）、年2回（防府工場）
その他 ： 客観性を高め、有効なものとするために、部署単位ではなく、全社横断的なものと
して実施

感覚公害とは、騒音・振動、臭気などにより人体に感覚的・心理的影響を与えるものです。
騒音や振動、臭気などについては、法規制値をクリアしていても周辺の住民に不快感を与
えることがあります。そこでマツダでは、発生源の改善や防音・脱臭などの対策の強化を計
画的に進めています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重環境保全

65

環境監査の実施 d

環境監査の実施状況 ： 内部監査 e

感覚公害の防止
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「グリーン調達」の推進

サプライヤーの環境マネジメントシステム構築対応状況

※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



法令違反、苦情（2011年度）
件数 対策

法令違反、
行政から
の指導

4件

●	浄化槽の改善通知を受け、清掃･管理の強化を講
じました。

●	特定施設の届出・許可申請漏れにより、2件の行
政指導（使用停止命令、警告書）を受け、業務プロ
セスの改善などの再発防止策を推進しています。

●	臭気の改善勧告を受け、原因を特定し対策を講
じました。

苦情
騒音 3件 部品交換の実施、並びに消音器の追加対策を進め

ました。

臭気 2件 操業管理を徹底するとともに、計画的に臭気対策
を進めていきます。

g

環境モニタリング
環境モニタ
リング項目

モニタリング
対象 モニタリング項目 モニタ

リング数

大気
ボイラ、溶解
炉、加熱炉、
乾燥炉	ほか

硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじん、揮発性有
機化合物の4項目

約420／年

水質 廃水処理水
カドミウム、シアン、有
機燐、鉛、六価クロムな
どの42項目

約1,700／年

騒音・振動 敷地境界線 騒音レベルの1項目 約10／年

臭気 敷地境界線 臭気指数の1項目 約10／年

廃棄物
鉱さい、汚泥、
ばいじん	
ほか

カドミウム、シアン、有
機燐、鉛、六価クロムな
どの24項目

約450／年

f

＊このほか、各部門において、一般の従業員に対する教育も実施しています。

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

管理者教育 81 81 76 90 68

係長教育 187 134 118 130 163

職長教育 77 76 86 44 54

新入社員教育 1,005 923 705 360 497

単位：（人）環境教育実績

i

管理者教育

資格取得教育 EMS審査員補・内部環境監査
員・環境関連資格取得

一般教育 係長教育

新入社員教育
一般従業員フォロー
部門教育

作業手順書教育
事故時処理訓練

職長教育

特定業務従事者教育

環境教育体制

h 資格取得の推進

●	エネルギー管理士　　●	公害防止主任管理者
●	大気関係公害防止管理者
●	一般粉じん関係公害防止管理者
●	水質関係公害防止管理者
●	騒音・振動関係公害防止管理者
●	特別管理産業廃棄物管理責任者
●	eco検定　　●	3R低炭素社会検定
●	環境プランナー　　●	エコリーダー

環境モニタリング	 f

　●  各工場・事業所で、環境汚染や事故などを想定した訓練を定期的に実施
　● 大気汚染、水質汚濁などの環境モニタリングを定期的に実施
法令違反	 g

2011年度には、官公庁から法令に基づく指導などを4件受けていますが、誠実に対応し、
2012年7月末時点では、すべて改善しています。
苦情	 g

2011年度には、官公庁などを通じて苦情を5件受けていますが、誠実に、かつ適切に対応
しています。

環境マネジメントシステムの一環として、全社的な環境教育を展開し、環境関連公的資格
などの取得を従業員に推奨しています。h

また、これらの資格取得については、費用の補助をマツダ・フレックスベネフィット（P127参照）
で受けられるなど、支援を行っています。i

紙使用量の削減
書類や財務帳票類の電子化を進め、オフィスでの紙使用量の削減を進めています。また、
古紙（シュレッダーダスト）の部品輸送の緩衝材としての活用や、廃紙の分別徹底など、リサ
イクルに努めています。
エネルギー使用量の削減
電力消費の少ない事務機器の購入、照明やパソコンなどの不要時電源オフの徹底など、エ
ネルギー使用量の削減に継続的に取り組んでいます。
また、夏季にはクールビズを実施し、室内温度設定を原則28℃としています。
さらに、冬期の特に電力消費量が増加する季節には、空調（暖房の温度を20℃）や照明、
OA機器などでの一層の省エネ対策の推進を行っています。

以下の通り再生可能エネルギー※1を使用しています。
　● 防府工場の通路灯の一部に太陽光発電を導入しています。
　● 三次事業所に新設された電波実験棟の屋上に30kWの太陽光発電を設置しました。
	 ここで得られる電力は施設の動力・照明などに使用され、CO2排出削減に継続的
に貢献しています。

　● マツダが命名権を取得している広島市民球場（愛称：MAZDA	Zoom-Zoomスタ
ジアム広島）に対し、スタジアムのナイター照明用として環境に配慮したグリー
ン電力（再生可能エネルギー）を購入し、2011年度には年間12万3千kWhを提供
しました。これにより約61トン分のCO2が削減されました。

　● マツダが冠スポンサーとして協賛するプロ野球オールスターゲーム「マツダオー
ルスターゲーム2011」（主催：社団法人日本野球機構）の7月22日に行われたナイター
の照明にグリーン電力を提供しました。

なお、グリーン電力の提供にあたっては、「グリーン電力証書システム」を利用しました。「グリー
ン電力証書」をマツダが購入し、広島市民球場および日本野球機構に贈呈しました。
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日常の環境活動

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

環境リスクマネジメントの具体的な取り組み

環境教育／環境教育体制



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 	1,060	 	2,063	 	3,123	 	1,264	 	3,250	 	4,514	

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 	3,560	 	476	 	4,036	 	4,174	 	558	 	4,732	

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 	53	 	1,121	 	1,174	 	368	 	2,704	 	3,072	

	上下流 容器回収、使用済自動車のバンパー回収 	0	 	210	 	210	 	0	 	235	 	235	

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 	4 	1,038	 	1,042	 	60	 	1,634	 	1,694

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 	754 	28,766	 	29,520	 	814	 	29,663	 	30,477

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	 	81	 	81	 	0	 	83	 	83	

環境損傷 − 	0	 	0	 	0	 	0	 	0	 	0	

合計 	5,431	 	33,755	 	39,186	 	6,680	 	38,127 	44,807

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） 37.9t-CO2／億円 − −

物流領域 年間輸送量 43,016万t-km／年 − −

資源循環 資源有効活用・
リサイクル

シェル砂 30,997t／年 19
2,272

鋼屑類 59,141t／年 2,253

上下流 製品・商品のリサイクル 廃バンパー回収本数 79,575本／年 2 64

その他 有価物売却

金属類 109,624t／年 3,222

3,604

シンナー、廃液 775t／年

29
空ドラム、ホイール、廃タイヤ 19,394本／年

回収砂、プラスチック類、
ダンボール屑 3,316t／年

木製パレット類 560t／年

合計 5,525 5,940

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。
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環境会計

集計期間	：	2011年4月～2012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

却費は含まれておりません。
集計範囲	：	マツダ（株）ならびに連結子会社	国内6社・海外5社／持分法適用会社	国内6社・海外5社

集計範囲
マツダ（株）
連結子会社
   国内6社	（製造会社	：	（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）、

部品販売会社：マツダパーツ（株））	
   海外5社 （コンパニア	コロンビアナ	アウトモリスS.A.／マツダモーター	オブ	アメリカ,INC.／マツダ(中国)企業管理

有限公司／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）
持分法適用関連会社
   国内6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／マツダ部品広島販売（株）／マツダ部品西九州販売（株））
   海外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）
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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）
1,221t

12,672千㎥
水使用量

874千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
5,751t

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2011年度の実績値）

損傷バンパー回収・
リサイクル 79,575本

購 買

446,358×103t-km

梱包・包装材
29,919t

13,735×103GJ

国内物流における
物流量

引取り量
1,310kg

引取り台数
5,601台

引取り量
34,381kg

引取り台数
118,262台

灯油 都市ガス48 2,127

電力 軽油 一般炭9,306 55 0
A重油 ガソリン コークス145 66 399

産業用蒸気C重油 LPG60 100 1,429

引取り総重量 27,814t

再資源化重量 16,356kg
引取り量 277,072個
引取り台数 98,020台

再資源化重量 26,011t
引取り台数 149,778台

引取り総重量

35,691kg
引取り総台数

123,863台

SOx排出量
135t

排水量
7,502千㎥

5,909t

1,124t 110t
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

※2

※1

※1

出張・通勤におけるCO2排出量
出張       580t-CO2  
通勤 10,718t-CO2

商品自走や営業車両
からのCO2排出量

73,752t-CO2

832千t-CO2

［車両、海外生産部品、OEM車などを含む］

1,016,430台
出荷台数

CO2排出量 817千t-CO2
CO2以外の温室効果ガス排出量 15千t-CO2

226,242台国内 790,188台海外

物 流
● 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

● 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

● 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
325t

直接埋立廃棄物

※1

52,543t-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
1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

164,222台
SU-LEV（平成17年基準排出ガス75％
低減レベル☆☆☆☆）

430台
U-LEV（平成17年基準排出ガス50％
低減レベル☆☆☆）

2,500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。連結子会社と持分法適用会
社の数値に関しては、当社の株式保有に比例して算出しています。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(2011 Edition)」の係数を使
用し算出しました。
集計期間：2011年4月～2012年3月
集計範囲：領域A：マツダ（株）ならびに連結子会社 国内24社・海外7社／持分法適用会社 国内8社・海外5社 
　　　     領域B：マツダ（株）ならびに国内の連結子会社24社と持分法適用会社8社 
　　　　  領域C：マツダ（株）

※2 CO2排出量は、国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」に基づき、自家用乗用車（169ｇ-CO2/人キロ）、鉄道（18ｇ-CO2/人キロ）、バス（48ｇ-CO2/人キロ）、飛行機（102ｇ-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

2011年度実績

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
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集計範囲
マツダ（株）
本社／本社工場／三次事業所／防府工場	西浦地区／防府工場	中関地区／東京本社／大阪支社／マツダR&Dセンター横浜／北海
道剣淵試験場／北海道中札内試験場／美祢試験場／パーツセンター（全2カ所）／マツダテクニカルサービスセンター（全6カ所）／マ
ツダトレーニングセンター（全2カ所）／坂スタジオ／マツダ教育センター／マツダ病院

連結子会社
国内24社
製造会社	：	（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）
販売会社	：	（株）函館マツダ／（株）東北マツダ／（株）福島マツダ／（株）北関東マツダ／（株）甲信マツダ／（株）関東マツダ／静岡マツダ（株）
／東海マツダ販売（株）／（株）北陸マツダ／（株）京滋マツダ／（株）関西マツダ／（株）西四国マツダ／（株）九州マツダ／（株）南九州マ
ツダ／沖縄マツダ販売（株）／（株）マツダオートザム／マツダ中販（株）／マツダモーターインターナショナル（株）
部品販売会社	：	マツダパーツ（株）
海外7社
コンパニア	コロンビアナ	アウトモリスS.A.／マツダモーター	オブ	アメリカ,Inc.／マツダカナダ,Inc.／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

持分法適用グループ会社
国内8社
ヨシワ工業（株）／（株）日本クライメイトシステムズ／MCMエネルギーサービス（株）／（株）マツダプロセシング中国／（株）サンフレッチェ
広島／SMMオートファイナンス（株）／マツダ部品広島販売（株）／マツダ部品西九州販売（株）
海外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
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社会貢献
71  取り組み基本方針

72  国内の主な取り組み

85  海外の主な取り組み

99  CLOSE UP  ボランティア活動

社会貢献委員会ワーキンググループメンバー

持続可能な社会の実現のために、
それぞれの立場から意見を出し合っています
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。



a 社会貢献 取り組み基本方針3つの柱

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

b 推進体制図

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：営業領域統括、グロー
バル販売＆マーケティング担当、
国内営業担当、人事・コンプライ
アンス担当、東京本社統括

社会貢献委員会ワーキンググループ（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

c 社会貢献委員会の様子

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。a

2010年5月に「社会貢献委員会」を設置しました。b 	 c

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。2010年からの委員会の活動を通じて、
グローバルおよびグループ視点での情報収集・活用を強化しました。具体的な活動の実施
にあたっては、各拠点・各部門がそれぞれ予算化し対応しています。※1

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（P127参照）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）

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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社会貢献 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。

取り組み基本方針

推進体制

従業員のボランティア

※1	日本、米国、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

● マツダグループ全体での情報収集強化（国内・海外の450件以上の活動情報を収
集し88項目にまとめて開示）

● 海外の各拠点で行っている社会貢献の特徴を記載（P85-98）

主なTOPICS



マツダミュージアム見学ツアーa

講師からの質問に手を挙げる子どもたちb

地域の方と一緒に農園を整備c

マツダスタジアムでの福祉車両贈呈式d

社会貢献取り組み基本方針に基づき、国内各拠点でそれぞれの地域ニーズに即した取り
組みを積極的に行っています。

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 ： 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。a
2011年度実績
小中学生を中心に、約6万名のお客さまを受け入れました。

目的 ： 従業員の専門知識や特技をいかした地域貢献を推進する。
取り組み ： 「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。b
2011年度実績
広島県・山口県内の地域行事や、学校などに52件79名を派遣しました。

目的 ： 人材を活用した地域貢献を推進する。
取り組み ： 「マツダボランティアセンター」は、ボランティア活動を希望するマツダグループ
の従業員・OB／OGとその家族に登録してもらい、広島県を中心とした団体からの派遣要
請に応える組織です。阪神大震災をきっかけとした市民のボランティア意識の高まりを受け、
1996年に設立されました。
2011年度実績
福祉イベントの手伝いや介助、国際交流支援としてホームステイの受け入れ、地域イベント
やお祭りの手伝いなどに、23件51名が参加しました。c

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 ： 命名権を取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、さまざまな地域貢献活動
を行っています。
2011年度実績
　● スタジアムでのナイター照明をグリーン電力で運営することにより年間約61トンの

CO2削減に貢献(年間12万3千kWhのグリーン電力を活用)。
　● 来場者数100万名の節目ごとに、マツダ製の福祉車両1台を社会福祉団体に贈呈しており、

7月に累計来場者数が400万名達成したことを受け、広島市の団体に1台贈呈。d
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本社（広島県）

マツダミュージアム 環境  安全  人材  地域

マツダスペシャリストバンク 環境  安全  人材  地域

マツダボランティアセンター 環境  人材  地域

マツダスタジアムでの社会貢献活動 環境  地域

国内の主な取り組み

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  安全に貢献する取り組み
人材  次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域  地域に根ざした取り組み
財団  マツダ財団を通じての活動



「マツダの森」での除伐作業e

日頃お世話になっている地域を清掃f

大型自動車専用船（船積み見学会）g

ボルト締め付け体験（社会科学習支援研修会）h

スプレーガンで塗料を吹き付け（夏休み親子学習会）i

目的	：	森林保全活動に貢献し地域交流する。
取り組み	：	2010年に広島県と森林保全活動に協力する「森林保全・管理協定」を締結し、
広島県緑化センター（広島市東区）内の「マツダの森※1」を中心に地域の森林保全活動に
協力しています。また同時に「ひろしま森林（もり）づくりフォーラム」に加入し、広島県内の
森林関係団体などと連携し「企業の森づくり」を推進しています。
2011年度実績
同センターの指定管理者と連携して「マツダの森」の保全活動を進めました。また、森林保
全ボランティア団体の指導・協力のもと、4月と11月に従業員とその家族がボランティアと
して計画的除伐に協力するとともに、森の役割を学ぶ座学で環境保全意識を高めました（労
使協同プログラム：延べ120名参加）。加えて、同フォーラムの森林保全活動に従業員とそ
の家族がボランティアとして協力しました。e

目的	：	清掃ボランティア／リサイクル収集活動により地域貢献する。
取り組み	：	休憩時間などを利用して定期的に工場・事業所周辺の清掃に取り組むほか、休日に行政
が主催するクリーンキャンペーンへの参加や独自の清掃活動を行っています。また、ペットボトルキャッ
プやプルタブ・アルミ缶の回収を通じてリサイクル収集品の活用を行っています（労使協同プログラム）。
2011年度実績
　●	清掃ボランティア活動に延べ4,000名以上が参加：会社周辺清掃（12回）、行政主催キャ
ンペーン（7回）、マツダスタジアム周辺清掃（4回）、東部流通団地周辺（20回）。f

　●	ペットボトルキャップ約105万個（約1,300名分のワクチン相当）を収集しNPOへ引き
渡し。

　●	プルタブ・アルミ缶約970㎏を回収し、広島市内の保育園にエアコンを寄贈。

各種環境イベントへ参加しています。詳細はP63をご覧下さい。

目的	：	小中学生の学習を支援する。
取り組み	：	 小中学校の夏休みを利用した「船積み見学会」（1996年〜）、小学校教員を対
象にした「社会科学習支援研修会」（1999年〜）、ものづくり体験ができる「夏休み親子学
習会」（2007年〜）を本社工場内で継続して行っています。
2011年度実績
　●	本社工場内専用港に接岸している大型自動車専用船での「船積み見学会」に、小学5
年生から中学生とその保護者約70名が参加。船内では、約10㎝間隔で正確に駐車・
固定していくクルマの積み込み作業の見学や、操舵室での操舵体験、船員の方との
懇談などを行いました。g

　●	「社会科学習研修会」は、より深く自動車産業を把握したいという教育現場からの要望に
基づき開催しており、小学5年生の「日本の自動車産業」学習の充実に貢献しています。
今年度は広島県内の小学校より20名の教員の方が参加。プレス・車体・組立工場見学や、
工場の工具によるボルト締め付け体験を行いました。h

　●	広島市主催の夏休み親子学習会に協力し、本社工場での「塗装オリジナル作品づくり
体験」に、小学5年生から中学生とその保護者約50名が参加。本物の塗装作業服に着
替え、金型プレートにスプレーガンで好きな色の塗料を吹き付ける「オリジナルプレー
ト作り」を体験し、ものづくりを楽しんでいただきました。i
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地域の森林保全活動に協力 環境  地域

清掃ボランティア／リサイクル収集活動 環境  地域

環境イベントへの参加 環境

※1	マツダ本社の北東に広がる約125ヘクタールの天然林にある「広島県緑化
センター」内の一部区画（5.85ヘクタール）について愛称がつけられたもの。

ひろしまの森づくり
キャラクター
「モーリー」

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動

夏休みの学習支援イベント
（船積み見学会／社会科学習支援研修会／夏休み親子学習会）

人材 地域



水素自動車を使い、中学校で出張授業j

車椅子での原爆慰霊碑参拝を支援m

バレーボール教室k

からくり工作「くるりんぱキッズ」を製作l

目的	：	多様な人材や企業内教育機関としてのノウハウを活用し、地域の人材育成に協力する。
取り組み	：	行政や教育機関などの要請に基づいて従業員を派遣し、環境技術やＣＳＲの取
り組みなどの講義や講演を行っています。加えて広島県や各種団体が推進する技能継承
支援に協力をしています。また、マツダ短大（P125参照）では、オープンカレッジを開講し、
工業高校教員の方に実習の聴講や見学の機会を提供しています。
2011年度実績
　●	広島県内の中学、高校、大学を中心に、講義や講演を68件実施。j

　●	8月、11月の「ひろしま技能フェア」で、マツダブースを出展。技能五輪国際大会※1参加
選手による自動車板金、曲げ板金の実演、からくり改善®※2くふう展2011優秀賞作品
の展示、キーホルダー手仕上げ加工体験を実施。

　●	マツダ短大が開催するオープンカレッジに19名を受け入れ。

目的	：	スポーツ振興および各競技の普及・競技力向上に協力する。
取り組み	：	企業スポーツ活動として、陸上競技部（1933年創部）、ラグビー部（1963年創
部）、バレーボール部（1980年創部）などがあり、「BLUE	ZOOMERS（ブルーズーマーズ）」
の愛称で呼ばれています。地元自治体、競技団体から要請を受け、現役選手がスポーツ指
導を行う出前教室を10年以上継続しています。
2011年度実績
ラグビークリニック（6回）、バレーボール教室（5回）を開催。広島県内の小中学生を中心に
延べ1,400名以上がブルーズーマーズの現役選手から技術指導を受けました。k

目的	：	子どもたちに、科学やものづくりの楽しさを伝える。
取り組み	：	毎年8月開催の小学生対象イベント「キッズエンジニア」（主催：（社）自動車技術会）
に参加しています。2008年の初回から参加し、実験を交えた教室プログラムを実施しています。
2011年度実績
「キッズエンジニア2011」（会場：インテックス大阪）に参加し、キッズラボ-からくり工作教室
を実施しました（8セッション約160名の児童が参加）。
　●	マツダの工場の中での、エネルギーを使わない工夫「からくり改善®」を学習。
　●	からくり工作「くるりんぱキッズ」※3を製作。l

目的	：	地域との連帯感の醸成および共生を推進する。
取り組み	：	毎年6月から7月にかけて、マツダグループ従業員・OB／OGとその家族のボ
ランティアが福祉施設を訪問し、農園の整備、草刈などの共同作業や、原爆慰霊碑参拝送
迎の協力を通じ、入所者の方々と交流を深める活動を1986年から行っています（労使協
同プログラム）。
2011年度実績
延べ100名を超えるボランティアが福祉作業所や老人介護施設など5施設を訪問しました。m
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出張講義・講演会・研修受け入れ 人材  地域

福祉施設訪問ボランティア 地域

※1	各国の22歳以下（一部例外あり）の者が技能を競うことにより、参加国の
職業訓練の振興と技能水準の向上などを目的とした大会

マツダ親和会体育部「ブルーズーマーズ」を通じたスポーツの指導 人材  地域

キッズエンジニア2011への参加 人材

※2	社団法人日本プラントメンテナンス協会の登録商標
※3	消しゴムのカスとホッチキスの芯を分別できる車型卓上クリーナ

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



問題解決のために、現場で状況を確認n

駐輪マナー対策のポスター

対策後の天神川駅駐輪場

787Bのペーパークラフトが作れるものづくりコーナーo

高低差約20メートルの企業内大橋を駆け抜ける選手p

ハーフタイムには、アクセラのパレードで場内を盛り上げq

目的	：	社会の身近な課題を解決する。
取り組み	：	マツダ短大では、授業の一環として企業が地域貢献に取り組む意義を学生が
理解し、地域・社会の身近な課題解決を行うことをテーマに取り上げています。学生は地域
の課題を把握し、地域の方々や関係者と連携してその解決に取り組んでいます。
2011年度実績
「天神川駅の駐輪マナー」「大州公園周辺の飛び出し事故を防止するには」など8チームが、
8つのテーマに取り組みました。n

目的	：	地域イベントへの積極参加による地域の活性化に貢献する。
取り組み	：	5月連休に開催される広島県最大級の祭り「ひろしまフラワーフェスティバル」に、
1977年の第1回から毎年参加しています。「マツダZoom-Zoomひろば」では、クルマの
展示や、親子で楽しめる催しを行っています。
2011年度実績
　●	募金活動や恒例のチャリティビンゴで集まった義援金を東日本大震災支援のため、
中国新聞社会事業団を通じ日本赤十字社に寄付。

　●	コンセプトカー「マツダ清（きよら）」や、エンジンモデル「SKYACTIV-G」を展示。
　●	ルマン24時間レース優勝20周年を記念し、優勝車両「マツダ	787B」の展示に加えて、
787Bのペーパークラフト体験コーナーを設置。o

　●	ステージで歌や踊り、クルマと環境についての紙芝居を実施。

目的	：	工場施設を開放したイベント開催による地域との交流を促進する。
取り組み	：	 一般の方からも広く参加者を募り、工場の敷地内をコースとする駅伝大会を
1981年から開催しています。工場構内一周15.4㎞のコースを6区間に分け、子どもから
大人まで、参加いただいています。タイムを競うだけでなく、目立つように工夫を凝らすチー
ムなど参加者がさまざまに楽しんでいます。
2011年度実績
マツダ従業員の部門対抗による社内の部169チームに加え、地域・サプライヤーの皆さま
などによるコミュニティの部158チームの選手が遠くは九州、関東から参加しました。（計
327チーム・約2,000名）p

目的	：	地元プロサッカーチームの支援を通じた地域スポーツ振興に協力する。
取り組み	：	サンフレッチェ広島の株主企業として、グループ一体となってチームを応援しています。
ユニフォームスポンサーに加え、年に1度、広島ビッグアーチで行われるサンフレッチェ広島
の試合をマツダスポンサードゲームとして支援しています（労使協同プログラム）。
2011年度実績
10月に「マツダスポンサードゲーム」を開催し、先着9,000名にサンフレッチェ広島とマツダ	
アクセラのロゴが入ったオリジナルマフラーを応援グッズとして差し上げました。q
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地域の課題研究 地域

2011ひろしまフラワーフェスティバルへの参加 地域

第47回マツダ駅伝大会の開催（広島） 地域

サンフレッチェ広島の支援 地域

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



マツダ病院新棟
（2013年春に既存外来棟の耐震化・改修工事完了予定。）

r

三次のエンジン工場s

目的	：	医療を通じて地域社会へ貢献する。
取り組み	：	マツダ病院は、「温かい思いやりの心で、最新最良の医療を提供し、社会に貢献
する」という理念のもと、広島市東部の基幹病院として地域医療への貢献に取り組んでい
ます。企業立病院でありながら、現在では地域の皆さまの利用が外来の約8割、入院の9割
以上を占めています。2000年から近隣公民館において、マツダ病院スタッフによる「公開
医療講座」を無料開催しています。
2011年度実績
　●	「公開医療講座」を11回実施し約300名が参加。
　●	救急センター拡充や大型医療機器を一新した入院棟(新棟)で診療開始(1月)。療養環
境改善と治療・救急医療体制強化を実施。r

東日本大震災の復興支援に継続して取り組んでいます。
　●	国内販売店お客さま満足度アンケートご回答1件につき50円を寄付。40,340名の
お客さまに協力いただき、「東北レインボーハウス（仮称）の建設費用」としてあしなが
育英会に寄付しました。

　●	環境イベントで被災地のカーボンオフセットクレジット購入を通じ支援（P62参照）。
　●	地域貢献イベント時、マツダブースで集まった収益の一部を寄付（P75、P80参照）。
　●	マツダ財団の市民活動支援を通じた助成。3件の被災地復興支援プログラムに総額
115万円を助成。

その他、従業員のカフェテリアプラン（マツダ・フレックスベネフィット（P127参照））を通じた
寄付などを行いました。
※大震災発生直後から2011年7月までの対応については、マツダサステナビリティレポー
ト2011に掲載しています。

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。2011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、公共団体などに寄付しました（自
然災害への義援金含む）。

マツダでは、地域の防災協力や就業時間中の献血（日本赤十字社）協力、地域経済団体への
出資・人材派遣などに取り組みました。

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	：	 広島県北部にある三次事業所では､三次エンジン工場の見学受け入れを行っ
ており、地域の小中学生の社会科学習に活用いただいています。また、地域の人材育成に
協力するため、地域の学校や行政機関からインターンシップを受け入れています。s

2011年度実績
　●	小中学生を中心に約100名の見学を受け入れ。
　●	地域の高校生など7名のインターンシップを受け入れ。
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マツダ病院 地域

東日本大震災復興への支援

多方面への寄付活動

その他取り組み

三次事業所（広島県）

三次エンジン工場の見学受け入れ 人材  地域

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



鵜飼乗船場周辺を草刈し観光客を迎える準備t

太鼓を鳴らしながらパレード（三次きんさい祭）u

防府工場の組み立てラインを見学a

親子でドアの組み付けを体験b

マツダ招待少年サッカー大会開会式c

目的	：	地域の代表的イベントや清掃活動に積極的に参加し、地域の活性化に貢献する。
取り組み	：	 地域の代表的なイベントや清掃活動に、三次のマツダグループ企業と合同で
参加し、地域の皆さまと交流を深めながら、地域の活性化に努めています。また、三次市観
光協会、三次商工会議所の会員企業の一員としてイベント運営の支援を行っています。
2011年度実績
三次のマツダグループ企業と合同で参加しています。
　●	4月	：	尾関山公園の「三次さくらまつり」にブースを出展（マツダ車の展示、子ども向
けにお絵かきコーナー、風船の配布）。

　●	5月	：	鵜飼乗船場の一斉清掃に約60名が参加（6月1日の鵜飼開きに合わせ、三次
市内の企業・団体が集まり合同で実施）。t

　●	7月	：	「三次きんさい祭」にパレード隊を編成し参加（マツダ車と共に、約130名）。u

　●	7月	：	「みよし市民納涼花火まつり」に有志が参加（誘導・警備係）。
　●	8月	：	「庄原よいとこ祭」にパレード隊を編成し参加（マツダ車と共に約130名）。
　●	10月	：	「三次商工フェスティバル」にブースを出展（マツダ車や環境パネルの展示、子
ども向けに風船の配布）。

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	：	防府工場では、西浦地区の第1工場が稼動した1982年以来、約49万9千名の
工場見学来場者をお迎えしています。工場見学ツアーは、1日2回実施し、主に近隣の小学
校の社会科見学や各種団体に活用いただいています。
2011年度実績
約9,300名のお客さまを受け入れました。a

目的	：	ものづくり体験を通し、未来を担う子どもたちを育成する。
取り組み	：	クルマ社会の将来への夢を育て、ものづくりの楽しさを子どもたちに実感しても
らうため、2009年より防府工場で、ものづくり体験の機会を提供しています。
2011年度実績
3月に実施し、小学生とその保護者約120名が参加。「車体」「塗装」「組立」の3コースにわかれ、
ミニロボットを使ったロボットの操作体験（車体）、塗装ガンを使用しオリジナルプレートを
製作する塗装吹き付け体験（塗装）、締め付け工具を使ったドア組み付け体験（組立）など、
楽しみながらものづくりの現場に触れました。b

目的	：	青少年の健全な育成と地域スポーツ振興に協力する。
取り組み	：	防府市サッカー協会主催の同大会に、初回より支援を続けています。この大会は、
1982年の防府工場の竣工記念として開始し、毎年、夏休み中の2日間にわたって行われます。
山口県や近隣県の強豪チームが集まり、伝統ある大会として定着しています。c

2011年度実績
　●	防府市陸上競技場にて、山口県内18チーム（防府市内11チーム）と県外2チームの
合計20チーム、約400名の選手が参加。

　●	30回の節目を記念し、サンフレッチェ広島による「サッカー教室」を開催。
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地域のイベントや清掃に参加 地域

防府工場（山口県）

防府工場の見学受け入れ 人材  地域

第３回ものづくり体験親子ツアー 人材  地域

第３０回マツダ招待少年サッカー大会 人材  地域

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



職場体験d

たくさんの応援者から声援を受けながら走る選手たちf

白熱した値段交渉もバザーの醍醐味e

防府総おどり大会に参加h

防府港まつりカッターレース大会に参加したマツダチームg

目的	：	地域の学校が行う人材教育に協力する。
取り組み	：	防府工場では、地域の学校の要請に基づき、学習意欲向上につながる取り組み
に協力しています。工場での職場体験や、山口マイスター※1に認定されている従業員を派
遣した職業講話を行っています。
2011年度実績
　●	中学校、高校、高等専門学校、大学、計12校42名の生徒を受け入れ。
　●	商業高校の職業体験（生産、在庫管理、販売）研修に協力。d

　●	高校（5校、計約150名）を訪問し山口マイスターに認定された従業員が職業講話。

目的	：	地域イベントへの積極参加により地域の活性化に貢献する。
取り組み	：	毎年10万名以上の来場者があり、西日本最大級の規模を誇る「愛情防府フリーマー
ケット」に、1993年の初回から参加しています。このフリーマーケットは、「愛情防府運動」※2の
代表的なイベントで、企業や商工会議所、行政、商店街が一体となって開催しています。
防府工場は、愛情防府運動推進企業の事務局として、企画・運営に参加するほか、協力企
業やお取引先企業と合同でマツダブースを出展しています。e

2011年度実績
　●	ボランティアスタッフとして、防府工場の従業員を中心に約300名が参加。
　●	マツダブースでは、新型アクセラの展示に加え、地産地消をテーマにした屋台の出展、
持ち寄ったバザー用品の販売を実施。売上の一部は防府市社会福祉協議会へ寄付。

目的	：	工場施設を開放したイベント開催による地域との交流を促進する。
取り組み	：	従業員だけでなく一般の方からも広く参加者を募り、工場の敷地内（12区間・
18.0km）をコースとする駅伝大会を1994年から開催しています。この大会は、「愛情防府運動」
の一環として行われており、地域の皆さまと親睦を深める機会となっています。
2011年度実績
山口県内外から過去最多の93チーム、約1,400名が参加しました。f

目的	：	地域の伝統行事などへの参加や地域清掃を通じ、地域の活性化や美化に貢献する。
取り組み	：	地元で行われる伝統的行事やイベント、清掃活動へ積極的に従業員がボランティ
アとして参加し、地域の皆さまと親睦を深めることで、地域の活性化に努めています。
2011年度実績
防府工場の従業員が中心となって参加しています。
　●	4月	：	宇佐八幡宮シャクナゲまつりに、約20名が参加（駐車場の誘導・整理係）。
　●	6月	：	阿弥陀寺あじさいまつりに約50名が参加（駐車場の誘導係）。
　●	7月	：	防府港まつりカッターレース大会に4チームが参加。g

　●	7月	：	第44回防府総おどり大会に、約100名が参加。h

　●	8月	：	新山口駅周辺清掃と防府商店街〜防府天満宮の清掃に、延べ約110名が参加。
　●	11月	：	裸坊祭の名で知られる防府天満宮の「御神幸祭」に、約150名が裸坊として参加。
　●	12月	：	防府商店街の餅つきに有志が参加。
　●	2月	：	防府天満宮の節分祭に、有志が福娘として参加。
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※1	ものづくりの分野において、優れた技能を有し次世代技能者の育成に意
欲がある人を山口県が認定。

「第１９回愛情防府マツダ駅伝競走大会」の開催 地域

第1９回愛情防府フリーマーケットへ参加 地域

地域の伝統行事への参加や清掃活動を通じた貢献 地域

※2	1993年4月、マツダほかが「企業も市の一家族」の精神で提唱し、防府市
内に工場を持つ進出企業や関連会社35社が参加しスタート。現在は、
150社の推進企業で構成されています（マツダ防府工場内に事務局）。

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動

さまざまな職場体験学習への協力
（職場体験の受け入れ、講師派遣など）

人材 地域



山口県警察の運転技量向上訓練に協力a

美祢市駅伝競走大会開会式b

MRYのビオトープでトンボの飛来調査c

ロードスターをオープン状態にして爽快感を体感　d

目的	：	試験場を会場として提供することで、地域の交通安全ほかに協力する。
取り組み	：	山口県美祢市にある「美祢自動車試験場」では、全長3.33㎞の周回路を持つ施
設の特徴をいかし、山口県警察の運転技量向上訓練時や、行政などが主催する駅伝大会に、
会場を提供しています。
2011年度実績
　●	山口県警察主催の交通安全研修：5回実施、延べ約90名が参加。a

　●	美祢市駅伝競走大会実行委員会他主催の「第4回	美祢市駅伝競走大会」：小学生か
ら一般まで、6コース93チームに800名を超えるランナーが参加。b

目的	：	生物多様性保全や周辺地域との共生、地域活動に貢献する。
取り組み	：	横浜市提唱の「京浜の森づくり」構想※1に賛同し、2009年6月に、マツダR&D
センター横浜（MRY）中庭池へ近隣に自生する水生植物を移植しビオトープを設置。トンボ
など水辺の生き物に対する生息環境を整備し、自然再生・緑の拡充に取り組んでいます。ま
た、企業と市民、行政、専門家、学生などで構成する「トンボはドコまで飛ぶか」プロジェクト
に参画し、トンボの飛来調査を2004年から行っています。c

2011年度実績
　●	8月に1カ月にわたり行われたトンボの飛来調査に協力しました（トンボを捕獲し、トン
ボの種類や飛来状況、調査地点間の移動状況などを確認）。

　●	10月の京浜臨海部の企業緑地見学会（エコツアー）にて、実際にビオトープを見学い
ただき、緑化事業への啓発に協力しました。

目的	：	児童養護施設の子どもたちにクルマの楽しさを伝え交流を深める。
取り組み	：	マツダ車オーナー有志の方々とマツダ従業員ボランティアが共同で、主に横浜・
川崎市内の児童養護施設に入所している子どもたちのために、地域貢献活動を行っています。
ドライブを通してクルマの楽しさを伝え、楽しいひと時をすごしてもらおうと、2007年から「オー
プンカーと遊ぼう」を開催。また、2003年にマツダの発案で始まり、現在は神奈川県を中心
とした企業・団体と共同で運営している「サンタプロジェクト」に毎年参加しています。
2011年度実績
　●	「オープンカーと遊ぼう！2011」では、ロードスターをオープン状態にしてのツーリングや、
参加者全員が楽しめるゲームを実施(11月実施)。d

　●	「サンタプロジェクト」では、参加者全員がサンタクロースやトナカイに扮
ふん
し、クリスマス

仕様に装飾したロードスターやデミオで「ドライブサンタ」と「訪問サンタ」にわかれて活動。
「ドライブサンタ」は、横浜市内の里親会の皆さんが同乗し、みなとみらい周辺をドライ
ブ。「訪問サンタ」は、横浜市内の児童養護施設4カ所を訪問し、プレゼントを手渡しし、
クリスマスソングを歌うなどして交流（12月実施）。
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美祢自動車試験場（山口県）

美祢自動車試験場の施設提供 安全  地域

R&Dセンター横浜（神奈川県）

地域と協働した緑化事業の推進 環境  地域

＊	トンボは調査後リリース
されます。

※1	横浜市は2005年から、京浜地区の企業の緑地や市民に公開されている
施設を、地域の重要な財産ととらえ、公共の緑や水辺などとあわせて、企業・
市民などと行政が協働して緑の拡充・活用を推進し、未来に引き継ぐ京浜
の森づくりを提唱しています。

京浜の森ロゴマーク

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動

クルマを通じて子どもたちと交流
（オープンカーと遊ぼう！2011／サンタが街にやってきた！2011）

地域



MRYを会場にしたフリーマーケット
マツダブースではマツダグッズも出品

e

模擬テントでの煙体験f

試験場に町民の皆さまが集合g

目的	：	MRYを開放しマツダ車オーナー有志の方々の社会貢献活動に協力する。
取り組み	：	有志の方々が主催する「ロードスターチャリティフリーマーケット」の会場として
MRYを提供すると共に、マツダ従業員ボランティアがブースを出展しています。
2011年度実績
4月と10月の同フリーマーケットのマツダブースでは、従業員の協力も得て集めた日用品
やマツダグッズの販売、広島名物のお好み焼き販売を行うなどしてイベントに協力しました（収
益の一部は、東日本大震災義援金として日本赤十字社へ寄付）。e

目的	：	定期的な防災訓練に協力し、地域の非常時に備える。
取り組み	：	2008年11月に、神奈川区役所や近隣の自治会などと防災協定※1を締結し、
2009年3月には京浜臨海部の11社の企業と地域の自治会・町内会などから組織する「神
奈川区臨海部防災協議会」に加わり、定期的な合同防災訓練の実施など、地域の防災力
向上に向けた取り組みを実施しています。
2011年度実績
11月にMRY施設および地域防災拠点にて地域防災訓練を実施。3月には地域町内会と
の定期防災訓練を実施しました。f

目的	：	剣淵町民の皆さまとの交流を通じ、感謝の気持ちを伝える。
取り組み	：	クルマの冬季耐寒試験を行う上川郡剣淵町の「北海道剣淵試験場」では、毎冬、
試験員を温かく迎え入れてくださる剣淵町民の皆さまに感謝し、1990年から毎年試験場
を開放し、町民との交流イベントを実施しています。g

2011年度実績
1月に開催し、約350名の地域住民の方にご来場いただきました。
　●	雪上での催し（ジムカーナ、パークゴルフ、子どもトライアスロンなど）。
　●	SKYACTIV技術搭載CX-5や電気自動車の試乗。
　●	広島名物かき鍋やお好み焼きの無料提供。
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第23回、24回「ロードスターチャリティフリーマーケット」に協力 地域

近隣連合自治会の防災訓練に協力 地域

北海道剣淵試験場（北海道）

第23回北海道剣淵試験場での交流イベント開催 地域

※1	防災拠点へ避難するまでの一次避難場所としてMRY施設を提供

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



不使用時に備品や会議室を貸出a

パソコンの寄贈b

自動販売機のそばにペットボトルキャップ
収集箱を設置し従業員に意識づけ

c

目的	：	放送備品や会議室の貸出などを通じ、地域の活性化に協力する。
取り組み	：	自動車部品製造販売を行うマイクロテクノでは、地域の子ども会や自治会から
の要請に基づき、不使用時に放送備品や会議室の貸出など行うことで運営に協力しています。
2011年度実績
　●	子ども会の夏祭りに、放送設備を貸出。a

　●	地域自治会に対して、「自治総会」会場として会議室を提供。

目的	：	障がい者の自立を支援する。
取り組み	：	福祉車両を含む特装車の製造と開発を行うマツダE&Tでは、「福祉」をキーワー
ドに障がい者の自立支援を積極的に推進しています。その一環として、社内で使わなくなっ
たパソコンを寄贈しており、寄贈先では、自立に向けた訓練、社会への復職のイメージづく
りなどに活用いただいています。b

2011年度実績
広島県地域福祉課および広島市社会福祉協議会を通じて、2施設へ7台のパソコンを寄贈。
その他、マツダグループで実施している地域清掃活動への参加、地域振興のための寄付な
どを行いました。

目的	：	ボランティア活動への積極的参加による社会貢献を行う。
取り組み	：	保険や不動産などを扱うマツダエースは、マツダグループで実施している会社
周辺清掃活動や各種ボランティア活動に積極的に参加しています。
2011年度実績
会社周辺清掃に約250名、各種ボランティア活動へ約100名が参加。
その他、エコキャップの収集やひろしまライトアップ※1への協賛などを行いました。

目的	：	リサイクル品収集を通して社会貢献を行う。
取り組み	：	自動車部品販売を行うマツダパーツでは、使用済み切手・プリペイドカード、書
き損じハガキ、ペットボトルキャップなど、さまざまなリサイクル品の収集を継続して行って
います。収集したリサイクル品は、地域のボランティア団体や学校などの収集先に引き渡し
ています。c

2011年度実績
東北支社、関東支社、近畿支社、九州支社でリサイクル品の収集を行いました。
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グループ会社

備品や会議室の貸出を通じた地域貢献（マイクロテクノ（株）） 地域

パソコンの寄贈（（株）マツダE&T） 地域

従業員のボランティア活動（マツダエース（株）） 環境  地域

リサイクル品の収集（マツダパーツ（株）） 環境  地域

※1	広島の冬の風物詩であるライトアップを、市内中心部一帯で展開し、魅力
ある観光スポットを創出する取り組み

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



見学用に用意された空の大型コンテナの前で説明を受ける児童たちd

清掃活動e

東広島市国際交流フットサルリーグf

一社一村しまねの調印式（2007年6月）g

目的	：	港湾物流の見学を通じて、海事への関心と理解を深めてもらう。
取り組み	：	自動車および部品運送を行うマロックスでは、広島県内の小・中学生を対象に、
港湾施設を通じた物流の社会見学会を2010年より開催しています。
2011年度実績
広島県呉市の小学生を対象に港湾施設の見学会を実施し、約90名が参加。普段目にでき
ない、大型設備（ガントリークレーンなど）を使ったコンテナターミナルの効率的な荷役や自
動車専用船の自走荷役作業など、港湾物流の魅力的な技術と役割を見学しました。d

その他、身近な緑地を保護する広島市「ふれあい樹林」制度のサポート、交通安全の呼びか
け、清掃などを行いました。

目的	：	清掃活動を通して地域への社会貢献を行う。
取り組み	：	自動車部品製造販売を行う倉敷化工では、会社周辺のゴミ拾いや草抜き活動を行っ
ています。
2011年度実績
工場近辺の川や会社周辺の清掃を行い、計約70名の従業員が参加しました。e

目的	：	地域に在住する外国人と地域社会の交流促進を推進する。
取り組み	：	自動車部品製造販売を行う日本クライメイトシステムズ（JCS）は、国際交流を目
的とする「東広島市国際交流フットサルリーグ」を設立当初から支援し、外国人従業員でチー
ムを編成して参加しています。さらに、JCSが会長および事務局を務める「東広島マツダ会」(東
広島市の各企業集合)として、資金協力をはじめとする運営協賛を行っています。f

2011年度実績
運営資金協力に加え、「東広島マツダ会杯」を企画・開催するなど、交流イベントを催しました。
その他、東広島マツダ会を通しての福祉施設入所者との交流や地域のイベントへの運営
協力などを行いました。

目的	：	地域と会社の連携により相互の成長を目指す。
取り組み	：	自動車部品製造販売を行うヨシワ工業は、工場のある島根県吉賀町と2007
年6月に、「地域と企業の連携（一社一村しまね※1）」協定を締結し、地域復興を支援して
います。g

2011年度実績
「一社一村しまね」協定を継続し、吉賀町の地域産業への波及効果や、地域産品の顧客増、
雇用の拡大に貢献しました。一方で、ヨシワ工業にとっては地域資源を活用したビジネスの
展開、従業員への安心で安全な食材の提供、従業員と家族の福利厚生、安定した従業員
採用の確保などにつながり、両者にとって多くのメリットが得られました。
その他、工場見学の受け入れ、地域イベントなどに対する研修施設開放、会社周辺清掃や
市町村主催の地域環境美化活動への参加などを行いました。
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小学生の社会見学（マロックス（株）） 人材  地域

会社周辺の清掃活動（倉敷化工（株）） 環境  地域

国際交流フットサルリーグに協賛（（株）日本クライメイトシステムズ） 地域

地域活性化の連携協定を継続締結（ヨシワ工業（株）） 地域

※1	島根県が推進する取り組みで、県内の地域（市町村）が特定の企業や団体
と、対等なパートナーシップのもとに交流を促進し、経済的な効果を含め
た地域振興を図ることを目的としています。

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



社内防災訓練でAEDの操作を確認h

北海道マツダ販売の活動事例 交通安全啓発活動i

目的	：	AED※1を設置し、地域の非常時に開放する。
取り組み	：	納車点検・架装を行うマツダプロセシング中国は、2008年にAEDを設置し公共
用として使用できるよう消防への登録を行っています。定期的にAEDの使用講習を実施し、
地域の非常時に即時に協力できるよう備えています。
2011年度実績
AEDの設置を継続し、11月の社内防災訓練では、非常時に従業員がAEDを実際に活用で
きるよう、全従業員に対して使用講習を実施しました。h

その他会社周辺清掃、夏休みのラジオ体操会場として駐車場の開放などを行いました。

目的	：	青少年の人材育成に協力することで、ものづくり広島県の活性化に寄与する。
取り組み	：	工作機械製造販売を行うトーヨーエイテックでは、毎年夏休みの2週間程度、広
島県の高校生・大学生を対象にインターンシップを受け入れています。高校生向けは、旋盤・
フライス盤による加工実習を2009年から実施。大学生向けは、設計・開発・営業部門などの
実習を2000年から実施。また、工業高校生の工場見学や教員の研修受け入れ、広島県や
団体が推進する技能伝承支援に対する取り組みに協力しています。
2011年度実績
　●	大学生8名、高校生4名に対するインターンシップの受け入れ。
　●	工業高校1年生約40名の工場見学や、大学の技官に対する研修（1カ月間）受け入れ。
　●	広島県が推進する「ものづくり技能デジタル化事業」に、ひろしまマイスターの従業員
1名が作業手順書の作成などで協力。加えて技能フェアで技能を実演。

その他、海外留学生の受け入れ、地域の行事推進やスポーツ振興のため保有グランドの
施設開放、エコキャップ収集などを行いました。

目的	：	全国の販売会社においてそれぞれの地域ニーズに沿った社会貢献活動を推進する。
取り組み／2011年度実績
環境

店舗近隣清掃活動、花壇設置、エコキャップ・書き損じはがき・プリペイドカード・古切手収集、
サステイナブル“Zoom-Zoom”展示会でのキャンドルナイト実施。
安全

交通安全啓発活動、交通安全啓発パレード参加、マイカー点検教室、エコ安全運転イン
ストラクション、交差点付近の一部土地を歩行者安全確保のため提供。i

人材

小中学生や大学生の会社見学・職場体験・インターンシップ受け入れ、講師派遣、新聞
社発行の写真ニュースを近隣小学校へ提供。
地域

地域イベントへの参加・協賛・寄付・駐車場開放・先導車提供、地元スポーツチーム支援、
サッカー大会開催、こども110番の店登録、「赤ちゃんステーション」として店舗施設開放、
災害時の避難場所として店舗施設提供、募金活動、東日本大震災復興支援。
情報提供元
北海道マツダ販売、函館マツダ、青森マツダ自動車、マツダアンフィニ青森、東北マツダ、
福島マツダ、北関東マツダ、新潟マツダ自動車、甲信マツダ、東京マツダ販売、関東マツ
ダ、静岡マツダ、東海マツダ販売、北陸マツダ、京滋マツダ、関西マツダ、奈良マツダ、米
子マツダ、島根マツダ、岡山マツダ、アンフィニ広島、山口マツダ、西四国マツダ、九州
マツダ、南九州マツダ、沖縄マツダ販売
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※1	AED（自動体外式除細動器）：突然血液を流す機能を失った心臓に電気ショッ
クを与え、正常な動きに戻すための医療機器

AEDを地域のために供用（（株）マツダプロセシング中国） 地域

ものづくり広島の活性化のための青少年育成（トーヨーエイテック（株）） 人材  地域

販売会社

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



広島大学での研究助成贈呈式a

感動塾・みちくさ 三滝少年自然の家での様子e

市民活動団体との交流会d

科学わくわくプロジェクト「ジュニア科学塾」の塾生b

市民活動支援贈呈式c

県立広島大学ボランティア講座f

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。2012年3月31日まで
の助成総額は、13億8,480万円です。

目的	：	調和のとれた科学技術の向上を通じ、文化への貢献ならびに広く社会の発展に寄
与する。
取り組み	：	
　●	研究助成	：	科学技術に関する基礎および応用研究に対する助成を1985年より実施。
　●	事業助成	：	学会・研究機関などに属する研究者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」に関する事業・研究会などに対する助成を1985年より実施。

　●	科学わくわくプロジェクト	：	青少年の科学離れへの対応として、広島大学と連携し､2003
年より同大学の知的資源を活用した地域貢献プログラムとして実施。

2011年度実績
　●	研究助成	：	科学技術の発展に寄与する優れた25件の研究に総額3,000万円を助成。a

　●	事業助成	：	「科学体験」に関する事業15件に総額150万円を助成。
　●	科学わくわくプロジェクト	：	中学生を対象に年5回の「ジュニア科学塾」、高校生を対象
に6講座の「科学塾研究室」を開設、中高生を対象に年1回の「サイエンスレクチャー」を
実施。b

目的	：	青少年の健全な育成、あるいは青少年期における自らの学習への支援を通して、心
豊かに生きることのできる社会の実現に寄与する。
取り組み	：	
　●	研究助成	：	「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に
対する助成を1985年より実施。

　●	市民活動支援	：	青少年の健全育成や地域社会づくりのための諸活動を行う、広島県
および山口県の民間非営利活動の支援を1985年より実施。

　●	感動塾・みちくさ	：	子どもたちが身近な生活の中にあるものを題材として、仲間づくり
を行い、協力･創意工夫することに取り組む体験活動を1998年より実施。

　●	大学講義	：	広島県の大学に対する寄付講義を1995年より実施。
　●	講演会	：	青少年健全育成などに関して、地域の皆さまと共に考える場とするため、著
名人を招いた講演会を1984年より開催。

2011年度実績
　●	研究助成	：	青少年の健全育成に寄与する優れた5件の研究に総額400万円の助成。
　●	市民活動支援	：	青少年の健全育成に寄与する優れた31件の活動に総額800万円を支援。

c 	 d

　●	感動塾・みちくさ	：	小学生のための「エコエネルギー教室」、「ふしぎ	発見	感動体験〜
水とエネルギー〜」、「水に浮かぶ不思議」を実施（計134名参加）。e

　●	大学講義	：	県立広島大学で、2日間の集中講義、ボランティア実習を行う「単位互換
ボランティア活動」を実施（30名が単位取得）。f

　●	講演会	：	東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授の姜尚中氏を招き、広島国際
会議場で、講演会「『悩む力』とこれからの日本」を開催（1,350名が聴講）。
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マツダ財団

科学技術振興のための助成や事業 環境  人材  地域  財団

青少年の健全育成のための助成や事業 人材  地域  財団

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



環境保護プロジェクトに参加する学生b

ボランティア活動を行う従業員a

MNAOの社会貢献活動推進者

社長 ジェームズ・オサリバン
（マツダ財団USA理事長）

マツダノースアメリカンオペレーションズ（MNAO）は各地域社会のニーズに対応した多様
な活動を支援しています。“Zoom-Zoom”の精神に満ちたアプローチにより、環境、教育、
文化および社会福祉のための投資を活発に行い、その社会貢献活動において顧客、従業員、
ディーラーを積極的に支援しています。また、米国各地で地域社会改善のための創意工夫
に富むプログラムを支援することでより良い未来を築くことを目的に、マツダ財団USAを
通じた活動を支援しています。

目的 ：	カリフォルニア州オレンジ郡の慈善団体および地域社会のための活動を支援する。
取り組み ：	MNAOはさまざまな慈善活動に参加しています。a

2011年度実績
　●	カリフォルニア大学アーバイン校の財団による、企業社会との互恵的パートナーシップ
の構築を目指す企業パートナープログラムに参加し、同大学のポール・メラージ・スクー
ルオブビジネスを支援しました。

　●	アーバイン警察協会が主催する2つのイベント（スプリングフェスティバルと独立
記念日野外コンサート）を後援し、同協会が地域の治安を守り維持することに貢献
しました。

　●	オレンジ郡消防士協会に寄付を行い、同協会が毎年開催している募金イベントを支援
しました。

　●	ALS※1協会に寄付を行い、同協会がALS患者やその家族に手厚いケアや支援を行う
手助けをしました。

　●	自動車業界における多文化・多様性を促進するためのアーバンホイール賞に協賛しました。
　●	カリフォルニア州ハイウェイシステムの「道路里親プログラム」に参加し、地域のハイウェ
イの環境改善を支援しました。	

　●	この他、MNAOでは米国の代表的な募金組織「ユナイテッドウェイ」の活動支援など、
従業員のボランティア活動を積極的に支援しました。（P99参照）

マツダ財団USA（MFUS）は1990年9月に設立され、教育、環境保護、社会福祉、異文化交
流取り組みへの助成を行っています。設立以来、762万ドルの支援を行っています。

目的	：	環境保護と青少年教育を支援する。
取り組み ：	MFUSは、米国の自然保護団体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・アワー・アメリカン・リソース（SOAR）・プログラム」という活動を1998年
から実施しています。b

2011年度実績
MFUSの支援を受けた学生インターンは、夏に全米の国立や州立公園にて、さまざまな環
境保護プロジェクトに従事しました。
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海外の主な取り組み

さまざまな慈善活動への支援 環境  人材  地域

学生自然保護協会（SCA）の支援 環境  人材  財団  

※1	筋萎縮性側索硬化症

米国

マツダ財団USA

＊海外の取り組みは、2011年1月から12月を中心に報告。
一部2012年1月以降の活動も報告しています。

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



ヨーロッパのマツダR&Dセンターでデザイン講座c

心のこもった折り鶴をマツダ本社で展示d

奨学金を受け大学で勉学に励む学生e

新しい靴をもらって喜ぶ子どもf

目的 ：	日米間の異文化交流関係を促進する。
取り組み	：	「マツダ／YFUスカラシッププログラム」は、MFUSと米国に本拠を置く国際交
流団体YFUがタイアップしているプログラムで、1984年から実施しています。マツダ奨学
金によって、毎年10名の高校生が夏の6週間、日本にホームステイし、ホストファミリーと暮
らしながら、日本語を学び、日常生活を経験します。27年間で延べ265名の生徒がこのプ
ログラムに参加しています。
2011年度の取り組み
東日本大震災の影響を考慮し、MFUSの支援を受けた10名の米国の高校生は、日本に代
わりドイツで夏の約6週間を過ごし、ヨーロッパのマツダR&Dセンターを訪問しました。c

スカラシップ生は、平和への祈りと友情の印に加え、東日本大震災犠牲者の方々への追悼
の気持ちを込めて、日本に折り鶴を届けてくれました。d

目的 ：	教育を受ける機会を提供する。
取り組み	：	MFUSは、就学困難や少数民族の学生、また自動車工学に関心が高い学生の
ために、さまざまな団体と協力を続けています。e

2011年度実績
　●	ヒスパニック奨学基金（HSF）に援助した奨学金は、南カリフォルニアの2大学に所属
するヒスパニック系大学生１２名に与えられました。HSFは、ヒスパニック系学生を支
援する基金で、1990年から提携しています。

　●	ディラード大学に援助した奨学金は、この大学で経営学を学ぶ20名の学生に与えら
れました。ディラード大学は、ルイジアナ州ニューオリンズにあるHBCU※1に属する大
学で、1998年から提携しています。　

　●	ノースカロライナ大学（UNCP）に援助した奨学金は、この大学の先住アメリカ人の
学生2名に与えられました。UNCPは少数民族や就学困難な学生に優れた教育機会
を提供しており、2000年から提携しています。

　●	クレムゾン大学国際自動車研究センター（CU-ICAR）に援助した奨学金は、この大学
で自動車工学を研究する３名の大学院生に与えられました。クレムゾン大学は自動
車研究についてアメリカ南東部では最高水準の自動車工学教育プログラムを実施
している大学で、2008年から提携しています。

目的	：	困窮している家庭の子どもたちの自尊心の確立を促す。
取り組み ：	MFUSは、2005年からカリフォルニア州にあるNPO「シューズ・ザット・フィット」
への資金提供を通じて、経済的に困窮している家庭の子どもたちに新しい靴や衣類を支援
し、彼らの自尊心の確立を促しています。
2011年度実績
MFUSによる「シューズ・ザット・フィット」への支援により、「バック・トゥ・スクール・シューズ・プロジェ
クト」の一環として、子どもたちに新しい靴８万足を提供することに貢献しました。f

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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マツダ／YFUスカラシッププログラム 人材  財団

学生支援のためのさまざまな奨学金の提供 人材  財団

子どもたちへの衣類・靴の提供 人材  財団

※1	歴史的に黒人の多い大学の総称

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



子どもたちが楽しめるイベントを開催g

ボランティアから読み書きの指導を受ける子どもi

フードバンクを通じて食料を提供j

「プロジェクト・アクセス」のプログラムに参加する児童h

目的	：	虐待や育児放棄された子どもたちを支援、擁護する。
取り組み	：	MFUSは、「コート・アポインテッド・スペシャル・アドボケイツ・フォー・チルドレン（CASA）」
を2006年から支援しています。CASAは、虐待や育児放棄などを経験した子どもたちを支
援、擁護するためのボランティアを育成・派遣しています。
2011年度実績
MFUSの支援により、地域の数百名の子どもたちがボランティアの支援を受けました。g

目的	：	カリフォルニア州オレンジ郡の住宅地域で子どものための学習環境整備を支援する。
取り組み	：	MFUSは放課後活動プログラムを行う「プロジェクト・アクセス」を2007年より
支援しています。低所得家庭の生徒を対象に、勉学をはじめ、多種多様な教育機会を提供
することを目指し活動を行っています。
2011年度実績
MFUSは、約1,200名の生徒がこれらのプログラムに参加することに貢献しました。生徒
たちは1週間に平均3回参加し、その結果、学習習慣、コミュニケーションスキル、問題解決
スキル、学業面での自尊心、自信などの改善の兆候がみられました。h

目的	：	ニューオーリンズの公立小学校でリテラシー（読み書き）能力向上を必要とする2年
生を支援する。
取り組み	：	MFUSは、24年にわたりニューオーリンズの公立小学校でリテラシー能力向上
を必要とする2年生を対象に、一対一の指導を無償で行っている「スタート・ザ・アドベンチャー・	
イン・リーディング（STAIR）」を支援しています。
2011年度実績
MFUSは、234名の小学2年生のリテラシー能力向上支援に貢献しました。i

目的	：	飢えに瀕
ひん
する人々を軽減させる。

取り組み	：	MFUSは、カリフォルニア州にあるNPO「セカンド・ハーベスト・フード・バンク・オブ・
オレンジ郡」の活動を2000年より支援しています。オレンジ郡にくまなく食料を配達する
この活動は、提携機関と協働で行われており、現在、全米に取り組みを広げています。
2011年度実績
MFUSは、全米にある複数のフードバンクとホームレス保護施設の活動を支援しました。
この支援により、南カリフォルニア、イリノイ州シカゴ、ミシガン州デトロイト、フロリダ州ジャ
クソンビルに住む何千人もの支援を必要とする人に対して食料が提供されました。j

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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育児放棄された子どもたちを支援するボランティアの育成 人材  財団

子どもたちの学習支援 人材  財団

子どもたちのリテラシー能力向上の支援 人材  財団

全米フードバンクの支援 地域  財団

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



自転車競技に参加k

従業員主催のチャリティーイベントa

MCIの社会貢献活動推進者

人事部 スペシャリスト
リディア・ボイド

目的	：	負傷した退役軍人に補装具、コーチによる指導、トレーニングおよび競技費用を提
供する。
取り組み	：	MFUSは、障がい者アスリート財団が運営するオペレーションリバウンド・プロ
グラムを支援し、身体障害を被った退役軍人などにスポーツの機会を提供しています。
2011年度実績
MFUSはスポーツ用品、競技、トレーニングにかかる費用を提供し、負傷した退役軍人な
ど8名を支援しました。k

マツダカナダ（MCI）は、地域社会のニーズに応じた活動を行い、さまざまな社会貢献に取り
組んでいます。募金活動の他、MCIならではの強みを生かした取り組みを行っています。

目的	：	慈善団体を支援する。
取り組み	：	MCIは、社会福祉に関連した慈善活動を支援しています。
2011年度実績
　●	MCIの従業員は、スターライト財団のトイ・ドライブ・プログラムに参画し、子どもたち
の希望品リストに基づいたクリスマスプレゼントを購入し、支援の必要な家族が幸せ
なクリスマスを過ごせるよう支援しました。

　●	MCIの従業員は、「ホスピタル・フォー・シックチルドレン」（病気の子どもを支援）と「カナ
ダがん協会」（がん患者を支援）を支援するためにチャリティーイベントを開催し、寄付
を集めました。また、「リッチモンド・ヒル・フードバンク」に保存食品を寄付しました。a

　●	MCIは、「ホスピタル・フォー・シックチルドレン」を支援するためのシックキッズ・ビーチ
バレーボール大会に参加しました。

　●	MCIとケベック州の一部の販売会社は、がんに打ち勝つことを目的としたサイクリン
グイベントに参加し、「カナダがん協会」への寄付を集めました。

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	：	MCIは、選手育成活動の一環として、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。
2011年度実績
MCIは、ナショナルチームの選手育成活動に使用する6台の車両（CX-7とCX-9）を貸与し
ました。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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障がい者のスポーツ支援 地域  財団

カナダ・ナショナル・カヌー／カヤックチームの支援 地域

さまざまな慈善活動への支援 人材  地域

カナダ

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



ファンデー (マツダボビーカーレース)a

Mazda2と壁に描かれたMoFaグラフィティ・ロゴb

MAEの社長とバルセロナモーターショーを見学する子どもたちc

MMEの社会貢献活動推進者

広報部 エバ・ラング
（SOSチルドレンズ・ヴィレッジ大使）

マツダの幅広いネットワークをいかし、マツダモーターヨーロッパ（MME）と欧州各国の販
売統括会社は、“ONE	MAZDA”の精神に基づき広範囲で、かつ地域に根ざした活動を行っ
ています。子どもたちの幸せづくりのため、特に欧州の子どもたちの支援に注力しています。

目的	：	ヨーロッパ各国で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	：	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。

2011年度実績
ヨーロッパ全体　マツダモーターヨーロッパ（MME）
　●	社員食堂でクリスマスカードやグリーティングカードを販売、MME本社では、展示物
やパンフレットによって、支援意識を喚起しました。

　●	1,000枚以上のチケットが販売されたチャリティ抽選会を開催しました。

ドイツ　マツダモータース（ドイツランド）（MMD）
　●	デュッセルドルフ・ガラートSOS青少年総合センター（MMD本社近隣）の多目的室を
改修するための費用を一部援助しました。

　●	同センターを訪れる若者を指導するチューターを後援しました。
　●	9月のファンデーに行われた同センター開所式を支援しました。MMEとMMDの従
業員約40名は、ワッフルの販売や、マツダボビーカーレースの運営を通じ式に協力
しました。a

オーストリア　マツダオーストリア
　●	モースブルク（ケルンテン）のSOSチルドレンズ・ヴィレッジにある、治療支援のための
グループホーム「バーバクス・ハウス」を援助しました。

　●	新プロジェクト、「MoFa(モバイル・ファミリーズ)」のために3台のMazda2（日本名：デ
ミオ）を貸与しました。また、子どもたちが、マツダオーストリアのグラフィック・デザイナー
と共に大きな壁にグラフィティ・ロゴをデザインするイベントを開催しました。b

　●	2月の学期間の休みの週に、若者をマツダオーストリアに招き、いくつかの部門で2日
間の職場体験をする機会を提供しました。

スペイン   マツダオートモービルズエスパーニャ（MAE）
　●	スペインでマツダ車販売台数に応じた寄付を行い、スペインやアフリカ、ラテンアメ
リカの2万名の子どもたちの援助を目的としたBSOSキャンペーン※1を支援しました。

　●	2月にマドリード近郊にあるSOSチルドレンズ・ヴィレッジの職業訓練施設に、中古の
Mazda2（日本名：デミオ）を寄贈しました。

　●	地域SOS組織の移動手段用に、Mazda5（日本名：プレマシー）を2台貸与しました。
　●	子どもたちをさまざまなイベントに招待し、MAEの従業員も子どもたちと一緒に楽し
みました。c

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献

Sustainability Report 201289

SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働（ヨーロッパ全体） 人材  地域

※1	100万件の寄付を集めることを目標としています。同キャンペーンは、
「besos（スペイン語でKiss）」と「SOS」を合わせて「BSOS」と名付けられ
ています。

ヨーロッパ

開始年 国

2008
ヨーロッパ全体、ドイツ、オーストリア、	
ベルギー／ルクセンブルグ、チェコ、
ハンガリー、クロアチア

2009 オランダ
2010 スペイン
2011 イタリア

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



歓談するチャリティ・ウォーク参加者d

ソリダリティ・ショッピングを開催e

写真撮影会に参加したSOSの子どもたち。
MX-5（日本名：ロードスター）に乗って。

f

※車は停車しています。

参加者全員で作った雪だるまh

コンテスト優勝者の絵がペイントされたMazda5
（日本名：プレマシー）

g

※車は停車しています。

ベルギー・ルクセンブルグ　マツダモーターベラックス（MMB）
　●	MMBの従業員、その友達や家族と一緒にチャリティ・ウォークを行いました。加えて、チョ
コレートのイースターエッグの販売を通じ寄付金を集めました。d

イタリア　マツダモーターイタリア（MMI） 
　●	オストゥーニにある、SOSチルドレンズ・ビレッジの資金集めに協力するため、12月に
MMI本社で、2日間の「ソリダリティ・ショッピング」を開き支援を行いました。e

チェコ　マツダモーターチェコ（MMCZ）
　●	カルロヴィヴァリにある、支援を必要としている子どもたちの救護施設に援助を行い
ました。

　●	SOSチルドレンのために、日本のカメラメーカーと共同で写真コンテストを開催し、子
どもたちが写真のモチーフを見つける手助けとなるさまざまなイベントも行いました。
また、MMCZがマツダファンクラブの協力のもと、カメラの贈呈式を行った際、参加
者はMazda	MX-5（日本名：ロードスター）に乗車し、このクルマの写真撮影をして楽
しみました。f

ハンガリー　マツダモーターハンガリー（MMH）
　●	子どもたちが、離れて暮らす親に会いに行けるよう1カ月の間、Mazda5(日本名：プ
レマシー)を貸与しました（燃料と保険の支援含む）。

　●	子どもたちのために、絵画コンテストや「チルドレン・ファン・デー」を開催し、コンテスト
優勝者の絵をMazda5（日本名：プレマシー）にペイントしました。g

クロアチア   マツダモータークロアチア（MMC）
　●	レケニクのSOSチルドレンズ・ヴィレッジの2つの施設のための維持費を援助しました
（電気、ガス、水などの年間経費）。

　●	MMC従業員は、2012年2月にSOSチルドレンズ・ヴィレッジを訪問し、子どもたちと
一緒に雪遊びを楽しみました。h

オランダ　マツダモーターネーデルランド（MMN）
　●	特別にチャリティウェブサイトを開設し、MMNのクリスマスカードカードを販売。売上
の一部を寄付しました。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



清掃活動の参加者i

チャリティくじj

26マイル・ムーンウォークk

目的	：	地域の清掃活動に貢献する。
取り組み ：	MMEとMMDの従業員は、地域の一員として、レーバークーゼンで毎年行われ
るクリーンアップ・キャンペｰン「私たちの街のために」にボランティアで参加しています。地
域のために前向きに何かをする時間を、楽しみながら共に過ごすこともこの取り組みの目
標となっています。
2011年度実績
MMEとMMDの従業員約30名は、5月にクリーンアップ・キャンペーンにボランティアで参
加しました。参加者は、3時間かけてゴミ袋20個分に相当するゴミを回収しました。i

目的	：	地域の交通安全に協力する。
取り組み／2011年度実績
MME本社の出口付近に2つの新しい街路灯を設置しました。これは、本社出口に交差して
いる一般道の自転車用車線について、自転車と自動車のドライバーがお互いをより認識し
やすくするためのものです。

目的	：	さまざまな団体へ支援を行う。
取り組み ：	マツダモータースUK	(MMUK)とその従業員は、さまざまなチャリティ活動に参
加しています。
2011年度実績
MMUKとその従業員は「社会に恩返しをする」ことを目標に、従業員が月1回カジュアルな
服装で出勤する「ドレス・ダウン・デー」で、ケーキ販売やクジによる募金活動を行い、従業員
が推薦する慈善活動に寄付しました。j

MMUKとその従業員はさまざまなチャリティ活動の実施を通して、以下のような団体に寄
付しました。また、サプライヤーもクリスマスオークションのための品物を提供することで
MMUKの活動に協力しました。
　●	ブリティッシュ・ハート財団（ロンドン・トゥ・ブライトン・バイクライドへの従業員の参加
を通して寄付）

　●	アクション・メディカル・リサーチ、NSPCC（国家児童虐待防止協会）、多発性硬化症協会、
乳がん研究財団（自転車耐久イベント、ドラゴン・ボートレース、26マイル・ムーンウォー
クなどへの従業員の参加を通して寄付）k

　●	自動車業界べネヴォレント・ファンド（BEN）（MMUKが主導して寄付）

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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自転車用車線の安全確保に協力（ドイツ） 安全  地域

地域清掃に参画（ドイツ） 環境  地域

さまざまな慈善活動への支援（英国） 人材  地域

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



高校部門の優勝者a

衣類などの寄贈c

安全運転教室b

総務人事部 主任 
趙

ジャオ
 弘

ホン
嵐
ラン

MCOの社会貢献
活動推進者

管理部 主任
高
ガオ

 永
イョン

忠
ジョン

 

FMSCの社会貢献
活動推進者

マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）と一汽マツダ汽車販売有限公司（FMSC）は、中
国でさまざまな社会貢献活動を行っています。
MCOでは、中国地域の経済・産業の活性化に寄与する「良き企業市民」として次世代を担う

「人」の育成と交通安全の啓発などの社会貢献活動を行っています。また、FMSCでは、安
全運転技術向上の支援や、従業員･経営陣の自発的な取り組みとして、災害などへの募金
活動を積極的に行っています。

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 ： 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。
2011年度実績
約2カ月にわたる一次・二次予選を経て、2011年12月の決勝戦では中学校と高校の各部
門で優勝者が選ばれました。a

目的 ： 交通安全に対する意識を高める。
取り組み ： 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。
2011年度実績
FMSCは5月から10月にかけ、中国国内16カ所でマツダ車所有のお客さまを対象とした
安全運転教室を開催しました(合計約400名が参加)。b

目的 ： 経済的に恵まれない子どもたちを支援する。
取り組み ： FMSCは、四川省にある茸安郷小学校の経済的に恵まれない子どもたちが暖
かく冬を過ごせるよう、冬物の衣類などを贈っています。
2011年度実績
FMSCは2011年10月に、冬物の衣類30箱（約650着）と本3箱などを寄付しました。c
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「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 安全  人材

中国

安全運転教室の実施 安全  地域

子どもたちへの寄付 地域

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  安全に貢献する取り組み
人材  次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域  地域に根ざした取り組み
財団  マツダ財団を通じての活動



教室のペンキ塗りa

AATのホープクラブb

MTの社会貢献活動推進者

マーケティング コミュニケーションチーム
宋
ソン

 玠
ジェイン

昀

AATの社会貢献活動推進者

人事部 アナリスト
スカーニャ・ホォングヘン

マツダ台湾（MT）とその従業員は、より明るい未来を目指して、近隣の人々や社会の支援
に積極的に取り組んでいます。MTは、郊外に住む子どもたちの支援により、地域社会と支
援を必要とする子どもたちに恩返しをしたいと考えています。

目的	：	郊外に住む子どもたちを元気づける。
取り組み ：	MTが2010年から行っているズームズーム・ハグは、郊外に住む子どもたちと
のアウトドア活動です。MT、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。
子どもたちはこのイベントで、食べ物や衣類、プレゼントをもらい、楽しい時間を過ごしています。
2011年度実績
ズームズーム・ハグメンバーは、梅園小学校と大里小学校を訪問し、食べ物や衣類、寄付金
を提供したほか、子どもたちがきれいな環境で勉強できるよう、教室のペンキ塗りを手伝う
など、子どもたちと一緒にイベントを楽しみました。また、大里小学校は、交通が不便な場所
にあるため、MTと地元ディーラーが、プレマシーを1年間貸与しました。a

オートアライアンス（タイランド）（AAT）とマツダセールスタイランド（MST）は、タイでさまざ
まな社会貢献活動を行っています。
AATは、従業員の安全と健康に対する意識を高め、AATの考え方を地域に伝えるために、
人材育成、およびAATの安全・健康方針に基づく活動を支援しています。また、MSTは、良
き企業市民として社会貢献活動に取り組んでいます。

目的	：	従業員の安全と健康に対する意識を高め、AATの考え方に基づいて地域と交
流する。
取り組み ：	AATの職業安全健康委員会は、ボランティア活動を行うAATの「ホープクラブ」
と協力して、「学校での安全プロジェクト」を継続しています。さらにHIV／AIDSに感染した
子どもたちをケアするための施設「ハウス・オブ・グレイス・チャイルド財団（思いやりの館子
ども財団）」を拠点とするHIV／AIDS患者支援コミュニティを支援しました。b

2011年度実績
　●	現金、文房具、スポーツ用品などの寄付
　●	健康生活を支えるための昼食プログラムの提供
　●	安全ミニ・ウォーク・ラリーを通じた学校教育プログラムの提供（安全、健康、環境、チー
ム形成など）
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台湾

タイ

ズームズーム・ハグの実施 地域

学校での安全プロジェクトおよびHIV／AIDSケア施設の支援 人材  地域

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



AATでのインターンシップに参加した学生c

オーロラ・ソーラーカーa

「ラン・フォー・ザ・キッズ」イベントb

MAの社会貢献活動推進者

財務部長兼総務部長
アマンダ・マーシャル

目的	：	タイの学生の人材育成を支援する。
取り組み ：	1998年以来、毎年3月から5月に、AATは各大学から募集した約20名の学生
のために「インターンシップ・プログラム」を継続的に実施しており、このような教育への取り
組みが評価されています。このプログラムにより学生たちは、AATの製造工程を見学する
ことができます。AATは、多くの大学と連携し、教育省が規定する学業プログラムに則した
職業訓練を提供しており、タイ国内の発展に寄与できる有能な卒業生の輩出に貢献してい
ます。
2011年度実績
3月から5月にかけて、36名の大学生がインターンシップを通して実務を体験する機会を
提供しました。c

目的	：	タイの復興と救援活動を支援する。
取り組み／2011年度実績
MSTとマツダは、タイで洪水によって壊滅的な被害を受けた地域の要望に応え、救援活動
に対して寄付を行いました。

マツダオーストラリア（MA）は、企業協賛プログラムを通じて、誠実で信頼される地域貢献
活動を行うことを目標としています。さらに、地域に根付いたプログラムや団体に対して、
マツダ財団オーストラリアを通じて支援を行っています。
MAの従業員は、これらプログラムへの参加や、社会貢献活動の支援を奨励されており、地
域に貢献できる機会が与えられています。

目的	：	環境への取り組みを支援する。
取り組み ：	MAは、「オーロラ・ビークル協会」のソーラーカーの実用化に向けた取り組みを
支援しています。a

2011年度実績
同協会は「ワールド・ソーラー・チャレンジ」に参加し、MAは、寄付の他BT-50を1台提供し
ました。

目的	：	地域医療への貢献と従業員の地域ボランティア参加を促進する。
取り組み ：	MAは毎年4月に開催される王立小児病院のランニングイベント「ラン・フォー・ザ・
キッズ」を支援しています。イベントを通じて集められた募金は、王立小児病院の重要な研究、
施設、機器のために活用されます。b

2011年度実績
　●	MAとサプライヤーから、40名以上の参加者が集まってチームを作り、イベントに参加
しました。

　●	MAはこのイベントに寄付し、優勝者にはMazda2（日本名：デミオ）を提供しました。
　●	MAの従業員は、イベントに参加したり、ボランティアスタッフとして運営の手伝いをし
たりしました。
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インターンシップ・プログラムの支援 人材

タイの洪水復興支援 地域

ソーラーカー開発の支援 環境  人材  地域

王立小児病院の支援 人材  地域

オーストラリア

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



ノース・メルボルン・フットボール・クラブc

ニュー・サウス・ウエールズ・ワラタス ラグビーチームd

オペラ・オーストラリアf

ピカソ展e

目的	：	地域貢献、従業員のボランティアを促進する。
取り組み ：	MAでは、カジュアルな服装で出勤した従業員が募金活動に参加する「カジュアル・
ドレス・デー」を毎週金曜日に設けています。集められた募金は、地域のさまざまなチャリティー
団体に寄付しています。
2011年度実績
王立小児病院、多発性硬化症協会、Movember（男性特有のがんのためのチャリティー団
体）、その他地域のチャリティー団体に寄付しました。

目的	：	スポーツを振興する。
取り組み ：	MAは、フットボールチーム「ノース・メルボルン・フットボール・クラブ」とラグビーチー
ム「ニュー・サウス・ウエールズ・ワラタス」の主要スポンサーとして協賛しています。
2011年度実績
MAは、寄付および45台の車両の貸与を行いました。
　●	ノース・メルボルン・フットボール・クラブ：お客さまへの公開練習、ディーラー向けのプレマッ
チ試合、コーポレートシート	 c

　●	ニュー・サウス・ウエールズ・ワラタス：コーポレートシート	 d

目的	：	文化芸術を支援する。
取り組み ：	MAは、12年にわたり「オーストラリア美術展」のプレミアムスポンサーとして協
賛しています。また、8年にわたり「オペラ・オーストラリア」を支援し、無料の野外公演に対し
て協賛を行っています。
2011年度実績
　●	MAは、シドニーにあるアートギャラリー・オブ・ニュー・サウス・ウェールズで開催された「ピ
カソ展」に協賛しました。e

　●	MAは、「オペラ・オーストラリア」に寄付し、シドニーとメルボルンでの公演に約50万名
の観客が訪れました。f

目的	：	クイーンズランド州の復興と救援活動を支援する。
取り組み／2011年度実績
MAとMAの従業員および販売店は、2011年1月にクイーンズランド州で起きた大洪水に
よる被害に対して、支援の寄付を行いました。
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カジュアル・ドレス・デーの実施 人材  地域

スポーツの振興支援 地域

クイーンズランド州の洪水復興支援 地域

文化の支援 地域

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



野外活動用ゴムボートa

湿原に生えているキノコb

MMNZの社会貢献活動推進者

社長 アンドリュー・クリアウォーター
（マツダ財団ニュージーランド理事長）

マツダ財団オーストラリア（MFA）は、1990年8月に設立され、教育、環境保護、科学技術
振興への助成および社会福祉関連取り組みへの貢献を行っています。設立以来、680万豪
ドルの支援を行っています。

目的	：	子どもたちや若者を支援する。
取り組み ：	MAはさまざまな活動に対して、MFAを通じて支援しています。
2011年度実績
MFAは、リーチ財団（若者への教育支援）やステファニー・アレクサンダー・キッチン・ガー
デン財団（学校での食育の支援）、先住民リテラシー財団（先住民の子どもたちの読み書
き能力の支援）など子どもたちや若者に対するさまざまなプログラムに対して支援を行
いました。

マツダモータースオブニュージーランド（MMNZ）は、マツダ財団ニュージーランド(MFNZ)
を通じてさまざまな活動を支援しています。

マツダ財団ニュージーランド（MFNZ）は2005年11月に設立され、教育、環境保全、文化
活動など多様な取り組みに資金を提供しています。設立以来、300を超える個人・団体に
120万NZドルを超える支援を行っています。

目的	：	野外における環境教育を提供する。
取り組み／2011年度実績
MFNZはピ—ルフォレスト野外研究センターの河川安全教育プログラムに利用するゴムボー
ト購入のための補助金を提供しました。センターでは、若い人々に新しい経験と学習機会
を提供し、野外活動を通じて自らの可能性を伸ばせるよう工夫された体験学習プログラム
を運営しています。a

目的	：	環境保全を促進し環境教育を行う。
取り組み／2011年度実績
MFNZはナショナル・ウェットランド・トラストにサウスランド湿原遺産トレイルの散策路ガイドブッ
ク作成のための補助金を提供しました。
このトラストは、ニュージーランドの人々に自国の希少な湿地・湿原を訪れその価値を理解
するよう勧めています。b
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さまざまな慈善活動への支援 人材  地域  財団

ピ—ルフォレスト野外研究センターの支援 環境  人材  財団

ナショナル・ウェットランド・トラストの支援 環境  財団

マツダ財団オーストラリア

マツダ財団ニュージーランド

ニュージーランド

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



深刻な絶滅の危機に瀕しているチャタム島のタイコc

無料の朝食を楽しむ子どもたちe

補助金を利用したチャイルドシートf

新しい衣装でパフォーマンスを披露する子どもたちg

新しいウクレレを手にする生徒d

目的	：	絶滅の危機に瀕
ひん
している野鳥を保護する。

取り組み／2011年度実績
MFNZは、チャタム島・タイコ・トラストに、タイコ※1の繁殖性を観察する巣穴スコープの設
置補助金を提供しました。同トラストは、1998年から、タイコやその他のチャタム島に生息
する野鳥の保護を行っています。c

目的	：	音楽に関心のある生徒の育成を支援する。
取り組み／2011年度実績
MFNZはイーストオタゴ高校の音楽科に、ウクレレと録音装置を購入するための補助金を
提供しました。この音楽科では、芸術に対する生徒の関心を高め、生徒に楽器の演奏を学
ぶ機会を提供しています。d

目的	：	栄養不足の子どもたちを支援する。
取り組み／2011年度実績
MFNZはエンジェルスライト・ブレックファスト・クラブに、業務用食器洗い機を購入するた
めの補助金を提供しました。この食器洗い機によって、ボランティアの人たちは早く後片付
けができるようになるだけでなく、非常に厳しい衛生基準が達成できます。このクラブはサ
ウスオークランドにあり、プログラムのボランティアがお腹をすかせた子どもに栄養のある
朝食を提供しています。e

目的	：	5歳未満の子どもたちの福祉のための無料支援サービスを提供する。
取り組み／2011年度実績
MFNZは、RNZプランケット協会に小さな子どもを持つ親に対するチャイルドシート貸し出
し事業のために、60台のチャイルドシートを購入する補助金を提供しました。同協会は、5
歳未満の子どもたちの発達・健康・福祉のためにさまざまなサービスを無料で提供するニュー
ジーランド最大の機関です。f

目的	：	学校の子どもたちによるマオリ族の舞台芸術を振興・支援する。
取り組み／2011年度実績
MFNZは、Te	Kura	Kaupapa	Maori	o	Otepou	スクールに、同スクールのチームが全
国カパ・ハカ※2コンテストに自信を持って出場できるよう、30年間使用している衣装を新調
するための補助金を提供しました。g
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チャタム島・タイコ・トラストの支援 環境  財団

イーストオタゴ高校音楽科の支援 人材  財団

エンジェルスライト・ブレックファスト・クラブの支援 地域  財団

ロイヤルNZ（RNZ）プランケット協会の支援 地域  財団

マオリ族の舞台芸術の支援 地域  財団

※1	絶滅の危機に瀕している野鳥、中型のヒメシロハラミズナギドリ。
※2	カパは、マオリ語で「グループ」、ハカは「ダンス」の意味

環境 	環境保全に貢献する取り組み　 安全 	安全に貢献する取り組み
人材 	次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域 	地域に根ざした取り組み
財団 	マツダ財団を通じての活動



奨学金を授与された音楽専攻の学生a

クラシック音楽コンサートb

MWFの自然保護プロジェクトc

CCAの社会貢献活動推進者

社長 ファビオ・サンチェス
（マツダ財団コロンビア理事長）

FMCSAの社会貢献活動推進者

マツダ マーケティング マネージャー
ドリーン・マッシニーニ

コロンビアでマツダ車の生産と販売を行う、コンパニア コロンビアナ アウトモトリスS.A.　
（CCA）は、マツダ財団コロンビアを通じて社会貢献活動を支援しています。

マツダ財団コロンビア（MFC）は、1990年に設立され、教育、文化などさまざまな取り組み
に資金を提供しています。設立以来、86億コロンビアペソを超える支援を行っています。

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 ： MFCは、教育支援の一環として、大学および大学院の学生に奨学金の支援を行っ
ています。コロンビア全土の大学からの奨学金応募者の中から、成績と大学院での研究内
容を考慮し優れた学生が選ばれます。この支援の結果、多くの奨学生が大学の教員となり、
地域社会の教育に貢献しています。
2011年度実績 
MFCは、230名の応募者の中から31名の優秀な学生に奨学金を提供しました。（物理
学の修士課程8名、数学の修士課程9名、音楽の修士課程3名、音楽専攻の学部課程
11名）a

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 ： MFCは、在コロンビア各国大使館と協力してコンサートを開催し、ステークホル
ダーや関係官庁、お客さま、学術団体の代表者などを招待しました。
2011年度実績
MFCは、フルートとハープによる現代音楽の二重奏、イタリアのジャズバンド、オペラの二
重唱など、７つのコンサートを支援し、約4,700名の人々がこれらの音楽を鑑賞しました。b

南アフリカでマツダ車の販売を担当するフォードモーターカンパニーオブサザンアフリカ（FMCSA）
は、南アフリカの野生動物の保全活動をマツダ自然保護基金（MWF）を通じて行っています。

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 ： MWFは、29の非政府および非営利団体の環境保護や研究、環境教育に関わ
るプロジェクトを30台のクルマを提供することによりサポートしています。
クルマのメンテナンスはマツダディーラーが行い、この活動に関わるクルマの整備・維持管
理費用は、全てMWFによって賄われています。
2011年度実績
MWFは、9月に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。c

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重社会貢献
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コロンビア

教育助成金の支援 人材  地域  財団

クラシック音楽コンサートの開催 人材  地域  財団

マツダ自然保護基金（MWF） 環境  地域

南アフリカ

マツダ財団コロンビア

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  安全に貢献する取り組み
人材  次世代を担う「人」を育成する取り組み　 地域  地域に根ざした取り組み
財団  マツダ財団を通じての活動



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

　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

　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
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お客さま満足
101  お客さまへの取り組み
          　品質
          　商品
          　販売
          　アフターサービス

118  安全への取り組み

常にお客さまの視点に立って
改善活動を行っています

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

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。



プロセス
アプローチ／

システムアプローチ

人々の参画
（全員参加 自分発）

リーダーシップ

継続的改善

顧客重視
（顧客志向）

一人ひとりが当たり前のことを当たり前に、
きちんとやり遂げます（基本動作の徹底）。①

私たちの先輩が築いた仕事の仕組みを、
私たちの手でさらに改善を重ねていきます。②

お客さまに喜んでいただくことが
私たちの願いです。③

サプライヤーとの
互恵関係（相互依存）

意思決定への
事実に基づく

アプローチ（事実志向）

【品質マネジメントの原則】【品質方針のこころ】

P

D

A

C

Mazda Quality 5つの質
「あらゆる提供物の質」：マツダが提供する車両、部品、
販売、サービス、発行物、ウェブサイトの質

「仕事の質」：仕事の進め方、完成物の質
「マネジメントの質」：業務管理、資源管理、判断の質
「職場環境の質」：職場風土、コミュニケーション、職
場環境の質

「人間行動の質」：考え方、意識、価値観、言動の質

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。

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

a お客さま満足の向上

「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。すべての質の基盤となる「人間行動の質」は、「Mazda Way」（P123参照）
に基づいています。a

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。

常にお客さまのニーズに応え、業界トップレベルの品質の商品・販売・アフターサービスをお
届けするため、「品質つくり込み技術の革新」「お客さまの要求品質を実現する品質改善の革新」

「『お客さまの笑顔のために何ができるか』を常に考え行動できる人づくり」に、マツダグルー
プ全体で取り組んでいます。

お客さまの多様なニーズに応え、より大きな信頼・喜び・感動を感じていただくため、商品の
企画・開発段階からお客さまに商品をお届けするまで、一貫性を持った品質のつくり込みに
取り組んでいます。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重

お客さまへの取り組み 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。

お客さま満足向上に向けての考え方

基本的な考え方

品質向上に向けての取り組み

お客さま満足
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● ドイツ 自動車保有満足度調査（VOSS）※1ブランド別順位 第3位
● 米国コンシューマーレポート社 Automaker Report Cards※2 第2位

主なTOPICS

品質

※1 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ2011年ドイツ自動車保有満足度調査SM

（VOSS）　17,150人以上の平均保有期間2年の自動車保有者の回答によ
る。調査実施時期は2011年1月から3月

※2 コンシューマーレポート社が行う自動車ユーザーによる信頼性の報告と
コンシューマーレポート社によるロードテストを合わせた評価

Ⅰ. 品質つくり込み技術の革新



c 開発・生産・品質・海外拠点・サプライヤーが
一体となった品質のつくり込み

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

● 機能を軸に開発から検証まで「一貫性」を持ったつくり込み
● 開発、生産、品質＆サプライヤーが「つながり」を持った
一体化活動

d 迅速な品質改善

情報収集 改善対象リスト

現品回収

車両調査

品質会議 改善見える化

マネジメント
レビュー

● 

駐
在
員
か
ら
の
現
地
調
査
デ
ー
タ

● 

販
売
会
社
か
ら
の
詳
細
デ
ー
タ

● 

追
加
調
査
の
要
否

● 

調
査
内
容
の
明
確
化

● 

改
善
対
応
状
況

● 

改
善
後
の
品
質

● 

実
績
報
告

● 

調
査
方
針
の
見
直
し

● 

調
査
の
進
捗
確
認

● 全案件を
  網羅
● 進捗の
  見える化
● 関連部門と
  共有

● 不具合現品
  の調査
● 劣化具合の
  調査

● 不具合車両
  の調査
● 再現調査
● 車両データ
  の解析

毎
日
実
施 定期的な

進捗レビュー

b 品質つくり込みプロセス
お客さま満足の向上

Step0：商品性・信頼性目標設定

Step1：機能目標設定

Step2：制御因子・誤差因子の決定

Step3：許容限界値（崖）定義

Step4：スペック決定・図面化

Step5：余裕度の検証

Step6：重要管理特性の決定

Step7：工程内品質つくり込み

Step8：製品品質の最終確認

Step9：市場導入後の迅速な品質改善

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

機
能
開
発
・つ
く
り
込
み

生
産
・
品
質

開
発

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重お客さま満足
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商品の性能と信頼性のさらなる向上のみならず、環境対応も含めた新技術の品質レベル
の向上のため、企画・開発から量産までの各段階で「一貫性」を持ち、開発・生産・品質・海外
拠点・サプライヤーが「つながり」を持って品質のつくり込みを行っています。
品質のつくり込み技術の基本は「機能保証」です。クルマの基本機能を構成する各システム
や部品単位まで網羅的に機能保証を行い、製造過程で発生するばらつきを含めて機能保
証ができる製造工程の設計を行っています。
SKYACTIV技術をフル搭載したCX-5をはじめ、すべての商品でこの取り組みを適用してい
きます。 b   c

工場出荷時の高い品質を維持した状態でお客さまにお届けするため、出荷以降の品質保
証活動を強化しています。
流通センター・ポート・販売会社における作業や検査方法を網羅的に把握し、ツールや作業
環境の整備をグローバルで行っています。
また、生産工場から販売会社までの物流工程では、国内・海外の統一基準として物流品質
保証体系のガイドライン「マツダ ロジスティックス グローバル ガイドライン」を整備し、国
内だけでなく海外にも順次展開しています。

お客さまのニーズに応えられるよう、常に国内・海外の品質情報を収集し、迅速な品質改善
と今後の商品の品質向上強化に取り組んでいます。

国内・海外の販売会社から品質に関する正確な情報をリアルタイムで収集するとともに、現
地に駐在員を派遣し、「現場・現物・現実」による品質改善を加速させています。

品質改善を早く進めるためには、品質に関する問題を網羅的に早期に認知する必要があり
ます。使用過程車やその部品を回収し、調査することで潜在的な劣化問題の早期発見と早
期改善に取り組んでいます。d  

故障などの不具合に加え、使い方の分かりにくさなど、お客さまが感じる不満だけでなく「こ
ういう商品であって欲しい」という期待への対応も品質向上には重要な要素です。マツダは、
そうした不満や期待に対するお客さまの声に耳を傾けるために、第三者機関によるアンケー
ト調査に加え、市場品質情報やマツダ独自で開発したアンケート調査によって得られた情
報1件1件に目を通し、日々、品質の向上に取り組んでいます。

品質つくり込みの確実な実行

出荷以降の品質保証強化

リアルタイムでの正確な市場品質情報の収集

問題認知の早期化

お客さまが感じる不満や期待への取り組み

Ⅱ. お客さまの要求品質を実現する品質改善の革新



e オールマツダQCサークル大会

f AATの小集団活動

コース 内容

1 新入社員向け
品質プログラム

配属後、自業務を進める上で必要な基本
的考え方（顧客志向、継続的改善）を理解
する。

2 問題解決
ストーリーコース

問題解決の考え方と進め方、基礎的な手
法を理解する。

3 問題解決
リーダー育成コース

問題解決の考え方と進め方、基礎的な手
法を理解して自業務の課題に適用し、品質
向上の実践力を身に付ける。

4 問題解決
エキスパート育成コース

問題解決の考え方と進め方、より高度な専
門的手法を理解して自業務の課題に適用し、
品質向上の実践力を身に付ける。

5
全社向け品質管理教育
インストラクター育成
プログラム

全社向け品質管理教育インストラクターを
養成する。

6 実践専門指導会
（品質工学応用）

技術開発に品質工学のアプローチを用い
て取り組む。活動の進捗に応じ、適宜指導
講師のアドバイスを受けながら進めていく。

7 管理者向け
Quality向上セミナー

管理者として、チームで業務品質を継続的
に向上させるために必要な考え方を理解
する。

g 2011年度全社品質管理教育一覧
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従業員一人ひとりがお客さまに喜んでいただくために自ら考え、行動できる人材となるため、
ガイドラインの共有やお客さま志向の風土・マインドの醸成、小集団活動の実践にマツダグ
ループ全体で取り組んでいます。
1962年にQC（Quality Control）サークル活動をはじめとして、品質向上活動を開始しました。
さらに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、継続して以下の活動をマツダ本体を中心に行っています。
＜主な活動>
品質教育および品質意識啓発活動（マツダ本体）
品質月間（11月）に社長メッセージを全社配信、年4回全従業員参加の「品質ミーティング」
を職場ごとに全社で実施。2011年度は「お客さまの笑顔のために何ができるか」をテーマ
に活動。
オールマツダQCサークル大会
年に1回、社内で選抜された優秀な小集団活動の発表会を開催。2011年度は、マツダオー
トアライアンス（タイランド）（AAT）のメンバーをマツダ本社（広島）での大会に招待。e  f

今後は海外拠点も含むグローバルな大会を実施予定。
全社品質管理教育
品質保証に必要なスキルや問題発見・解決能力向上を目的に、社員のレベルや階層別に
品質管理教育コースを設定し、全社品質管理教育を実施。g

品質に対する取り組みの結果、世界各国で高い評価を受けています。　　

Ⅲ. お客さまの笑顔のために考え、行動できる人づくり

Ⅳ. 品質向上の取り組みの成果

2011年度の成果

車種・ブランド 国 外部指標名 部門 評価 主催者

マツダ
ドイツ 自動車保有満足度調査（VOSS)※1 ブランド 第３位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

米国 Automaker Report Cards ブランド 第２位 コンシューマーレポート社

MX-5
（ロードスター） 米国 初期品質調査（ＩＱＳ）※2 コンパクトスポーツカー部門 第１位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

Mazda2
（デミオ）

インドネシア 初期品質調査（ＩＱＳ）※4 プレミアム・コンパクトカー部門 第１位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

米国 自動車商品魅力度調査
（ＡＰＥＡＬ）※3 サブ・コンパクトカー部門 第２位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

ドイツ 自動車保有満足度調査（VOSS)※1 スモールカー部門 第1位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

Mazda3
（アクセラ） ドイツ 自動車保有満足度調査（VOSS)※1 ロア・ミディアムカー部門 第1位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

Mazda6
（アテンザ） 中国 初期品質調査（ＩＱＳ）※5 アッパー・プレミアム・ミッドサイ

ズ部門 第１位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

※1 J.Dパワー・アンド・アソシエイツ　2011年ドイツ自動車保有満足度調
査SM（VOSS）17,150人以上の平均保有期間2年の自動車保有者の回答に
よる。調査実施時期は2011年1月から3月。

※2 J.Dパワー・アンド・アソシエイツ　2011年米国自動車初期品質調査SM

（IQS）73,000人以上の新車購入者もしくはリース契約者の回答による。
調査実施時期は2011年2月から5月。

※3 J.Dパワー・アンド・アソシエイツ　2011年米国自動車商品魅力度（APEAL）
調査SM73,000人以上の新車購入者もしくはリース契約者の回答による。
調査実施時期は2011年2月から5月。

※4 J.D.パワーアジア･パシフィック　2011年インドネシア自動車初期品質
調査SM（IQS）2,890人の新車購入者の回答による。調査実施時期は2011
年5月から9月。

※5 J.D.パワーアジア･パシフィック　2011年中国自動車初期品質調査SM

（IQS）17,675人の新車購入者の回答による。調査実施時期は2011年4
月から8月。



h リコール判断プロセス

マツダ
本社

北米/欧州/中国の現地統括会社を
中心とする各国のマツダ販売会社

事前
検証

お客さま視点での意思決定参画

リコール判断

品質監査
管理部会

品質監査
委員会

リコール
届出
実施
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「Mazda Quality 5つの質」向上の手段として、ISO9001＊2をベースにしたマツダ品質
マネジメントシステム（M-QMS）を構築し、マツダ本体の各対象部門で運用しています。
2011年度は、外部審査１回、内部監査延べ176回を実施し、プロセスの適合性と有効性
の確認を行い、M-QMSの効果的、継続的な改善を行っています。

品質の中でも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、国内・海外の販売会社と連携して、迅速な品質情報の収集と現場・現物での調査・品
質改善活動に取り組んでいます。
リコール（製品の回収・無料修理）については、お客さまの安心・安全を最優先に各国の販売
会社と共に、その必要性を判断し、対象となる国の法規に従って適切に実施しています。h

なお、国内のリコール情報をオフィシャルウェブサイトで適時開示しています。また、お客さま
の車がリコールに該当するか検索できる機能を設けるなど、お客さまの利便性を高めるよ
う努めています。
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）

ISO9000シリーズ取得歴
● 1994年：ISO9002＊1取得（国内自動車メーカー

として初）
 対象：本社工場、防府工場生産車
● 1996年：ISO9001＊2取得
 対象：設計・開発、製造、アフターサービス領域
● 2001年：ISO9001 対象領域を拡大
 対象：用品、KD、商品企画、デザイン、AAI＊3、AAT＊4、

特装車（TESMA)など

＊1 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 品質管理および品質保証の国際規格
＊3 オートアライアンス・インターナショナル，Inc.
＊4 オートアライアンス（タイランド）Co., Ltd.

Ⅴ. マツダ品質マネジメントシステム（M-QMS）

Ⅵ. お客さまの安心・安全を最優先とした迅速なリコールへの対応



b JDFグランプリの様子

a
アクセル、ブレーキ、ハンドル
操作をそれぞれ分析して、運
転状況に応じてリアルタイム
に以下の3色で判定
・グリーン ： やさしい運転
・ブルー : しなやかな運転
・ホワイト：体がゆれる運転

＊表示内容は、車種・グレードにより
異なります。

プレマシー助手席
リフトアップシート車

c

「iシリーズ」ラインアップ（2012年3月末現在）
● 助手席リフトアップ車：助手席のシートが回転・

昇降する車両（MPV、ビアンテ、プレマシー）

● セカンドリフトアップシート車：2列目左側の席
のシートが回転・昇降する車両（MPV、ビアンテ）

● オートステップ車：後席の乗り降りが簡単にでき
る車両（MPV、ビアンテ）

● スロープ式車いす移動車：車いすに乗ったままで
乗車できる車両（AZ-ワゴンi）

d「第38回 国際福祉機器展H.C.R.2011」

ブランドメッセージ “Zoom-Zoom（P3参照）”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、すべ
てのお客さまに「走る歓び」と「優れた環境 ・ 安全性能」の提供を実現するSKYACTIV技術

（P41参照）を開発し、2011年から市場導入しています。
商品の開発においては、販売・サービス領域と次のような連携をしています。
　● 販売領域で得た商品に対するお客さまの声を次期商品開発へ反映
　● サービス領域と連携した不具合対応の早期化、開発へのフィードバックによる品質向上

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、2011
年にマイナーチェンジを行った新型デミオ（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。
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・
同乗者にとって快適で、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。a

「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
売しました。現在は「i（アイ）シリーズ」を展開しています。c

また、国内の販売店においてお客さまが購入検討の際に実車をご覧いただきやすいよう、
ご希望の店舗へご指定の車種をお届けするシステムを2011年度に導入しました。今後は
さらに、マツダオフィシャルウェブサイトを活用した商品紹介を充実させる計画です。
お客さまの声の反映
2011年10月に東京で開催された「第38回 国際福祉機器展H.C.R.2011」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。d

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重

● SKYACTIV技術搭載車を市場導入
● インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）を新型デミオ・新型アクセラ・CX-5に導入
● 顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」が「APA International Content Marketing 

Awards」自動車業界誌部門で最優秀賞を受賞

主なTOPICS

商品づくりの考え方

商品

「インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）」

お客さま満足
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「JAPAN DRIVE Fest」ロゴ

TOPICS 新世代ドライブ体験キャンペーン「JAPAN DRIVE Fest」を開催
「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、
2011年10月〜11月に国内のマツダ販売店にて開催しました。
このキャンペーンでは、新型デミオ、新型アクセラを体験試乗したお客さま同士で運転
スコアを競っていただきました。さらに2011年12月には、全国の高スコア獲得者約50
名による「JDFグランプリ」を開催し、運転スコア日本一を決定しました。b

＜「JDFグランプリ」参加者の声＞
● 自分の運転技術を見直すきっかけになった。
● 開発者の話を聞き、マツダがクルマづくりに熱心に
 取り組んでいる印象を受けた。
● ドライブを楽しむことができた。

福祉車両の開発



g VIP（CX-5）

e カラクリトノカバー開閉イメージ図
リアゲートの開閉に連動してトノカバーが開閉。荷物を出
し入れするたびにトノカバーを巻き取る必要がない。

トノカバー

f 4：2：4分割可倒式シートバック＆カラクリフォールド
ラゲッジルームに設置した後席左右・中央席それぞれのリ
モコンレバーを引くだけで、各席のシートバックが前方に
倒れる機構

リアゲート

日米欧中の開発拠点を中心に市場やお客さまの情報をグローバルで収集、現地でのテスト
を実施しながら、お客さまのニーズに応える商品を開発し、サービスを検討しています。
2011年度に商品化された例

女性視点での研究・企画
女性ドライバーの増加に伴うドライバーの多様性に対応するため、国内・海外のさまざまな
部門や国・地域の女性メンバーにより組織されるチームで、女性視点での企画や使いやす
いクルマを研究しています。

お客さまに商品機能や性能を分かりやすくお伝えするために、国内販売会社に対して、パ
ソコンを活用した「VIP」の導入を進めています。店頭での説明が難しい走行性能や安全性
能などの商品特性について、動画やCGアニメーションを用いて説明することで、お客さま
から好評を得ています。
2005年10月の導入以降、2012年3月末現在で全国60の販売会社、768店舗（内マツダオー
トザム14店舗）への導入を完了しました。乗用車の全車種をラインアップしており、新車に
ついても随時対応しています。g

少数派のお客さまニーズにも対応していくことがクルマ社会を豊かにしていくことにつな
がると考え、以下のような多様なクルマを提供しています。
　● 「乗用車」 : 個性的・趣味的なクルマなど多様化するニーズにお応えするため、カスタマ

イズブランドのアクセサリーパーツを開発し、新型車発売と同時にラインアップしています。
　● 「商用・特装車」 : 多様化するビジネスニーズにお応えするため、マツダの量産車両開

発技術を活かし、より機能を高めた特装車「TESMA（テスマ）」ブランドの提供を行って
います。また、ボンゴ、タイタンにドライバン、保冷車・冷凍車などを設定しています。

　● 「教習車」 : 教習生、教官の方々に、扱いやすく快適なクルマを提供しています。
2011年度は、「東京オートサロン2012」で、カスタマイズカーに対するお客さまのニーズを
ヒアリングしました。

多様なお客さまニーズへの対応

動画やCGを使って商品機能を説明するVisual IT Presentation（VIP）

CX-5
● カラクリトノカバー e

● 世界で初めて4：2：4分割可倒式シートバック＆カラクリフォールドを採用（2012年1
月現在、マツダ調べ） f
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女性のライフスタイルや価
値観をヒントに、女性のお
客さまにも共感していただ
けるクルマづくりを目指し
て、マツダ本社所在地であ
る広島県在住の女性を対
象に「走るオンナ倶楽部」
を立ち上げました。2012
年4月に行ったオープニン
グイベントでは、約100名
にご参加いただき、カフェ
ランチを楽しみながら、「幸せに感じる瞬間」「今、
夢中になっていること」などクルマの枠を超えた
幅広い話題について意見交換しました。今後イベ
ントやセミナーを通して人と人との温かみある交
流を続けることで、女性たちの“自分でも気づい
ていないような”真のニーズを探り、お客さまに心
から喜んでいただけるクルマづくりにつなげてい
きたいと考えています。

Voice

商品本部商品企画部
髙邊 多美代
向井 美那子

女性のお客さまに“共感”していただける
クルマづくりを目指して

ニーズにきめ細かく応えるカスタマイズ事業



h ウェブチューンファクトリー
http://www.w-tune.com/

k

i

j

フランス：ルマン24時間レース

米国：American Le Mans Series

オーストラリア：タルガレストポイントラリー

顧客向け情報誌
「Zoom-Zoom」（2012年春号）
l

m「APA International Content Marketing Awards」
自動車業界誌部門で最優秀賞を受賞

マツダオフィシャルウェブサイトに以下のような機能をご用意して、国内のお客さまへの情
報発信やご購入サポートを行っています。
機能例
　● 店舗への来店や商談の申し込み
　● お近くのマツダ販売店検索
　● 簡単に見積もりを作成できる「カンタン見積」
　● 詳細見積書の依頼
さらに、2011年度はマツダ公式Facebookページを通じたお客さまとのコミュニケーショ
ンを開始しました。2012年5月現在約2万の「いいね！」（ファン数）をいただいており、今後
もマツダならではの情報をお客さまへ提供いたします。
また、ウェブサイトのスマートフォン対応としてSKYACTIV技術搭載車種をコンテンツ化し、
同時に情報提供アプリの配信を開始しました。
自分仕様のクルマを購入できる「ウェブチューンファクトリー」
マツダオフィシャルウェブサイト上でさまざまなオプション装備を組み合わせた自分仕様
のクルマの購入を検討することができるサイト「ウェブチューンファクトリー」を運営してい
ます。2012年5月現在、特別仕様車、軽自動車を含む、合計26車種を国内市場で展開
中です。h

マツダ車は世界各国でモータースポーツに利用されており、地域に合わせた形でのモーター
スポーツ支援を進めています。特にアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、南アフリカなど海
外拠点を中心として、パートナーシップによりさまざまな分野でお客さまがモータースポー
ツに参加して楽しめるよう支援を行っています。
2011年度の実績
　● 米国：American Le Mans SeriesのLMP-1クラスでシリーズチャンピオンを獲得 i
　● オーストラリア：Mazda3 MPSがタルガハイカントリーラリー、タルガレストポイントラ

リーで量産クラス優勝を獲得 j
ルマン24時間レース優勝20周年
マツダがルマン24時間レースに優勝後20周年を迎えるにあたり、2011年6月にフランス・
ルマン24時間レースに招待され、ファンの皆さまに暖かい声援をいただきました。k

顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」を2007年10月に創刊以来、現在世界12カ国で定期的
にお客さまにお届けしています。当情報誌は、マツダ車が提供する「走る歓び」や、マツダ車
とともに生活する人々のいきいきとしたライフスタイルを紹介するとともに、お客さまとマツ
ダがより近づけるようにさまざまなテーマに基づいた情報を掲載しています。
2011年には英国で「APA International Content Marketing Awards」の自動車業
界誌部門で最優秀賞を受賞しました。l  m

正確な製品情報の提供・表示および広告宣伝に関して、各国・各地域の法規に従った広告
表示を行うのみならず、安全性・人権・環境・倫理規範などに留意し、自動車を製造 ・ 販売
する企業として適切な表示・表現に細心の注意を払っています。また、定期的に広告宣伝に
関する調査を実施することで、お客さまに正確で分かりやすい情報を伝えるための点検作
業を行っています。

海外モータースポーツ支援
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ウェブを通じたお客さまへの情報発信・ご購入サポート

顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」

商品の情報・表示および広告宣伝に対する基本的な考え方

http://www.w-tune.com/


営業部門

お客さま（国内） お客さま（海外）

マツダ
海外販売会社

マツダ
国内販売会社

生産部門 技術部門

展開 展開 展開

マツダ本体

お客さま相談部門
マツダコールセンター

カスタマー
サービス部門

品質部門

連携

● 資料請求 1,376件
2％

● 苦情（ご不満） 5,301件
9％

● その他 389件
1％

●質問 52,184件
88％

合計
59,250件

実績96.8％
（前年比＋1.4％）

実績93.9％
（前年比＋0.3％）

a カスタマーサービス体制

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

マツダコールセンター 2011年度の問い合わせ内訳
（2011年4月〜2012年3月）

2011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%

● 10日以内の
　 お客さまへの
　 回答率
　目標90%

「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（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を設定し、CS向上活動を展開しています。

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、マツダコー
ルセンターとマツダオフィシャルウェブサイトの2つの窓口を設置しています。お客さまから
のお問い合わせ・ご意見・ご要望をもとに、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。a

＜お客さまの声の反映事例＞
　● カタログの商品説明の充実
　● 取扱説明書の注意事項の改訂
　● クルマや用品の利便性の検証 など

お客さまに快適にお過ごしいただける店舗づくりを国内・海外で行っています。
「店舗クリンリネス活動」（国内）
以下の3つの視点で「店舗クリンリネス※1活動」を実施しています。

①見やすく、触れやすく、魅力を感じていただける商品のレイアウト
②お客さまが欲しい情報をわかりやすく提示
③おもてなしの気持ちを大切にした「心地のよい」店舗環境

開放的な店舗づくり（米国）
新車ショールームとサービス待合室を共通化した開放的な店舗づくりを行っています。その他、
お子さま連れのお客さまにも快適にお過ごしいただけるようキッズスペースを設けています。

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。
国内では、ウェブ入力方式のアンケート「マツダ新CSweb調査」を通してスコア分析やお客
さまの声一つひとつを確認し、業務改善につなげています。米国においては新車購入・整備・
修理のお客さまにアンケートを実施し、ご意見をもとに改善や取り組み強化を行っています。

基本的な考え方

マツダコールセンター

お客さまにとって居心地がいい店舗づくり
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● SKYACTIV技術搭載車種の導入に伴い、営業スタッフ研修を国内で実施

主なTOPICS

販売

※1 Cleanliness：常に清潔に保たれていること

国内・海外の販売会社でのお客さまアンケートを実施
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「お客さまに選ばれ続ける営業」を目指して、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の取り組みを行う「マツダ営業方式」を2011年に導入し、以下の
取り組みを行っています。b
　●	各販売店は営業・サービス・事務が担当領域の壁を越えて、「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。

　●	マツダと販売会社は、各販売店と一体となって具体的な改善活動の検討や、人材育成、
社内風土の改革など、お客さまに選ばれるための環境づくりを実施。

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、お客さまからお褒めの声が増
え、従業員のやりがい向上や成長、さらにはお客さまからの信頼向上につながっています。

国内の販売会社に対して、マツダの中長期的な経営戦略や、商品・サービスに関する情報
の早期提供に努めるとともに、販売会社からの情報収集を積極的に行っています。また、販
売会社が加盟する「全国マツダ販売店協会」、「全国マツダオートザム販売店協会」を通じて、
各販売会社間やマツダとのコミュニケーションを深めることで信頼関係の醸成に努めています。

CS推進事例発表会
CS取り組みのレベルアップを図るために、各販売会社、販売店での好事例を共有する「CS
推進事例発表会」を、各地区の全国マツダ販売店協会※1主催で年1回開催しています。
2011年度は、11月に8地区で開催し、40社が参加しました。c
スタッフの表彰
スタッフの成長に向けたサポートのため、販売スタッフ・サービススタッフの目標到達度や
技術スキルの向上度、車両品質向上への貢献度に応じて定期的に表彰する機会を設けて
います。2011年10月には、2009〜2010年度の実績に応じて、約700名を表彰しました。
「ウォークアラウンドコンテスト」
営業スタッフの商品知識習得と接客技術向上を目的として、接客のロールプレイングコン
テスト「ウォークアラウンドコンテスト」を開催しています。15回目を迎えた2011年度は、地
区大会に39社58店舗、全国大会に9社10店舗が出場しました。d

国内の販売会社とのコミュニケーション

国内販売会社における成功事例の共有と表彰

b お客さまに選ばれるためのアイデア提案（和歌山マツダ）

c CS推進事例発表会 特に優秀な活動発表例（2011年度）

国内の販売会社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

販売会社代表者会議 販売会社の代表者とマツダ本体の役員 年2回 マツダの政策の伝達

全国マツダ販売店協
会	常任理事会

全国マツダ販売店協会	常任理事など
（年2回はマツダ（株）の代表も参加） 年4回

商品開発やサービス・部品などに関する要望、
品質問題などについて情報・意見を交換全国マツダ	販売店協

会専門部会／	委員会
全国マツダ販売店協会部会委員と
マツダ（株）担当者 随時

販売会社部門担当
責任者会議 各領域の担当者とマツダ（株）の担当者 随時

新車、中古車、サービス、保険などの具体的な領域
において定期的に各担当部門と会議を開催し、情報・
意見を交換

全国マツダオートザム
販売店協会理事会 全国マツダオートザム販売店協会理事 年4回

マーケティングプランの検討や研鑽・育成機会の提供、
および、サービス・部品に関する要望、品質問題など
について情報・意見を交換全国マツダオートザム

販売店協会専門部会
全国マツダオートザム販売店協会部会
委員とマツダ（株）およびマツダオートザ
ム担当者

年4回

●	東北マツダ富谷店「基本を磨き	接客のプロ集団へ」
	 お客さまの声や自店舗の取り組みから課題を抽出
し改善するPDCA活動を発表

｢マツダ営業方式｣の展開（国内）

d 第15回「ウォークアラウンドコンテスト」全国大会

※1	マツダ系とマツダアンフィニ系販売会社49社、および、部品販売会社、運
輸会社、さらにマツダ中販（株）、マツダクレジット、マツダオートリース
（株）など全63社が加盟しています。各種部会を通じて、常にさまざまなテー
マについて話し合いの場を設けています。



Sustainability Report 2012110

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重お客さま満足

新車導入時に、すべての営業スタッフが、お客さまが必要としている情報を正確にお伝えで
きるように、事前研修を実施しています。2011年度はSKYACTIV技術を搭載した新型デミオ、
新型アクセラ、CX-5の導入に伴い、全国各地で3車種それぞれの導入研修を開催しました。
特に、SKYACTIV技術をフル搭載したCX-5の革新性を営業スタッフ自ら実感した上でお
客さまにお伝えできるよう、試乗研修を全国9会場で約3,000名を対象に開催しました。e

各国・各地域の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。
＜2011年度の具体的な取り組み事例＞
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
　● 以下のようなディストリビューターを評価・表彰しお客さま満足向上への取り組み促進
 ・マツダ車の販売（販売台数、シェアなど）への顕著な功績
 ・サービス・パーツビジネスの成長力、品質問題への対応力を含めた総合力
 ・セールス・サービス領域のCS調査において1位を獲得
 ・CRM活動での功績や優れたマーケティング活動を実施
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。
　● 全ディーラーの営業スタッフと販売マネージャーを対象に「全国セールス技法コンテスト」

を開催。全5地区での予選を勝ち抜いたトップ13社のスタッフを対象に北京で全国大
会を実施 。f

米国
　● 米国のディーラー総会では、「お客さま満足の向上・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ディーラーが一体となった取り組みを2010年か
ら継続実施。

2010年にサービス品質に関する8つの標準（Mazda Service Quality Commitment）
を米国の全ディーラーに導入し、継続した取り組みを行っています。
　● 効率的な予約システム
　● 親しみを込めたタイムリーなごあいさつ
　● ご訪問の都度の無料点検（フルサークルサービスレポートカードに基づく）
　● 競争力のある価格のご提供
　● 清潔で快適な待合室の維持
　● 整備の都度の品質確認
　● 完成日時をお約束する整備
　● 車両引き取り時における整備内容と費用についての詳細なご説明

e 営業スタッフ研修「SKYACTIV技術」の試乗研修

f 全国セールス技法コンテスト（中国）

国内の新車導入時における営業スタッフの研修　

海外グループ会社・販売代理店で成功事例を共有　

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

サービス品質向上に向けての取り組み（米国）　



以下のように定期的なコミュニケーションの機会を設け、グループ全体でお客さま満足度
向上に向けた取り組みを行っています。

4Aディストリビューター会議での取り組み
2011年10月、CX-5と新型BT-50を対象に4Aディストリビューター会議を開催しました。
4A地域の海外販売代理店の代表者約110名に対して、両モデルのコンセプトや商品特性
のプレゼンテーション、CX-5の試乗会を実施しました。さらに、SKYACTIV技術の開発担
当者とのコミュニケーションの場を設けることで、SKYACTIV技術に関する理解を深める
機会を設けました。
ツールを活用した訴求
SKYACTIV技術に関する知識を深め、お客さまが求めている内容を各販売スタッフが自
分の言葉で説明できるよう、動画、教育用プレゼンテーション資料、小冊子などを制作し、
それらを資料集「Heart of Mazda／SKYACTIV TECHNOLOGY Communication 
Guide」としてまとめ、4A地域のディストリビューターに配布しました。また、その後の各地
域でのCX-5商品研修において実際に使用・紹介し、現地での活用を促進しています。
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SKYACTIV技術導入にあたってのコミュニケーション強化（4A地域）※1

参加対象 頻度 目的・内容

商品導入会議／
ブランド会議

米国・欧州・中国・オーストラリアなど
海外主要拠点の代表者 不定期

商品やマーケティング、ブランド戦略などのさまざまな領
域で意見交換。
2011年度は本社（広島）にて3回開催。約100名が参加。

4Aディストリビューター
会議

東南アジア、中南米、中近東、アフリ
カ地域の代表者 年1回 ビジネス、マーケティング、商品導入など多岐にわたっての

話し合い。2011年度は10月に開催し、約110名が参加。

海外グループ会社・ディストリビューターとの主なコミュニケーションの機会

海外グループ会社・ディストリビューターとの主なコミュニケーション

※1 日本・米国・欧州・中国を除く地域



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。

＜国内での取り組み＞

お客さまの安心・快適なカーライフの実現を目指すため、お客さまに販売店から定期的なコ
ンタクト（電話・訪問、ダイレクトメールなど）を行っています。
　● クルマの調子伺い
　● クルマの健康診断のご提案（車検・点検・MSC※1の確実なコンタクト）
　● サービスつながり商品（パックdeメンテ、マツダ延長保証など）購入のお客さまに対す

る確実な入庫のお願い

　● 純正パーツによる質の高いメンテナンス
　● マツダ車を対象に必要な点検をお得なセット料金でご提供する「パック de メンテ」、メー

カー保証満了後の安心をご提供する「マツダ延長保証」などのメンテナンス商品 a  b

　● アフターサービス情報サイトからの情報配信 c

　● 販売会社からの技術的な問い合わせにタイムリーに回答するホットライン設置
　● アフターサービスを通じた市場の品質情報収集による整備技術向上と開発への反映
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● 国内販売会社の「マツダサービスオペレーション改革プログラム」導入率約9割に向上
● 国内全国30カ所の部品在庫拠点のネットワークを再編（3カ所に集約）、夜間配送

などのサービス性を向上
● マツダモータースUKがトレーニングアカデミーを新設

主なTOPICS

アフターサービス

基本的な考え方

お客さまとのコンタクト：CRM（Customer Relationship Management）

アフターサービスの向上
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

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。

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 Ⅲ．安心確実な部品供給

Ⅰ. 安心快適サービスのご提供

※1 Mazda Safety Checkの略。法的に定められている1年ごとの点検に加え、
より安心してクルマに乗っていただくための6カ月ごとの点検

サービス商品の開発・提案

適切な情報収集・発信

a「パック de メンテ」ロゴマーク
安心カーライフをサポートするため、半年ごとの点検やメ
ンテナンス、車検をパッケージにしたプラン。マツダの純
正品を使用し高品質なメンテナンスを実現。トラブルも未
然に防ぎ整備費用を抑えられる。

b「マツダ延長保証」ロゴマーク
一般保証は3年（ただし6万㎞まで）で終了。マツダの延長
保証は“新車5年プラン”の場合、保証期間を5年（ただし
10万㎞まで）まで延長可能。その期間の故障は全国のマ
ツダ販売店で無料の修理が受けられる。

c アフターサービス情報サイト
http://www.mazda.co.jp/service/

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


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」を国内販売会社に展開し、
現在約9割の販売会社で導入しています。d

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
店頭でのオペレーション実態調査やCSアンケートなど、関連指標による定着状況のチェッ
クを販売会社と一体となって継続的に行っています。

お客さまのクルマの保有期間に応じて、販売店が交換部品や用品・サービス、カーライフに
ついて適切な提案を行っています。
　● お客さま一人ひとりの消耗部品交換履歴および乗り方（走行距離、期間）データに基

づいたメンテナンス（消耗部品交換）提案
　● お客さまに将来のカーライフをイメージ・計画していただくための提案（車検前のタイ

ミングで、現有車を継続保有いただく場合と新車に買い替える場合の比較検討の情
報提供など）

<海外での取り組み>

海外のディストリビューター（販売統括会社）を通じて、各ディーラーでお客さま一人ひとり
にご満足いただける安全快適サービスの提供を推進しています。
＜主な取り組み事例＞
　● お客さまへの定期的なコンタクト
　● 店舗スタッフの研修、資格、表彰制度
　● 充実したサービス設備の導入
　● お客さま満足度調査、ディーラー満足度調査

購入いただいたお車のライフサイクルを通じてお客さまに最高のサービスを提供するために、
16のキープロセスで構成された「マツダディーラーサービスプロセススタンダード」を設定し、
全世界のディーラーへの展開を図っています。e

お客さま満足につながる活動をDPIチャレンジ戦略プログラム（ディーラー内研修）のテー
マとして設定し、ロールプレーなどを通してスタッフの日頃の業務における実践と定着化を
図っています。f

＜取り組みテーマ例＞
　● お客さまに喜ばれる推奨整備の提案活動
　● お客さまの信頼を獲得するあいさつの実践
　● 整備待ち時間短縮のための管理方法
　● 定期点検の適切なご案内
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※1 Dealer Process Improvementの略

f ディーラー内研修（コロンビア）の様子

安心カーライフ提案活動

ディストリビューターによるディーラーサポート強化

一店一店のディーラーにおけるサービス対応力向上

DPIチャレンジ戦略プログラム※1

マツダサービスオペレーション改革プログラム
d 国内販売会社へのサービスオペレーション導入研修

e「マツダディーラーサービスプロセススタンダード」
16のキープロセス



国内・海外のお客さまの声を基に整備品質の改善と効率化を図るために、定期点検対象の
部分や交換頻度の高い部分の整備・修理のしやすさを考慮したクルマの開発を行っています。
また、必要最低限の専用工具のみで整備・修理できる車両構造への変更に取り組んでいます。

独自のサービス診断機「マツダ・モジュラー･ダイアグノスティック･システム（M-MDS）」を国内・
海外のほぼすべての販売会社に配備しています。このシステムにより、主要な電子コントロー
ルシステム全体の効率的な診断が可能になります。現行のマツダ車に幅広く採用されてい
る複雑で高度な電子コントロールシステムにも対応しています。

2005 年 4 月より整 備 解 説 書の 電 子 化（MESI : Mazda Electronic Service 
Information）を開始し、販売店が迅速かつ効率的に必要な整備情報を検索できる環境を
整備してきました。
従来の国内、欧州、北米に続き、2011年4月よりインターネット経由で提供する地域を、ア
ジア、中近東、中南米に拡大し、より鮮度の高い情報をスピーディーに提供しています。また、
SKYACTIV技術搭載車の市場導入に伴い、開発部門や販売会社と連携し、分かりやすい
整備解説書に向けた改善活動を継続実施しています。

国内・海外のサービス拠点で確実かつ迅速な整備を実施するために、用途に応じて専用工
具を開発し、販売会社に提供しています。国内では2009年度から、海外では2010年度から、
確実な整備実施に不可欠な専用工具の詳細説明と配備の強化を継続的に実施しています。

マツダ車の整備技術資格（A、B、C級）を持つ整備士が、信頼できる安心のメンテナンスを行っ
ています。（詳細はP116：Ⅳ人材能力開発参照）
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整備解説書の提供

専用工具の提供

質の高い整備技術

サービス診断機の配備

サービス性向上を目指した新型車の開発

Ⅱ. 安全安心な整備技術、品質向上
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エリアごとに分かれていたマツダ系部品販売会社9社を合併し、2008年7月にマツダパー
ツ株式会社を設立しました。以下の取り組みにより、部品供給サービス性を向上させています。
　● 部品在庫拠点集約による夜間広域配送の実現

全国約30カ所の部品在庫拠点を、千葉、名古屋、広島の3カ所に集約しました※1。これ
により、夜間の広域配送が可能になり、ほとんどの部品を注文翌日の開店前に各店舗
へお届けできるようになりました。g

　● 販売会社の部品在庫サポート
販売会社の店舗における部品在庫の品ぞろえの提案や保管庫の管理方法の改善を行い、
お客さまのニーズ（交換・修理など）にいつでも対応できる部品管理体制強化をサポー
トしています。

　● 取り扱い商品の拡充、集中購買
マツダ純正部品・用品、他銘柄車向けのサービスパーツのみならず、市販商品の取り
扱いを順次拡大し、多様化する市場ニーズに対応しています。さらに、全国規模の販売
ボリュームで一括購入することによる仕入コストのメリットを生かし、求めやすい価格で
部品をご提供することが可能になりました。

　● コールセンターの設立
各拠点のお客さま（販売会社、整備・修理業者など）の問合せ窓口を、2010年度に新設
した全国4つのコールセンター（東京、名古屋、大阪、福岡）に集約しました。問合せ対
応などサポート体制も強化することで、受注業務の効率化とより迅速で正確な部品供
給が可能となりました。h

　● 364日営業
年間348日であった営業日を、元日を除く364日まで拡大することで、お客さま（販売
会社、整備・修理業者など）からのお問い合わせにいつでも対応できるようになりました。

お客さまに満足いただける安心・確実な部品供給を強固にするため、サプライヤーと協同
で、部品の生産効率向上と体制を強化し、生産納入課題を解決する活動を展開しています。
サプライヤーの2011年度の納期順守率は97.3%に向上しました（前年比＋1.1％）。
＜取り組み内容＞
納期順守活動の推進
　● 納期順守率目標および実績をサプライヤーと共有しています。
　● 納期順守の実績および進捗をサプライヤーと共有化できるツールとして、「納入状況

管理システム（MSDPR ： Mazda Supplier Delivery Performance Report）」を導
入、ウェブにて1日1回情報を提供しています。

納入改善会議の実施
目標達成のために、改善活動会議をサプライヤーと協働して、継続実施しています。
調達リードタイム短縮の推進
2011年度より、サプライヤーの生産能力や生産効率を考慮した調達力強化システムを導入。
リードタイムの短縮（発注から5日以内の納品）により、納期順守率が向上しています。

納入改善活動

国内部品供給ネットワークの再編（マツダパーツ株式会社）

Ⅲ. 安心確実な部品供給

※1 千葉、名古屋の拠点は2011年度より稼働開始。広島の拠点は2012年度
より稼働予定。

広島

千葉
名古屋

g 部品在庫拠点集約

h マツダパーツ株式会社 コールセンター（東京）
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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、
「マツダ全国サービス技術大会」を継続開催しています。この大会を通して、顧客対応力
や整備技術力に優れたプロフェッショナルを育成しています。2011年度は東日本大震災
の影響もあり、やむなく中止しましたが、2010年度に新設した新人（入社3年以内）対象の

「2011年マツダサービス技術ユース大会」を実施しました。i

マツダ独自の研修・資格制度を設定し、国内販売会社サービススタッフ（エンジニア職・アド
バイザー職）を対象に以下の研修を実施しています。さらに、上級資格者の育成と店舗配
備を推進しています。j

　● エンジニア職の整備技術力向上を目的とした技術研修
　● アドバイザー職の接客応対力および、マネジメント力向上を目的としたビジネス研修
＜2011年度実績＞
　● エンジニア職の最上級資格であるA級※1保有者の国内店舗への配備率：81%
　● アドバイザー職のB級※1以上保有率：78%

国内・海外の販売会社のサービススタッフの育成を担うサービストレーナーを対象に研修を行っ
ています。k  l

サービススタッフを対象とした研修施設を国内および海外に設置しています。
＜国内＞
トレーニングセンターを広島県と神奈川県に設置しています。この2つのセンターでは、各
受講者が事前にeラーニングで予習した上で、集合研修を受講する「ブレンディング研修」
を採用し、実車・実機を使用した実習の時間を多く確保しています。
また、接客応対研修においても、ロールプレーイングやグループ研究などを織り交ぜた実
践的な研修を実施しています。2011年度は2日間コースの研修を約750名が受講しました。
さらに、マツダトレーニングセンター鯛尾（広島県）では、グループの枠を超えて自動車の
整備技術の普及に努めています。2011年度は、公益団体である整備振興会に所属する
インストラクター19名に対し、新技術に関する研修を実施しました。m

2011年マツダサービス技術ユース大会実績
開催時期：1次予選4月、2次予選5月、本大会:9月
参加人数：1次予選751名、2次予選152名、　　　

本大会18名
種目:学科競技（予選）、実技競技（本大会）

j 国内サービススタッフに対する研修

研修 2011年度
参加者数 内容

技術研修
定型研修 約1,400名 技術経験レベルに対応した「診

断能力養成研修」などの研修

新型車研修 約250名 新型車への対応力を身に付け
る研修

ビジネス
研修 定型研修 約750名

お客さま満足、収益性の向上、
生産性向上を実現するために
求められる接客応対力を身に
付ける研修

l 海外サービストレーナー研修

研修 2011年度参加者数

技術研修
新型車研修 22名
顧客対応研修 14名

ビジネス研修 3名
業務改善研修 16名

k 国内サービストレーナー研修（インストラクター制度）

研修 2011年度参加者数

技術研修 12名
ビジネス研修 10名

m マツダトレーニングセンター鯛尾

2011年マツダサービス技術ユース大会i

マツダ全国サービス技術大会（国内）

サービススタッフ研修（国内）

サービストレーナー研修（国内・海外）

マツダトレーニングセンター（国内・海外）

Ⅳ. 人材・能力開発

※1 A級（最上級）、B級（中級）、C級（初級）、無資格から構成。



＜海外＞
アメリカ（北米・中南米）、ドイツ（欧州）、中国、タイ（東南アジア）、アラブ首長国連邦（中近東）
にトレーニングセンターを保有し、各地域の販売会社のトレーナー、サービススタッフに対
して研修を行っています。
特に中国には、北京・上海・深センに計3つのトレーニングセンターを設置しています。2011年（1
月〜12月）は販売・サービス・その他の領域をあわせて約1,800名が受講しました。n
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TOPICS マツダモータースUKがトレーニングアカデミーを新設
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。各研修では4名のトレーナー
が10名以内の少人数の研修生を対象に
行います。3つのレベル（テクニシャン、シ
ニアテクニシャン、マスターテクニシャン）
でカリキュラムが構成され、ステップアッ
プができる仕組みになっています。

n マツダ（中国）トレーニングセンター（上海）

トレーニングアカデミー（UK）
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安全への取り組み 「クルマ」「人」「道路・インフラ」の3つの視点で、「事故
のないクルマ社会」を目指しています。

お客さま満足
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「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、安
全への取り組みを進めています。a

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。

安全についての基本的な考え方

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

クルマの取り組み

● 「リア・ビークル・モニタリングシステム（RVM）」がユーロNCAP※1アドバンスド賞
を受賞

● 「スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SCBS）」をCX-5に導入
● CX-5が米国IIHS※2で「トップセーフティピック2012」、欧州で「ユーロNCAPの安

全性能総合評価で最高評価の5つ星」を獲得

主なTOPICS

安全なクルマの
開発・商品化

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

a 安全への取り組み3つの視点

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

※2 Insurance Institute for Highway Safety：米国保険業界の非営利団体
が行う安全性評価。

＊安全についての基本的な考え方の詳細はP39をご覧ください。

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

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。



運転者の危険回避や危険予知をサポートし、事故を未然に防止する技術です。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。主な技術は以下の通りです。

「リアビークルモニタリングシステム（RVM）」
高速走行時にレーダーによって左右後側方から接近する車両を検知し、車線変更すると
衝突の危険性がある場合はドライバーに警報を発して注意を喚起するシステム。従来の
マツダ車では60km／h以上でのみで作動していたが、CX-5では低速時の車線変更をサポー
トするため30km／h以上で作動するよう進化。採用車種はアテンザ／Mazda6、アクセ
ラ／Mazda3、CX-7（欧州向け）、CX-5。b

「レーンデパーチャーワーニングシステム（LDWS）」
65km／h（41mph）以上で走行時に車線を逸脱しそうな場合にフロントガラス上部中央
のカメラが感知し、警告音にて注意を喚起するシステム。CX-5（欧州仕様）に採用。

快適な運転視界や運転操作を確保することで安全な運転をサポートするため、以下のよ
うな機能・装備をCX-5に導入しています。今後発売する車種にも順次導入します。
前方視界性向上
Aピラーを一般的なSUVよりも後ろにレイアウトすることで、交差点での右左折時などに
歩行者がピラーに隠れることがなく、斜め前方が確認しやすいよう設定。さらに、Aピラー
とドアミラーの間に十分な隙間を設けることで、運転席側・助手席側ともに横断歩道を歩
行中の子どもも視認可能になり、安全な運転をサポート。c

オルガン式アクセルペダル
踏み込む足の軌跡とペダルの軌跡が同じになり、かかとのズレがな
いオルガン式アクセルペダルを採用。

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回避・軽減させる技術です。

「スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SCBS）」 d

レーザーセンサーによって、前方車両などを検知し、市街地や渋滞走行時における低速で
の前方車両や障害物への衝突回避をサポートする技術。衝突の危険性が高く、ドライバー
によるブレーキ操作などの回避操作がない場合、自動ブレーキをかけ、さらに同時にエン
ジン出力を抑制します。これにより、対自動車への衝突事故で最も多い低速域での衝突
事故に対して、衝突回避をサポート、もしくは被害を低減。さらに、「AT誤発進抑制制御」e

の機能も加えられており、駐車場でのペダルの踏み間違いなどによる思わぬ急発進を抑制。
採用車種はCX-5。
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安全と「走る歓び」を両立する技術

「事故のリスク／被害を軽減する」技術（プリクラッシュセーフティ技術）

d「スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SCBS）」

① 約4〜30km／hで
前方車両に接近

（衝突の危険性が高い場合）
② ブレーキ準備
　↓
③ ドライバーによる回避操作がな

い場合、自動ブレーキが作動
　↓
④ 衝突回避または被害軽減

c Aピラー形状の工夫による斜め前方視界比較

ドアミラー取り付け位置の比較

交差点左折時

コーナリング時

:A車 Aピラー位置

e AT誤発進抑制制御イメージ

アクセル誤操作 アクセル誤操作/障害物検知

前進 警告/エンジン出力制御

AT誤発進抑制制御無し AT誤発進抑制制御有り

「事故を未然に防止する」技術（アクティブセーフティ技術）
b RVM効果イメージ図

RVM作動イメージ
第1次警報：LED点灯
一定時間内に車両が自
車に接近、もしくは、ブラ
インドエリアに車両あり
第2次警報：ブザー吹鳴
1次警報条件かつ、ウィ
ンカー操作（車線移行
の意思表示）あり

TOPICS 「リアビークルモニタリングシステム（RVM）」がユーロNCAP
　　　 アドバンスド賞を受賞
2010年に始まった「ユーロNCAPアドバンスド賞」は、自動車メーカーが実際に市場
に導入している先進的な安全技術をユーロNCAP当局が評価・審査し、認定・表彰す
る制度です。今回の受賞によって、マツ
ダの「リアビークルモニタリングシステ
ム（RVM）」は実市場でも安全性に効果
がある優れた先進安
全技術の一つとして
認められました。

フランクフルトモーターショーでユーロNCAP当局より表彰



万が一事故が発生した際に運転者および同乗者の傷害を軽減する技術です。マツダは、各国・
各地域の法規制や、NCAP試験に対応したさまざまな試験評価※1を行うだけでなく、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。主な技術は以下の通りです。
SKYACTIV-BODY：自動車用高張力鋼板を内側に設置したバンパービーム
新世代の軽量・高剛性「SKYACTIV-BODY」は、ボディ構造の原理原則に立ち返り、構造、工法、
材料を一から見直した理想のボディを目指して開発。前後のバンパービームに、量産車として
世界最高の強度をもつ1,800MPa級の自動車用高張力鋼板を採用するなど、ボディの61％
に高張力鋼板を使用し、軽量化を追求するとともに高い衝突安全性能を実現しています。f

本社（広島）にある「マツダミュージアム」での安全に関する展示や、子ども向けサイト「マツ
ダ交通安全キッズクイズ」の運用など、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。2011年度は、2012年3月にマツダR＆Dセンター横浜（MRY）で開催し
た「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〜」をはじめ、
各種イベントにてマツダの安全技術に関する説明を行いました（詳細はP17参照）。g

ITS（高度道路交通システム）は、情報通信技術を用いて、クルマと人と交通環境を結び、
国内における渋滞緩和や事故防止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」※3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。2011年度は、DSRC対応路車間通信システム※4のマツダ車へ
の用品設定を行いました。
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安全教育・安全技術紹介（国内）

ITSを活用した安全な社会への取り組み（国内）

人への取り組み

道路・インフラの取り組み

プロジェクト 概要 主体

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

国土交通省道
路局

DSSS（Driving Safety 
Support Systems）

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

警察庁
UTMS協会＊

A S V（ A d v a n c e d 
Safety Vehicle）

自動車と自動車が通信を行う車車間通信を活用した安全運転支援システムの研究開発を進めて
いる。

国土交通省自
動車交通局

ITS推進協議会 安全運転支援システムの実用に向けた課題を解決するための路車・車車連携型システムの検証
や安全運転支援システムの開発、普及を進めるため、関係省庁および産業界で連携し活動している。 内閣官房

マツダが参加するITSプロジェクト

＊社団法人新交通管理システム協会

※1 衝突試験評価、ロールオーバー試験、ルーフ強度試験など
※2 Insurance Institute for Highway Safety：米国保険業界の非営利団体

が行う安全性評価。
※3 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。

※4 Dedicated Short Range Communications（専用境域通信）：ITSスポッ
トサービスとして、全国の高速道路車線上を中心として約1,600カ所に
設置済み。同素高度通信提供サービスや、高速道路のサービスエリアなど
の料金決済サービスを受けることができる。

g 子ども向けサイト「マツダ交通安全キッズクイズ」
http://www.mazda.co.jp/philosophy/kids/
safetyquiz/index.html

f SKYACTIV-BODY（CX-5）

「事故発生時の傷害を軽減する」技術（パッシブセーフティ技術）

TOPICS CX-5が米国IIHS※2の「トップセーフティピック2012」、「ユーロNCAPで最高
　　　 評価の5つ星」 を獲得
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

CX-5ユーロNCAP

トップ
セーフティ
ピック
2012

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

事故低減     傷害低減
事故後のサポート
※一部車種のみ事故を未然に防止

（アクティブセーフティ技術）
事故のリスク／被害を軽減

（プリクラッシュセーフティ技術）
事故発生時の傷害を軽減

（パッシブセーフティ技術）

クルマ

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）
● レーンデパーチャーワーニングシステム（LDWS）
● フォワードオブストラクションワーニング（FOW）※1

危険回避をサポートする
● 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）
● AT誤発進防止機能（SCBSの付加機能）※2

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「走る歓び」を両立する
● SKYACTIV-CHASSIS：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、軽量・高剛性クロスメンバーなど
● 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）
● ハイビームコントロール（HBC）※2

● 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
● 前方視界性向上※2

● オルガン式アクセルペダル※2

衝突時の被害軽減
● スマートブレーキサポート（SBS）※1

● スマート・シティ・ブレーキ・サポート
  （SCBS）※2

衝突時の乗員保護
● 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
● 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
● 衝撃吸収ステアリング

歩行者事故時の被害軽減
● 衝撃吸収バンパー
● 衝撃吸収ボンネット
● アクティブボンネット※3

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）

人
安全教育

● マツダミュージアム安全に関する展示　● 子ども向け交通安全啓発クイズサイト　● 各種イベントでの安全技術紹介など

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
● ASV-5※2　　　　　　　　　● 路車間通信ITS(DSRC)※2

※1  2012年後半に導入予定の新型アテンザ／Mazda6より採用予定
※2  2011年度に新規導入・実用化された技術、取り組み
※3  スポーツカーとしてボンネットを低く抑えたデザインを維持しながら、万が一の事故の際にボンネット後端を持ち上げて、歩行者の頭部への衝撃を緩和する歩行者保護システム。2012年7月に一部商品改良し国内に導入したロー

ドスターに初採用。

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/

マツダの安全への取り組みと主要な安全技術

(　　　　)安全技術
の採用状
況は、仕向
地 ／車種
／グレード
によって異
なります。

http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/skyactiv/


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。
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人間尊重
123  従業員への取り組み
133  CLOSE UP  人材の育成
134  人権尊重

グローバル採用で夢を実現しました

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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従業員への取り組み 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。

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、さまざまな取り組みを展開しています。

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。
2011年度は、2010年度に続いて社員一人ひとりの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、取り組みを推進し
ていきます。a

国内・海外のグループ会社と定期的なコミュニケーションを図りながら、さらなる人材の交
流や共通の視点に基づく風土づくりなどの取り組みを協働で行っています。

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。※1

● 障害を持つ仲間が一層活躍できる職場環境の実現を目指して　　　　　　　　
「フィジカル チャレンジ ガイドブック」を作成

主なTOPICS

人事基本コンセプト

「Mazda Way」

グループの人事施策推進体制

社員意識調査

施策内容
グローバルPDC（グローバル人材開発委員会）
グローバルでの人材交流・活用について、マツダとグループ会社各社リーダーが
協議
グループ会社人事担当者との定例会議

● 海外拠点との定例会議（月1回）
● 本社（広島）と同じ地域にある国内グループ会社との定例会議（四半期ごと）b

※1 隔年実施。最新の調査は2010年度、次回は2012年度に実施予定。

b 国内グループ会社人事担当者との定例会議

a 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
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社員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。
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、社員の声を反映した３つの柱に基づき、人事施策を展開しています。

社員一人ひとりが成長・活躍目標を持ち、その実現に向けて主体的に最大限の力を発揮し、
やがて会社としての大きな成果につながるよう、さまざまな機会を提供しています。

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「すべきこと」と、部
下の「したいこと」「できること」とをすり合わせ、互いに納得した共通の目標の設定を行い
ます。同時に業務のプロセスや自身の行動を「Mazda Way」の視点から話し合い、社員
の「成長」と「活躍」に結び付けています。c

事務・技術系の新入社員を対象としたOJTコーチ制度を2011年度より導入しています。
職場の先輩社員がコーチとして、新入社員に業務のアドバイスを行うなど相談相手にな
ることで、「新入社員の育成」「コーチの成長」「職場の活性化」に繋

つな
げています。

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。d

人事制度「とびうお」

「キャリアミーティング」

OJTコーチ制度

キャリアチャレンジ（社内公募・FA）制度

選択と自己実現
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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

「キャリアミーティング」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

c

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

d

「とびうお」3つの柱
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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・技能を次世代に伝え、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。e  f

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、厚生労働省の認定校です。2年間
教育を受けた修了生たちは、生産関連部門だけでなく、開発部門にも配属され、さまざま
なものづくりの現場で活躍しています。g

　● 在校生総数128名（2012年4月1日現在）
　● 修了生総数（在籍者）1,291名（1988年4月～2012年3月）

全社能力開発体系図

マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

g マツダ短大 修了課題制作

卓
越
技
能
養
成
コ
ー
ス

溶
剤
技
術
訓
練

技
能
五
輪
訓
練

事務・技術系
役割研修

新任幹部
社員研修

新任等級5
（係長級）
社員研修

選抜研修

指名研修

次世代
経営リーダー
育成研修
（GLP）

Quality向上
セミナー

階層別研修 役割研修

工場実習
販売実習
サービス実習

新入社員・中途採用社員導入教育 新入社員・中途採用社員導入教育

事務・技術系、技能系共通

MBLD
ファースト
カスケード

MBLD
ミドル
カスケード

MBLD
セカンド
カスケード

MBLD
サード
カスケード

海
外
赴
任
前
研
修

技能系
選抜 ・ 指名研修 選択研修

各種教育情報提供社外通信教育受講斡旋資格取得奨励制度自己啓発援助制度

新任職長研修

部門間交流

等級6社員研修

3年目研修

マネジメント講座

新任職長
補佐研修

新任班長研修

スーパー
リーダー研修

シニア
リーダー研修

チームリーダー研修

ジュニア
リーダー研修

マツダ短大

職業訓練
指導員

国家技能検定

自動車整備士

社内技能検定

各領域別教育
を各部門で
展開

教育・研修 e 技能系社員向け研修の様子

教育研修実績（対象：マツダ本体社員）

1人当たりの平均研修日数 0.81日／年

研修を受けた社員数 3,072名／年

f

※マツダ教育センター実施分
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主な教育・研修制度

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。
2003年度には、仕事と育児・介護とを両立できるさまざまな施策の導入とその利用実績
が評価され、国内で最も進んだ「ファミリー・フレンドリー企業」として厚生労働大臣より
表彰されました。また、2007年度には子育て支援などへ積極的に取り組む企業として厚
生労働省より認定され、「くるみんマーク」を取得しています。h

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

教育・研修制度 開催時期、回数など 対象 目的 研修概要 備考
マツダ・
ビジネスリーダー
開発（MBLD）

年1回実施 国内・海外の
全グループ社員

全社的視点を持った
ビジネスリーダーの育成

会社の現状や将来の方向性についての話
し合い ー

グローバル
リーダー
プログラム（GLP）

随時実施
国内・海外の
マツダグループ
から選ばれた社員

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

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

2002年度からLeading Mazda 21とし
て実施。2007年に内容をリニューアルし、

「グローバルリーダープログラム」（GLP）
と改称

部門間交流研修 年10回程度 事務・技術系の
係長級社員

社内での視野拡大と社内ネットワー
クの構築（他部門との連携による
組織的活動力強化）

社内各部門の役割・部門連携に関して、異
なる部門メンバーによるグループディス
カッションを通して理解を促進、意識改
革を図る

2010年度から実施

技能五輪
教育訓練 2年間／人

社内から選抜
された21歳未満の
技能系社員

・若手技能者の計画的な育成
・県・全国・世界の技能五輪競技大

会への派遣選手の養成
技能五輪競技大会出場のための専門技能
教育を実施

技能五輪競技大会に
おける成績優秀者が
教育、指導

卓越技能者
養成コース 2年間／人

社内熟練
技能者の中
から選抜

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

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

・1996年度から開講
・1人の伝承者が継承者2人に対して、2年

間をかけて、教育訓練を実施
・伝承を終え、継承者を育てたと認定され

た者（技能マイスター）には、マイスター
バッジを授与

アーク溶接
技術教育訓練  随時実施 溶接技能者

・県や全国大会への派遣選手の養成
・技能者として個人の成長やマツ

ダの技能伝承、水準向上
溶接競技の全国大会出場のための専門技
能教育を実施 ー

技能五輪成績実績
2011年度実績
第49回全国大会
自動車板金 銅メダル 1名
曲げ板金 銅メダル 1名

1962年からの累計
派遣人数 454名
国際大会 優勝 6名
国際大会 入賞 26名
全国大会 優勝 35名
全国大会 入賞 183名

卓越技能者養成コース関連データ
2011年度実績
卓越技能者養成コース終了者 8名

1996年からの累計
卓越技能者養成コース終了者 124名
技能マイスター 57名
広島県優秀技能者 14名
現代の名工 13名
黄綬褒章受章者 11名

アーク溶接技術教育訓練
2011年度実績
入賞者 1名

1982年からの累計
全国大会優勝者 8名
入賞者 26名

ワークライフバランスの促進 h「くるみんマーク」

TOPICS マツダエース株式会社が「くるみんマーク認定」取得
積極的な子育て支援が評価され、国内グルー
プ会社であるマツダエース株式会社が「くる
みんマーク認定」を2012年6月に取得しました。
今後も、マツダグループ一体となって、子育て
支援を含めたワークライフバランスの促進に
取り組んで行きます。

※その他国内グループ会社の取得状況：マツダ本体（2007
年）、マツダE&T（2009年）、マロックス（2011年）
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主なワークライフバランスとダイバーシティ実現に向けた施策

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

施策名 施策概要（2012年3月31日現在） 開始時期 2009年度 2010年度 2011年度

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 31名（793日） 28名（810日） 72名(734日）

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

1,537日(375名）
男性 : 1,185日(303名)
女性 : 352日(72名）

1,169日（280名）
男性 : 886日（219名）
女性 : 283日（61名）

1,872日（421名）
男性 : 1378日（327名）
女性 : 494日（94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 167名 183名（内男性8名）

201名（内男性6名）
育児休職復職率 99％
育児休職後の定着率 99％

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 4名（内男性3名） 4名（内男性3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 : 158名
介護 : 5名

短時間勤務者
育児 : 196名
介護 : 5名

短時間勤務者
育児 : 221名
介護 : 6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 53名 95名 70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

213名
男性 : 87名
女性 : 126名

278名
男性 : 113名
女性 : 165名

373名(2,815日）
男性 : 160名（953日）
女性 : 213名（1,862日）

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 園児 : 42名 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、学校などに通学
するため､3年を限度に休職を可能とする制度。

2003年
10月 7名 6名 5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 23名 21名 23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2名 登録者7名 登録者8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 565名入社 345名入社 230名入社

スーパーフレックス
タイム勤務

個人の業務と私生活の調和を図りながら業務の
成果をあげていく目的で導入した、コアタイムの
ないフレックスタイム制度。

2000年
10月

事務・技術系職場の
8割が利用

事務・技術系職場の
8割が利用

事務・技術系職場の
8割が利用

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

2007年
9月 継続実施 継続実施

継続実施
平均残業時間
16.1時間（１カ月間）

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

2007年
4月 － － －

マツダ ・ 
フレックスベネフィット

選択型の福利厚生制度。あらかじめ定められたポ
イントの範囲内で社員個人が選んだ福利厚生メ
ニューの補助が受けられる仕組み。生活支援、能
力開発、育児、介護、社会貢献、趣味活動など。

2001年
10月 全社員 全社員 全社員

社員の環境保全活動、
社会貢献活動を支援する
福利厚生プログラム

マツダ ・ フレックスベネフィットの中で、社員のボ
ランティア活動の活動費に対してポイントを申請
できる。JICA（国際協力機構）への派遣に伴う休
職にも対応。

2001年
10月

7件
101,000円

7件
202,200円

9件
265,200円

有給休暇の
計画取得の推進

労使で、業務の効率化・平準化を協力して推し進め、
自分発で有給休暇の計画的な取得が実現できる
環境を整備している（半日単位で取得可）。

継続実施 取得率 67%
平均取得日数 12.5日

取得率 77%
平均取得日数 14.5日

取得率 84%
平均取得日数 15.9日

*1 2008年8月以前は別制度で運用。
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マツダ共済会は、会員※1相互扶助の精神に基づき、共済会費（会員、会社双方が負担）を
原資とし、共済会員およびその家族を対象とした各種支援事業を運営しています。

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。
具体的には、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。i

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。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

人材開発委員会

結婚・出産支援
● 「結婚祝金」「出産祝金」の給付
 結婚時に15,000円、出産時に子一人につき5,000円を給付

介護支援
● 「介護休職給付金」の給付
 介護休職制度に基づき休職する際、30,000円／月を給付
● 「家族介護見舞金」の給付
 配偶者が厚生労働省の定める要介護状態（継続1年以上）になったとき、50,000

円／年を給付

教育支援
● 教育費の貸付
 子の大学（院）・短大・専門学校（高専）進学時に、子一人につき100万円まで貸付（返

済留保期間あり）
● 「障がい児育成援助金」の給付
 障害程度が2級以上の子を対象に、 育成援助金として50,000円／年を給付

災害時等支援
● 「災害見舞金」の給付
 本人および父母の居住家屋が被災した際、見舞金として最大16万円を給付
● 非常時の貸付
 弔事、入院時、傷病休職時、災害時などに最大50万円を貸付（返済留保期間あり）

その他の事業
● 「傷病見舞金」「長期療養見舞金」「傷病特別見舞金」の給付
 私傷病により1ヶ月以上休業する際、5,000円／回を給付
 休職期間が長期（3ヶ月以上）に及ぶ場合は、30,000円／月を給付（長期の休職

により賞与の支給が無い場合は、特別見舞金として最大10万円を給付）
● 先進医療援助金給付事業
● 弔慰金、餞別金、遺族・育英年金給付事業など

人・仕事・処遇の最適なマッチング i 年間平均給与（2012年3月31日）

社員

単体 男女合計 6,001,000円

マツダ共済会

※1 役員・従業員ほか理事会において承認したもの
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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。

障害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。
フィジカル チャレンジ サポートデスク

● 障害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・ドアの半自動化など）を実施。

● 労使協働で「フィジカル チャレンジ交流会」という場を設けて、同じ障害のある従業員
がお互いの仕事内容の紹介や日頃の悩みなどについて相談できる機会を提供。イキ
イキとした前向きな取り組みに向けての気付きを得られる活動を定期的に実施。j

● 障がい者のより良き理解者となるために、障害に対する一般的な知識を身に付け、適
切な取り組みを行うことで障害を持つ仲間が一層活躍できる職場環境の実現を目指
して、「フィジカル チャレンジ ガイドブック※1」を作成。

● 職場の人が障害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。
 障害者職業生活相談員※2 29名（2012年4月現在）
 ジョブサポーター※3 5名（2012年4月現在）

ワークライフバランス施策の充実などを通して、女性にとって働きやすい職場づくりに取
り組んでおり、女性社員比率も上昇しています。

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。
短時間・短日勤務の導入など、個人生活と会社生活とを両立させ、やりがいを持って働くこ
とができる環境づくりに取り組んでいます。

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対象とした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。

出身国や採用地に関わらず、グローバルな舞台で活躍できるよう、グローバルPDC（グロー
バル人材開発委員会）をはじめとして、グループ全体での人材活用（短期および中期の拠
点間での人材交流など）を実施しています。
また、海外拠点をはじめとするグループ会社の採用活動においては、各会社独自の採用
方法をとることで、グローバルで多様な人材を確保しています。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

障がい者雇用

女性雇用の拡大と活躍の場の創設

高齢者の雇用促進と技能・技術・ノウハウの伝承

製造領域の期間社員について

グローバルにおける人材活用

ダイバーシティ（多様性）の実現

j フィジカル　チャレンジ交流会

※1 障害別の特徴と雇用上の配慮について書かれた、障がい者受け入れ時の
ガイドブック。

※2 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。

※3 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

社員データ（2012年3月31日現在）
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。

2009年度 2010年度 2011年度実績

女性社員採用数 130名 87名 118名
女性管理職数

（係長級以上） 95名 111名 125名

女性社員比率 8.0% 8.1% 8.3%
女性管理職比率

（女性管理職／全体） 0.4% 0.5% 0.6%

女性管理職比率
（女性管理職／全体管理職） 2.4% 2.9% 3.2%

男性管理職数 1,291名 1,301名 1,324名
60歳以上の勤務者数

（エキスパートファミリー） 1,341名 1,533名 1,381名

障がい者雇用 雇用率* 2.03% 1.95% 1.93%
障がい者在籍数* 259名 261名 266名
非正規従業員の比率 1.4% 4.1% 4.2%
管理職平均年齢 49.6歳 49.7歳 50.2歳

＊年度内の平均雇用者数
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「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。国内のマツダグループにおいては2011年度より、第2次 3カ年
計画「ワンマツダいきいき職場づくり運動」に取り組んでいます。

経営層（安全衛生関係役員、各本部長）と労働者代表（労働組合執行部）で構成する合同
委員会「総合安全衛生委員会」を設置し、安全衛生に関して年度ごとの活動方針・重点施
策などを労使で審議、決定しています。
また、安全衛生活動については、国内のマツダグループ全体で取り組んでいます。マツダ
本体の担当者が国内のマツダグループの安全衛生会議へオブザーバー参加することで、
活動情報の共有、職場巡視指導、教育支援などを行っています。

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。
マネジメントシステム取り組み内容

「リスクアセスメント」によって災害の未然防止に努めるとともに、監査によってマネジメント
システムの運用状況を調査・評価し、PDCAサイクルを回しています。
＜2011年度内部監査実績（マツダ本体）＞

● すべての監査対象部門で実施（27本部110部門）
リスクアセスメント活動
2005年度から、生産、開発、管理、事務などすべての業務について、危険、リスクを事前
に抽出し、対策を実施する「リスクアセスメント」を実施しています。毎年、見直しや新たな
リスクの洗い出しを繰り返して対策を進めることで、職場の安全度を向上させています。

マツダ本体や国内グループ会社、サプライヤー（東友会協同組合）※1では、安全衛生に関
する研修を実施しています。
マツダ本体での主な教育・研修内容

● 教育・研修参加者数3,393名（2011年度実績）
● 安全衛生役割教育など労働安全衛生法に定められた法定教育の実施（国内グルー

プ会社、サプライヤーへも案内）
● 危険予知トレーナー研修などのゼロ災手法教育
● 安全衛生管理者・監督者などの新任者教育
● AED使用実習の実施
国内グループ会社、サプライヤーでの主な教育・研修内容

● 安全衛生管理
● 安全衛生管理者・監督者の能力向上を目指した研修
● 作業危険予知、交通危険予知研修

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

安全衛生委員会

安全衛生マネジメントシステム

労働安全に関する教育研修

労働安全衛生

※1 マツダと自動車部品・設備に、直接・間接的に取引のある64社で構成され、
常に超品質（クオリティファースト）を念頭に意欲的に取り組んでいる組
合組織です。1952年にマツダと取引関係のある協力会社20社が、会員相
互の親睦・福祉向上およびマツダとの協力体制を目的として設立した団
体で、マツダは当団体に対し、安全面での助言・支援（マツダの安全情報
の紹介、マツダ実施の安全教育への参加案内）を行っています。

安全健康基本理念
「安全と健康」これこそ働く私たちの原点です。これ
こそ最も価値のあるものです。

「人」こそ宝!この宝を守るために私たちは不断の努
力を続けます。

ワンマツダいきいき職場づくり運動
第2次 3カ年方針: 自分発、部門発の安全健康活動
をやり遂げ、自立型の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！

＊ 5本柱： 安全・ 衛生・ 健康・ 防災・ 交通
＊ 職場管理区分：作業環境測定の結果、環境状態の評価結果を示すもの。
 管理区分3：要改善（管理区分1または管理区分2にすること）
 管理区分2：注意（管理区分1になるよう努める）
 管理区分1：良好（この状態を維持する）

ワンマツダいきいき職場づくり
第2次3カ年計画
安全健康基本理念の確かな実践を通して、安全と健
康をベースにしたいきいき職場を実現する
マネジメントシステムを軸として、5本柱*のリスクゼロ
を目指した未然防止活動を進める
1.	マネジメントと従業員が一体となって、一人ひとり
の主体的な安全リスク低減活動と安全能力向上
活動を展開する

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

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

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

労働災害発生率（休業災害度数率）

2010 20112007 2008
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.18

0.46 0.43

0.70
0.55

0.17

0.37

0.67
0.5

0.21

0.25
0.19

0.18
0.09 0.03

＊休業災害度数率：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※1
（年度）2009
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従業員の健康の維持・増進に向け、健康診断の実施をはじめ、メンタルヘルス対策の強化、
生活習慣改善の推進、高齢化対策・海外健康支援など「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。また、国内グループ会社に対しても、同
様の活動を推進支援しています。

法定健康診断とともに30歳到達時、35歳到達時、40歳以上の社員には、健診項目を充実
させた総合健康診断を実施しています。これら健康診断の結果に基づき、産業医・保健師
による個別指導や健康教育など、社員の健康づくりを支援しています。k

メンタルヘルス対策として、2003年に社員のこころの健康づくりに労使で積極的に取り組
むことを「ハートフル宣言」として宣言しました。さらに、「マツダハートフルプラン」を策定し、
継続的に対策を推進しています。l

● 産業医・保健師による相談体制の整備
● 管理監督者と社員へのセミナーの開催
● 個人と組織のストレス診断（げんき診断）の実施
● 復職支援制度の充実など

＜具体的な取り組み＞
● 労使共同でメンタルヘルスプロジェクトを立ち上げ、全社的な支援体制を構築（2007年）
● 全社員を対象に個人と組織のリスクを「見える化」するための職業性ストレス診断「げ

んき診断」を導入（2008年） 
● 「げんき診断」の結果をもとに、産業医、保健師、職場管理者が協力して個別フォロー

および職場改善を実施（2008年）
● 管理者メンタルヘルス研修を継続実施。2008年に実施した研修の応用編として「ア

ドバンスコース」を開始（2009年）
● 入社3年目の社員を対象とした「セルフケアセミナー」を開始（2010年）
● 東日本大震災被災地勤務者への支援：体調チェックシートやウェブ面談による健康サポー

ト、販売会社への救急セットの支給など多岐にわたる支援の実施（2011年）

喫煙対策
全社喫煙率29％以下（2014年3月末時点）を目標に掲げ、個人サポートの充実や環境整
備を図っています。2003年より「全社1日禁煙デー」を設定。2010年度からは、毎月1回
実施しています。また、防府工場では、自主的な取り組みとして「週1日禁煙デー」を設定し
ています。
このような取り組みにより、喫煙率は継続的に低下しています。
生活習慣改善・メタボリック予防
2008年4月の「特定健診・特定保健指導」義務化を受け、保健師およびトレーナーによる特
定保健指導（個別指導とグループ指導）を開始しました。2011年度は439名に指導しました。

マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

健康診断

メンタルヘルス対策

さまざまな生活習慣病対策（マツダ本体）m

健康の維持・増進
健康診断に関するデータ
健康診断受診率  100%
総合健康診断（30.35.40歳以上） 12,173件

（希望者には乳がん、子宮がん検診を実施）
一般定期健康診断（上記以外） 14,244件
特殊健康診断 1,498件
海外健康診断 252件
健康診断の結果に基づいた個別指導

（特定保健指導を含む） 588件

メンタルヘルスケアに関する主な施策と受講者数
セルフケアセミナー

（コミュニケーション研修）  632名
メンタル出前教育 316名
ラインケア（アドバンス） 106名
新任管理監督者研修 201名

k

l

生活習慣病対策に関するデータ（2011年度）
喫煙率 31.2%
ニコチンパッチ処方・指導 85名
ウォーキング

「チャレンジ1万歩」参加者／1万歩達成率 
8,393名／45.2%

「マツダいきいきウォーク」参加者
  にこにこコース（年間2,000km） 780名
  てくてくコース（年間2,500km） 8,769名
  すたすたコース（年間3,000㎞） 258名

m
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マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

ウォーキングによる健康増進
「1日1万歩以上の割合50％以上」を目標にウォーキング活動を展開しています。具体的には、
間接社員対象の1日1万歩を目指す「チャレンジ1万歩運動」や、社員のウォーキングへの関
心を高め健康増進を支援する、イントラネットを通じた歩数記録ツールの提供、社内ウォー
キングコースの設置なども行っています。
また、徒歩通勤を推進する「エコ・ウォーキング通勤制度（手当を支給）」によるウォーキング
支援も行っています。
食育指導を実施
低カロリー・食物繊維の多い食材・減塩をコンセプトとした「ヘルシー食」を、2009年度から
社内給食のメニューに加えました。

過重労働による健康障害と事故の防止
2003年4月から、過重労働による健康障害対策として、超過時間が一定基準を超える社
員を対象に産業医、保健師による面接や指導を実施しています。
2007年7月からは面接対象の社員に、1週間の残業および休日出勤を禁止とする「ノー残
業ウィーク」を設定しました。また、上司が本人の健康状態をチェックするツールとして「SEE
チェック」※1も導入しました。
転倒災害予防・高齢化対策
現業部門では転倒災害予防・高齢化対策として、「安全作業能力テスト」および「いきいき
安全体操」を独自に開発、導入しました。その結果、特に50歳以上でバランス能力・敏捷性
が改善しました。また間接部門では、バランス能力や下肢筋力の維持向上を目的としたストレッ
チ体操「Zoom-Zoom ストレッチ」を各職場に展開し、転びにくい身体づくりを推進して
います。
この活動は、今後の従業員の高齢化対策として産業保健分野で注目されており、中央労働
災害防止協会への情報提供や米国立労働安全衛生研究所（NIOSH）での研究発表など、
国内・海外からの問い合わせが多数寄せられています。
海外勤務者への取り組み

「けんこう通信」の配信ほか、メールでの相談や巡回健康相談を実施しています。

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。国内のグループ
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。n

労使関係

健康リスク対応

※1 Sleep（よく眠れているか？）、Eat （食事は美味しく食べられているか？）、
Enjoy（趣味など生活を楽しめているか？）を確認するものです。

n 労使トップの握手



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　

Sustainability Report 2012133



マツダのCSR マネジメント 環境保全 社会貢献 お客さま満足 人間尊重人間尊重

Sustainability Report 2012134

人権尊重 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。

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」a 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。人権の取り組みには終わりはないと
いう考えのもと、究極的な目標として問題発生がゼロになることを目指し、活動を続けてい
ます。
マツダは、人権デューデリジェンス※1の視点で、活動の状況を把握し不備を発見、報告、是正、
フォローしていく体制と仕組みが求められていることを課題として認識しています。人権尊
重の活動の対象を国内・海外のグループ会社およびサプライヤーに拡大し、以下の取り組
みを進めています。

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。これらの規則･ガイドラインについては、基本的に内外の諸情勢を勘案し
た上で、各期の年間計画策定時などに見直しの必要性を検討し、必要があれば見直しを行
います。

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、人事室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。グループ会社について
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
の人事担当役員など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。サプライヤーについては、「マツダサプライヤーCSRガイドライン」(P29参照)を
通じて、人権尊重への取り組み推進体制を構築しています。b

基本的な考え方

規則／ガイドライン

推進体制

a

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。

※1 デューデリジェンスとは、プロジェクトまたは組織の活動のライフサイ
クル全体における、組織の決定及び活動によって起こる、実際の及び潜在
的な、社会的、環境的及び経済的なマイナスの影響を回避し軽減する目的
で、マイナスの影響を特定する包括的で積極的なプロセス。(ISO26000 
日本規格協会訳より引用)

各部門長
人権擁護推進員

行政、企業、社外団体

国内・海外グループ会社、
サプライヤー

人権委員会

各事業所

人事室
人事･労務グループ
（人権啓発推進担当）

b 推進体制図
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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。

「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。相談事項への対応には速やかに着手し、相談者
の就業環境を早期に回復するよう努めるとともに、職場全体の人権尊重の体制が確保さ
れるよう必要な支援を行っています。
これらの相談窓口は人事室が運営し、受理された案件は、定められた手順に従い、全件解
決が確認されるまでフォローしています。また対応実績についても所定の手順に従って管
理･記録され、人権委員会に報告されています。そして、より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。

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、社員意識調査※1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
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。2011年度はあわせて約2,100名が受講
しました。c

人権週間社長メッセージ
毎年12月10日の世界人権デーにちなんだ「人権週間」に、社長から全従業員に向けて人
権尊重の重要性を喚起するトップメッセージを発信しています。
人権ミーティング
定期的（現業系 年4回、間接系 年2回）に、身近なテーマを題材としたミーティングを職場
単位で実施し、従業員が日常的に人権感覚を養えるよう努めています。
その他の人権啓発活動
人権カード（入社時配布）d 、人権ラッピングバス e 、人権パネル・映像展（東京本社・マツ
ダR&Dセンター横浜：年2回）、社内イントラネットを活用した情報発信など

研修／啓発活動

c 人権研修

e 人権ラッピングバス

d 人権カード

※1 隔年実施。最新の調査は2010年度、次回は2012年度に実施予定。

専任相談員による相談窓口
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マツダは、「ONE MAZDA」の考え方のもと、グループ会社の人権擁護活動の推進に努
めています。現在、国内・海外のグループ会社では「マツダ人権宣言」に示された基本理念
のもと、マツダの「人権侵害撤廃規則」や「セクハラ追放ガイドライン」などを参考に、各国
の実情を踏まえた規則・ガイドラインを整備し、グループ全体で人権擁護の取り組みを進
めています。
さらに、マツダ本体と各グループ会社の人権担当者は定期的な情報交換を行い、各社
の状況に応じてマツダから研修･啓発ツールの提供や講師の派遣などを行っています。
2011年度は、グループ会社3社の管理者向けの人権研修や、開発系子会社へのeラーニ
ング展開、国内・海外のグループ会社への人権ミーティング資料の提供などを行いました。
グループ会社で問題が発生した場合には、職制を通じて報告されますが、それが困難な場
合などには従業員から直接、「人権相談デスク」「女性相談デスク」やマツダ・グローバル・ホッ
トライン（P26）などを通じた報告も受け付けています。

マツダは、行政や企業、社外団体などと連携し、地域社会における人権擁護の取り組みに
も積極的に協力を行っています。
また、社会貢献の取り組みとして、貧困問題への対応など、人間尊重に関する取り組みを行っ
ています。（P70参照）
2011年度の主な取り組み
● マツダ本社（広島）の所在地である府中町および広島県のヒューマンフェスタなどイベン

トへの共催・参加 f  g  
● 広島県近隣の自治体関係者、人権擁護委員を招聘しての工場見学会･意見交換会実施

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。h

取り組みの成果

h 人権擁護功労賞の表彰状

社外との連携および地域社会への貢献

国内・海外のグループ会社での活動

g「ヒューマンフェスタ2011ひろしま」（2011年12月）に
おけるマツダの人権擁護活動に関するパネル展示

f 「ヒューマンフェスタ2011 in 府中町」（2011年11月）
におけるマツダの人権擁護活動に関するパネル展示

2011年度に人権研修の
本格導入を行いました。リー
ダー向けの講義形式の研
修に加え、全社員に対する
e-ラーニングによる人権
啓発・教育を行うことで、
一人ひとりに多くの気づき
を提供することができたと
思います。その結果、社員
意識調査における人権の
項目の結果が向上するなど全社の風土改善につ
ながっています。今後もより働きやすい職場を目
指して、マツダ本体との連携・情報共有を行いな
がら取り組みを強化していきたいと思います。

Voice

株式会社マツダE＆T
金子 和美

一人ひとりに気づきを提供する
社内人権研修
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第三者意見

特に評価できる点

改善すべき点

　2011年は、マツダが「SKYACTIV元年」と定めた重要な年でした。
同社は、本レポートの報告対象期間である2011年４月から2012
年３月までの間に、SKYACTIV技術を搭載したデミオ、アクセラ／
Mazda3、CX-5を次々と市場に投入し、「マツダらしさ」を反映した商品・
技術の提供を通じて、環境保全に取組む姿勢を明確に示しました。
　トップメッセージにあるように、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」が存在します。2020年時点になっても
グローバル市場における自動車の主要エネルギーは化石燃料のまま
であり、主要動力技術は従来どおりの内燃機関にとどまるという見通
しをふまえれば、内燃機関の効率性や車両の軽量化にかかわるベース
技術の改善につとめ、それらの技術を用いた新商品を市場に投入する
ことこそが自動車メーカーとして果たすべき社会的責任であるという
同社の考えと行動は、大変高く評価できるでしょう。
　また、2011年度に策定した環境中期計画「マツダグリーンプラン
2020」を実行し、各項目の実績をフォローするというPDCAサイクル
を回し始めたことや、生物多様性に関する影響度評価を実施したこと
なども、注目に値します。こうして常に前進し続ける意欲をもって新た
な取組みを開始した点からも、環境保全に対するマツダの責任意識の
高さを感じとることができます。
　社会貢献については、今回のレポートのWEB版で、マツダグループ
が世界で展開する450件以上の社会貢献活動情報を収集し88項目
にまとめて開示されています。国内については地域ごとに個別の活動が、
海外については拠点ごとに社会貢献活動についての考え方と推進責
任者が、それぞれ紹介されており、マツダグループが、非常に多彩な活
動を展開していることがわかります。一つ一つの活動は地道なものが
多く、息長く実施されている点に特徴があります。この点からも明らか
なように、同グループは、地域社会を重要なステークホルダーとして位
置づけ、共生の理念をもって社会貢献活動に取り組んでいると言えます。

　昨年の第三者意見では、海外での活動に関する記述の充実と、CSR
コミュニケーション面での工夫を求めました。これらはいずれも大いに
改善されましたが、それでも、いくつか残された問題があります。
　マツダグループは、国外に９箇所の生産拠点を持ち、海外販売台数
の比率が８割以上にも達するグローバル企業体です。今回のレポート
では、海外での環境・社会面における取組みが多数取り上げられてい
ますが、環境関連データの一部や、従業員のワークライフバランスお
よびダイバーシティに関するデータについては、国内のものに限定さ
れています。次年度のレポートでは、海外の事業所におけるこれらの点
に関する記述が充実することを期待します。
　CSRコミュニケーションについては、今回の刷新を機に、冊子版ない

　もう一つの重点領域である人間尊重については、従業員のワークラ
イフバランスやダイバーシティ（多様性）の確保にかかわる育児休暇、ハー
トフル休暇、有給休暇、女性管理職比率などの数値が、一層改善され
たことを高く評価したいと思います。また、201０年11月に発行された
ISO26000が重視する人権に関しても、国内外のグループ会社やサ
プライヤーと一体となって、その遂行に取り組んでいることが明記され
ている点も書き添えておきます。
　最後に、今回のレポートがCSRコミュニケーションの面で改善された
ことについて、触れておきたいと思います。昨年度の第三者意見として、
WEB版と冊子版の内容の重複について指摘しましたが、今年度は、冊
子をWEBのダイジェスト版と位置づけ直してページ数を大幅に削減し、
媒体別の特徴、役割分担を明確にしています。さらに、特集記事や各
分野の扉ページで、従業員の声を通してマツダの取組みを伝えるなど
の工夫をこらしており、マツダグループで働く人々が日々どのような
思いでステークホルダーに接しているかがわかる、「従業員の顔が見える」
レポートとなっています。これらの点は、前回のレポートからの着実な
前進としてとらえることができるでしょう。
　CSRコミュニケーションに限らず、コミュニケーションは一般的に言っ
て、その効果が正確に検証しにくいという特質をもっています。しかし、
クルマのCO2排出量の約80％がお客さまの使用から廃棄に至るまで
の過程で排出される事実をふまえれば、CSRコミュニケーションの意味は、
マツダグループのCSR活動をステークホルダーに伝えて自らのCSRブ
ランド価値を向上させる点だけではなく、お客さまに情報を開示して環
境配慮型の行動をとっていただく点にも求めることができます。コミュ
ニケーションの向上が、ひいてはお客さまの行動を通じて地球環境の
保全につながるという自覚をもって、更なる改善に取り組んでいただ
きたいと思います。

しWEB版のCSRレポートを誰がどこでどのように活用しているかとい
う点も含めて、その効果について検証していただきたいと思います。ま
た、少なくとも国内販売会社には冊子版のサステナビリティレポートを
常備するなど、サプライチェーンの全体でCSRコミュニケーションの強
化につとめることも重要でしょう。
　もう一点、中期的課題を指摘させていただきます。それは、今回のレ
ポートの目次部分に掲載されているISO26000の７つの中核主題に
沿う形で項目をたて、マツダグループの現在の取組みを示すことです。
そして、そこから導かれる具体的な課題については、ステークホルダー
と協力して各課題に取り組むステークホルダーエンゲージメントを実
現していただきたいと思います。

「マツダサステナビリティレポート2012」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、

第三者意見を陳述します。 立教大学 経営学部
教授
高岡 美佳氏
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