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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
2012年4月から2013年3月を中心に報告。一部、2013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（2012年版）」
環境省 「環境会計ガイドライン（2005年版）」
ISO26000

発行時期（詳細版）
日本語版：2013年8月（前回発行2012年8月、次回発行2014年夏予定）
※ダイジェスト版（PDF／電子ブック、冊子）は2013年9月に発行予定です。

英語版：2013年9月予定（前回発行2012年9月、次回発行2014年秋予定）
※ダイジェスト版（PDF／電子ブック、冊子）は2013年10月に発行予定です。

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。

網羅性

専
門
性 ● PDF／電子ブック

マツダのCSR取り組みや
データを網羅的に掲載

詳細版（158ページ）

● PDF／電子ブック　● 冊子※

※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。

ダイジェスト版兼会社案内（24ページ）
皆さまに特に知っていただきたい情報を掲載

http://www.mazda.co.jp/csr/
PDF（詳細版）の内容に加え、最新情報をタイ
ムリーに掲載。サーチエンジンでの検索可能。

マツダオフィシャルウェブサイト マツダ株式会社	CSR・環境部
TEL 082-287-4066  FAX 082-287-5315

CONTENTS

免責事項/本報告書の記述には、マツダ株式会社および、そのグループ
会社の過去の事実から、将来の事業環境に関する予測、事業に関する
計画などさまざまな情報を記載しています。これらの掲載事項は、記述
した時点で入手できた情報に基づいたものであり、将来、諸与件の変
化によって異なったものとなる可能性があります。読者の皆さまには、
以上をご了解いただきますようお願い申しあげます。

本レポートやマツダのCSR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。

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/
http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire/
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有価証券報告書
2013年3月期
http://www.mazda.co.jp/
corporate/
investors/library/s_report/

マツダ技報
http://www.mazda.co.jp/
philosophy/gihou/

アニュアルレポート	2013
http://www.mazda.co.jp/
corporate/
investors/library/annual/

マツダ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/

マツダオフィシャルウェブサイト
マツダについて（会社概要）
http://www.mazda.co.jp/corporate/
profile/

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

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 6,000,000,000株　
発行済株式総数 2,999,377,399株
株主数 125,596名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数 単体 男性 ： 19,450名  女性 ： 1,836名
合計 ： 21,286名（出向者を含む）
連結 合計 ： 37,745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 中国、タイ、米国※1、メキシコ※2、コロンビア※3、
ジンバブエ、南アフリカ、エクアドル、台湾※3、マ
レーシア※4、ロシア※4、ベトナム※4

販 売 会 社 国内 255社　海外 140社

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

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

2013年秋以降、順次グローバル
に導入する新型Mazda3／アクセラ。

「走る歓び」と「優れた環境・ 安全
性能」を高次元で両立させたこのク
ルマが青い空の下を軽快に走る様
子を表現しています。

表紙について

会社概要（2013年3月31日現在）

財務情報・その他情報

「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）”

※1 2012年8月にMazda6（日本名 ： アテンザ）の生産を終了。　
※2 2013年度第4四半期に稼働予定。　
※3 一部車種は現地組立(生産台数は公表対象外)。　
※4 現地組立のみ(生産台数は公表対象外)。

http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/s_report/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/s_report/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/s_report/
http://www.mazda.co.jp/corporate/profile/
http://www.mazda.co.jp/corporate/profile/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/gihou/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/gihou/


　2013年3月期は、2012年2月に発表した「構造
改革プラン※1」を着実に実行した一年となりました。
SKYACTIV技術（P44参照）をフルに搭載し、新しいデ
ザインテーマ「魂動（こどう）」を採用した新商品「CX-5」
「新型アテンザ／Mazda6」のグローバル導入、さら
にはモノづくり革新によるコスト改善を加速させた結
果、マツダグループの売上高は2兆2，053億円、営業
利益は539億円、当期純利益は343億円となり、業績
改善に大きく貢献しました。新興国を中心とした生産・
販売体制の強化やグローバルアライアンスの推進も
順調に進んでいます。

　マツダでは従来から6つのCSR取り組み分野※2を
定めています。この度、CSRのグローバルスタンダード
を視野に入れ、ISO26000の7つの中核主題を踏まえ
た2013年度CSR目標を新たに策定しました。従来か
ら環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」におい
て年度計画を開示していましたが、環境以外のCSR取
り組みについても目標を設定しました。いずれの項目
も各領域の2013年度業務計画から抽出しており、こ
れまで一人ひとりの日々の業務に内在していたCSR視
点を「見える化」したものです。2013年度以降は実績
を評価しPDCAを回していきます。
　企業活動の担い手は従業員一人ひとりです。そのた
め啓発は極めて重要であると考え、2012年度は国内
主要4拠点の全幹部社員を対象としてCSR啓発ゼミナー
ル（P14参照）を実施しました。今後も、CSR視点がマ
ツダグループ内にさらに深く浸透するよう、従業員啓
発を継続していきます。

変化し続ける社会に対して責任を果たし、
ステークホルダーの皆さまとともに発展する
企業であり続けます

トップメッセージ

一人ひとりの業務の中に内在する
CSR視点を2013年度目標として「見える化」

マツダのCSRの取り組みについて
お教えください。Q

「構造改革プラン」を着実に実行し、
すべての利益レベルで黒字達成

2013年3月期を振り返って、
マツダにとってどのような1年でしたか？Q
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開始するなど、2015年度時点の海外生産を50％に引き
上げる計画です。一方で、国内生産の意義は極めて大きい
と考えます。広島県、山口県の両工場でサプライヤーさま
に支えられ培ったモノづくりの技術のみならず、省エネを中
心とする環境保全や人材育成、高い品質の維持、そして、地
域への社会貢献取り組みなど、広い意味での日本のモノづ
くりを大切にし、海外拠点に水平展開していきます。
　マツダは内燃機関の徹底的な効率化について独自のイ
ニシアチブを持っており、とりわけ気候変動問題などの深
刻な社会的課題を踏まえながら、自動車メーカーとしての
責任を果たしていきます。
　今後も、お客さまの声を大切にし、120以上の国と地域
ごとに異なるお客さまの要望に対応した魅力ある商品を届
けます。そして各地域社会のステークホルダーの皆さまと
ともに発展する企業であり続けたいと思います。

　私はビジネス遂行上の絶対的な基本を大切にしたいと
思います。
　「新しい価値を創造し、最高のクルマとサービスにより、
お客さまに喜びと感動を与え続ける」というコーポレートビジョ
ンに示されたお客さまを大切にする精神をはじめ、コンプ
ライアンス重視、そして、適切な情報開示といった基本に
常に立ち返ります。
　そして、その上で世界中のマツダにかかわる方々の声に
耳を傾け、変化し続ける社会に対する責任を果たし、すべ
てのステークホルダーの皆さまから信頼される企業であり
続けられるよう、マツダグループで一丸となって取り組ん
でまいります。

変化し続ける社会に対して責任を果たし、
ステークホルダーの皆さまとともに発展する
企業であり続けます

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO

※1	「SKYACTIVによるビジネス革新」「モノ造り革新によるさらなるコスト改善の加速」「新興国事業
強化とグローバル生産体制の再構築」「グローバルアライアンスの推進」の4主要施策　（P35参照）

※2	 6つの取り組み分野は「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」(P10参照)

　自動車メーカーとしてクルマという商品や技術の革新を
通じて、持続可能な社会に貢献することが特に大切だと考
えています。2007年に発表した技術開発の長期ビジョン「サ
ステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」（P5参照）に基づき、
世界中のお客さまに「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」
を高次元で調和させた商品を一貫してお届けすることで、	
お客さまから熱烈に支持されるマツダを目指します。
　環境面ではSKYACTIV技術を搭載したCX-5やアテン
ザ／Mazda6を導入し高い評価を得ています。特に、クリー
ンディーゼルエンジン搭載車の成功は「環境問題解決のた
めの新しい選択肢がある」という私たちの提案が広く認め
られた証であると確信しています。国内でCX-5が「2012-
2013日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したことは、その
一例です。今後も、グローバルにSKYACTIV技術搭載車
を追加投入し、2013年3月期末に31％であった搭載車比
率を2016年3月末までには80％に高めていく計画です。
　安全面についてはマツダが目指す安全性能の考え方
「Mazda	Proactive	Safety」に基づき、研究・開発を行っ
ています。中でもドライバーの認知支援、衝突回避や被害
軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」はその代表
的なもので、アテンザ／Mazda6から本格的に導入して
います。

　マツダを取り巻く環境の急激な変化に対応し、将来の成
長を確実にするため全社で取り組んできた構造改革プラ
ンを着実に成功させグループ一体となってマツダを発展さ
せたいと思います。
　マツダは構造改革プランにおける施策の一つとして海
外生産の拡大を挙げており、今年度はメキシコでの生産を

「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を
高次元で調和させた商品・技術を導入

サステイナブル“Zoom−Zoom”宣言で重視している
環境・安全性能について紹介してください。Q

社会的課題を踏まえつつ
構造改革プランを着実に成功させる

マツダの今後のビジョンについてお聞かせください。Q

常に基本に立ち返りながら、
変化し続ける社会に対して責任を果たす

最後に、社長に就任され、
今の決意をお聞かせください。Q
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「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

リシーとする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取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P127参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● 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■ 環境技術の採用拡大展望

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
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ベースエンジン（内燃機関）
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P127参照）を開発。2012年
11月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

特集

技術開発長期ビジョン

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、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P43参照）の推進を行

っています。

　マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・

尊重することを重視し、以下の考えで安全

技術の研究・開発を行っています。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。
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

グローバルに普及させることができる技術こそ環境への貢献 「走る歓び」をサポートする先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

商品戦略本部
本部長 工藤 秀俊

しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」。この考えに基づき

マツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最適化を

求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見直す

ことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体勢、す

なわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分析し

て割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行時

に、違和感がなく疲れにくいクルマ」の開発に取り組んだ。

　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を

模索。グローバルに展開するには、各国の道路状況やドライバー

への適合性を理解することが必要不可欠。開発メンバーは昼夜、

世界中を走行し、自らデータを収集・解析し、開発に取り組んだ。

　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安

全技術「i-ACTIVSENSE」だ。

  “走る歓び”と安全性能の両立へ
　なかでも特徴的なのが、「危険な状態に近づいた時にクルマ

がドライバーに知らせ、ドライバー自らが回避行動をとる」ことを

目指した認知支援技術である。背景には「あくまでもドライバー

主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線

逸脱警報システム」では、「ドライバーがハンドルを故意に切って

いる場合は、車線を逸脱しても警告しない」ように工夫をしてい

る。必要以上に警告されると、ドライバーは警報システムが煩わ

  CO2総排出量の大幅な削減を目指して
　「ビルディングブロック戦略」は、クルマの基本性能を決める

エンジンや車両の骨格など、ベース技術を徹底的に改善し、そ

の上に電気デバイス技術を組み合わせることで、CO2の総排出

量を大幅に削減するロードマップだ。

　ハイブリッドシステムが内燃機関と電気モーター2つの動力

源を搭載する限り、この先も内燃機関は効率のカギを握る。「マ

ツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに優れた環境性

能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的

に改善する必要があると、マツダは考えている。

  世界のベンチマークであり続けるために
　理想を追求するうえで、妥協は許されない。従来トレードオフ

とされてきたことを問い直し、両立の可能性を求め挑戦を続け

た。例えばガソリンエンジンは圧縮比が上がれば燃費は良くな

る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

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）

■ ビルディングブロック戦略

  安全技術の考え方  安全技術の考え方

課題B

課題A

技
術
革
新に
よる

ブレ
ーク
スル
ー

ベストバランスの考え方

※1　2013年8月時点マツダ調べ
※2　革新的な新世代ベース技術の総称

基本ポリシー
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「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

リシーとする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取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P127参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● 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■ 環境技術の採用拡大展望

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）
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P127参照）を開発。2012年
11月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

特集

技術開発長期ビジョン

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、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P43参照）の推進を行

っています。

　マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・

尊重することを重視し、以下の考えで安全

技術の研究・開発を行っています。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。
お客さまの使用状態 マツダが提供する安全性能
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グローバルに普及させることができる技術こそ環境への貢献 「走る歓び」をサポートする先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

商品戦略本部
本部長 工藤 秀俊

しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」。この考えに基づき

マツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最適化を

求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見直す

ことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体勢、す

なわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分析し

て割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行時

に、違和感がなく疲れにくいクルマ」の開発に取り組んだ。

　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を

模索。グローバルに展開するには、各国の道路状況やドライバー

への適合性を理解することが必要不可欠。開発メンバーは昼夜、

世界中を走行し、自らデータを収集・解析し、開発に取り組んだ。

　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安

全技術「i-ACTIVSENSE」だ。

  “走る歓び”と安全性能の両立へ
　なかでも特徴的なのが、「危険な状態に近づいた時にクルマ

がドライバーに知らせ、ドライバー自らが回避行動をとる」ことを

目指した認知支援技術である。背景には「あくまでもドライバー

主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線

逸脱警報システム」では、「ドライバーがハンドルを故意に切って

いる場合は、車線を逸脱しても警告しない」ように工夫をしてい

る。必要以上に警告されると、ドライバーは警報システムが煩わ

  CO2総排出量の大幅な削減を目指して
　「ビルディングブロック戦略」は、クルマの基本性能を決める

エンジンや車両の骨格など、ベース技術を徹底的に改善し、そ

の上に電気デバイス技術を組み合わせることで、CO2の総排出

量を大幅に削減するロードマップだ。

　ハイブリッドシステムが内燃機関と電気モーター2つの動力

源を搭載する限り、この先も内燃機関は効率のカギを握る。「マ

ツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに優れた環境性

能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的

に改善する必要があると、マツダは考えている。

  世界のベンチマークであり続けるために
　理想を追求するうえで、妥協は許されない。従来トレードオフ

とされてきたことを問い直し、両立の可能性を求め挑戦を続け

た。例えばガソリンエンジンは圧縮比が上がれば燃費は良くな

る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

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）

■ ビルディングブロック戦略

  安全技術の考え方  安全技術の考え方

課題B

課題A

技
術
革
新に
よる

ブレ
ーク
スル
ー

ベストバランスの考え方

※1　2013年8月時点マツダ調べ
※2　革新的な新世代ベース技術の総称

基本ポリシー
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「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

リシーとする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取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P127参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● 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■ 環境技術の採用拡大展望

内
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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
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P127参照）を開発。2012年
11月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

特集

技術開発長期ビジョン

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、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P43参照）の推進を行

っています。

　マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・

尊重することを重視し、以下の考えで安全

技術の研究・開発を行っています。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。
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

グローバルに普及させることができる技術こそ環境への貢献 「走る歓び」をサポートする先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

商品戦略本部
本部長 工藤 秀俊

しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」。この考えに基づき

マツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最適化を

求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見直す

ことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体勢、す

なわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分析し

て割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行時

に、違和感がなく疲れにくいクルマ」の開発に取り組んだ。

　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を

模索。グローバルに展開するには、各国の道路状況やドライバー

への適合性を理解することが必要不可欠。開発メンバーは昼夜、

世界中を走行し、自らデータを収集・解析し、開発に取り組んだ。

　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安

全技術「i-ACTIVSENSE」だ。

  “走る歓び”と安全性能の両立へ
　なかでも特徴的なのが、「危険な状態に近づいた時にクルマ

がドライバーに知らせ、ドライバー自らが回避行動をとる」ことを

目指した認知支援技術である。背景には「あくまでもドライバー

主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線

逸脱警報システム」では、「ドライバーがハンドルを故意に切って

いる場合は、車線を逸脱しても警告しない」ように工夫をしてい

る。必要以上に警告されると、ドライバーは警報システムが煩わ

  CO2総排出量の大幅な削減を目指して
　「ビルディングブロック戦略」は、クルマの基本性能を決める

エンジンや車両の骨格など、ベース技術を徹底的に改善し、そ

の上に電気デバイス技術を組み合わせることで、CO2の総排出

量を大幅に削減するロードマップだ。

　ハイブリッドシステムが内燃機関と電気モーター2つの動力

源を搭載する限り、この先も内燃機関は効率のカギを握る。「マ

ツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに優れた環境性

能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的

に改善する必要があると、マツダは考えている。

  世界のベンチマークであり続けるために
　理想を追求するうえで、妥協は許されない。従来トレードオフ

とされてきたことを問い直し、両立の可能性を求め挑戦を続け

た。例えばガソリンエンジンは圧縮比が上がれば燃費は良くな

る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

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）

■ ビルディングブロック戦略

  安全技術の考え方  安全技術の考え方

課題B

課題A

技
術
革
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ー

ベストバランスの考え方

※1　2013年8月時点マツダ調べ
※2　革新的な新世代ベース技術の総称
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「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

リシーとする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取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P127参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● 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■ 環境技術の採用拡大展望
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● 電気デバイス技術の拡大、
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P127参照）を開発。2012年
11月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

特集

技術開発長期ビジョン

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、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P43参照）の推進を行

っています。

　マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・

尊重することを重視し、以下の考えで安全

技術の研究・開発を行っています。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。
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

グローバルに普及させることができる技術こそ環境への貢献 「走る歓び」をサポートする先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

商品戦略本部
本部長 工藤 秀俊

しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」。この考えに基づき

マツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最適化を

求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見直す

ことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体勢、す

なわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分析し

て割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行時

に、違和感がなく疲れにくいクルマ」の開発に取り組んだ。

　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を

模索。グローバルに展開するには、各国の道路状況やドライバー

への適合性を理解することが必要不可欠。開発メンバーは昼夜、

世界中を走行し、自らデータを収集・解析し、開発に取り組んだ。

　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安

全技術「i-ACTIVSENSE」だ。

  “走る歓び”と安全性能の両立へ
　なかでも特徴的なのが、「危険な状態に近づいた時にクルマ

がドライバーに知らせ、ドライバー自らが回避行動をとる」ことを

目指した認知支援技術である。背景には「あくまでもドライバー

主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線

逸脱警報システム」では、「ドライバーがハンドルを故意に切って

いる場合は、車線を逸脱しても警告しない」ように工夫をしてい

る。必要以上に警告されると、ドライバーは警報システムが煩わ

  CO2総排出量の大幅な削減を目指して
　「ビルディングブロック戦略」は、クルマの基本性能を決める

エンジンや車両の骨格など、ベース技術を徹底的に改善し、そ

の上に電気デバイス技術を組み合わせることで、CO2の総排出

量を大幅に削減するロードマップだ。

　ハイブリッドシステムが内燃機関と電気モーター2つの動力

源を搭載する限り、この先も内燃機関は効率のカギを握る。「マ

ツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに優れた環境性

能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的

に改善する必要があると、マツダは考えている。

  世界のベンチマークであり続けるために
　理想を追求するうえで、妥協は許されない。従来トレードオフ

とされてきたことを問い直し、両立の可能性を求め挑戦を続け

た。例えばガソリンエンジンは圧縮比が上がれば燃費は良くな

る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

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）

■ ビルディングブロック戦略

  安全技術の考え方  安全技術の考え方

課題B

課題A

技
術
革
新に
よる

ブレ
ーク
スル
ー

ベストバランスの考え方

※1　2013年8月時点マツダ調べ
※2　革新的な新世代ベース技術の総称

基本ポリシー
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皆さまから愛されるマツダへの成長を目指しています
マツダのCSR取り組み状況を取りまとめて開示する社外調査への対応を担当しています。調
査の質問項目からはCSRに関する最新トレンドや企業の新しい課題を知ることができます。
こうしたトレンドを理解し、マツダがより社会ニーズに適したCSR取り組みを行えるよう、社
内関係部門とともに推進する努力を重ねています。
そして、その結果として、マツダのブランド価値を向上させ、ステークホルダーの皆さまから愛
されるマツダへと成長することを目指しています。

CSR・環境部
 志田 泰信

マツダのCSR
10  マツダのCSR
16  ステークホルダーエンゲージメント
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■ 基本的な考え方
「Mazda Way」(P133参照)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。

■ 6つの分野と3つの重点領域
マツダは、CSRの取り組みを（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章※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。
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（P36参照）
　● 「社会貢献」 ： 良き企業市民としての、地域社会への貢献（P70参照）
　● 「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（P131参照）

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

a

a 6つの取り組み分野（*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。

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。

マ
ツ
ダ
ら
し
い
取
り
組
み

環境保全*
● 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　 など

社会貢献*
● 環境・安全啓発
● 次世代の人材育成
● 企業市民としての地域貢献　 など

人間尊重*
● 従業員への取り組み
● 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

● 内部統制
● 適正取引の徹底
● 「マツダ企業倫理行動規範」の浸透・
　徹底　 など

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

■ CSR推進体制
社長を委員長とする「CSR経営戦略委員会」で決まった取り組み方針やガイドラインを理解
した上で、社内各部門は、業務目標や計画などを策定し、グループ会社と連携を図りながら、
業務を行っています。
CSR経営戦略委員会
社会環境の変化を踏まえ、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
　● 2012年度は環境中期計画（マツダグリーンプラン）の実績評価（P40参照）、CSRに

ついての社外評価分析結果（P13参照）、CSRについての従業員への啓発（P14参照）、
生物多様性ガイドラインの策定（P58参照）などを討議。

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

■ ISO26000に基づくCSR取り組みの強化
マツダは、社会的責任に関するガイドラインISO26000の７つの中核主題に沿ってCSR取
り組みを包括的に再確認し、「2013年度CSR目標」を策定しました。
策定にあたっては、関連部門が各項目ごとにマツダの目指す将来のあるべき姿を描いた上で、
2013年度目標として原案をまとめ、CSR経営戦略委員会で決定しました。
今後も、計画、実行、評価、改善というPDCAプロセスを進め、グローバル・スタンダードに沿っ
たCSR経営を目指します。

b

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

b 体制図



12 Mazda Sustainability Report 2013

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

ISO26000の7つの中核主題のうち、「環境」については、従来から取り組んでいる環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」に沿って取り組みを進めています。

■ 2013年度CSR目標

ISO26000
中核主題 項目 2013年度目標

6.2 
組織統治

1 CSRマネジメント ①ISO26000抽出課題に基づいた取り組み項目と目標の設定
②従業員意識調査結果に基づくCSR啓発の継続実施

2 コーポレートガバナンス 新興市場新設会社を含むコーポレートガバナンス体制の整備・強化

3 ステークホルダーエンゲージメント ステークホルダーエンゲージメントの継続実施と活用強化

4 リスクマネジメント 社内外のさまざまなリスクの把握とリスク低減活動の継続

6.3 
人権

1 人権の尊重 ①階層別研修や人権ミーティング等、人権意識高揚のための活動継続
②「世界人権宣言」及び「労働における基本的原則及び権利に関するILO（国際労働機関）宣言」への支持明確化

2 ダイバーシティ（多様性）の実現
従業員の多様性尊重の継続
①各拠点でのトップマネジメントの育成・活用の継続進化
②女性活用のための、復職サポート（研修等）によるスキルアップ支援策の検討
③障がい者雇用率の維持・向上

3 デューデリジェンス サプライチェーンにおける人権取り組み状況調査の開始

6.4 
労働慣行

1 労使関係 各国の法律、文化、労働慣行に基づいた、各拠点における健全な労使関係の維持

2 ワークライフバランス 諸施策/運用の振り返りを通した取り組みの質の向上

3 労働安全衛生
安全衛生マネジメントシステムに基づく活動の推進
①リスクアセスメントの継続
②内部監査の継続
③国内トップレベルの労働災害発生率の維持

4 人材育成 キャリアミーティング等を活用したMazda Way浸透度の維持・向上

6.5 
環境

1 エネルギー/地球温暖化対策

マツダグリーンプラン2020（P40-42参照）
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

6.6 
公正な事業慣行

1 コンプライアンス ①啓発活動の継続によるコンプライアンスの確保及び順法意識の底上げ
②研修資料の提供、タイムリーな情報提供等のサポート継続によるグループ会社におけるコンプライアンスの確保

2 公正な取引 ①マツダサプライヤーCSRガイドラインの順守の徹底とフォローの継続
②紛争鉱物規制への対応に伴うマツダサプライヤーCSRガイドライン改正と主要取引先調査の開始

3 情報管理 ①啓発活動の継続による情報管理の徹底
②情報セキュリティ対策の推進・強化

4 知的財産保護
知的財産保護のための活動の推進
①知的財産全般の管理体制の強化
②順法行動の定着に向けた啓発活動の継続

6.7 
消費者課題

1 品質
商品

サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言に基づき、マツダブランドの個性(以下)を具現化する商品づくりを行う
 ・ ｢走る歓び｣と｢優れた環境・安全性能｣
 ・ 五感が調和し、乗るたびに楽しさが深まる｢人馬一体｣性能
 ・ 創意に富み考え抜かれた機能
 ・ 野生的プロポーションと日本の美意識を研ぎ澄ましたOnly Oneデザイン
 ・ 盤石の信頼性と造りの良さ

販売・サービス マツダのある生活によって、お客さまの「笑顔の輪」を拡げ、ずっと「マツダを選び続けたい」と言っていただける価値
がお客さまに提供される販売・サービスを行う

2 安全 商品とお客さまへの
安全啓発

①Mazda Proactive Safetyの安全思想に基づく先進安全技術 i-ACTIVSENSEの導入拡大
②各国NCAPの高評価獲得

6.8
コミュニティへの
参画及びコミュ
ニティの発展

1 企業市民としての責任 各リージョンごとの地域貢献方針に基づいたプログラムの継続

2 持続可能な社会の実現への寄与 ①社会的課題解決への努力と、社会貢献活動の積極的開示の継続
②プログラムの影響評価指標の設定
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■ CSRについての社外評価（2013年3月31日現在）
マツダは、重要な国内・海外の社外指標や社外評価を特定し、結果の分析を行うことで、自
社の取り組みを評価しています。SRI（社会的責任投資）格付機関をはじめとした国内・海外
の重要な調査や社外評価に対応することで、積極的に情報を開示しています。
　● FTSE4Goodに選定されています。

英国の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。

日本で初めての社会的責任投資株価指数。
　● CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）のジャパン500において、2012年度は、

情報公開度スコアは「高い」と評価されました。
運用資産総額78兆USドル、655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（CDP2012年の調査時点）。

■ 主な受賞歴（2012年4月〜2013年4月）
お客さま満足
　● 「CX-5」が「2012-2013日本カー・オブ・ザ・イヤー」受賞（2012年11月）
　● 「CX-5」がFIPA（国際的な自動車ジャーナリストの連盟）による「2013 SUV オブ・ザ・

イヤー・フォー・ザ・アメリカズ」受賞（2013年1月）
　● 「新型Mazda6（日本名：アテンザ）」がWORLD CAR AWARDSによる「2013 ワール

ドカーデザインオブザイヤー」にて、世界の美しいクルマ・ベスト3に選出（2013年3月）
（P115参照）

安全
　● 「CX-5」が欧州で「ユーロ NCAP 安全性能総合評価（5つ星=最高評価）」獲得（2012

年5月）
　● 「CX-5」がオーストラリアで「オーストラリア NCAP 安全性能総合評価（5つ星=最高

評価）」獲得（2012年6月）
　● 「Mazda3（日本名：アクセラ）」が中国で「中国 NCAP 安全性能総合評価（5つ星+=

最高評価）」獲得（2012年6月）
環境保全
　● 「SKYACTIV-G 1.3」の開発で、マツダの開発グループが「2011年度日本機械学会賞

（技術）」受賞（2012年4月）
　● 「CX-5」において、「SKYACTIV-D 2.2」搭載車およびマツダの開発グループが「2012

〜2013日本自動車殿堂カーテクノロジーオブザイヤー」受賞（2012年11月）
　● 「SKYACTIV-D」の開発で、マツダの開発グループが「平成24年度日本燃焼学会（技

術賞）」受賞（2012年12月）
　● 「SKYACTIV-D」の開発で、マツダが「第42回日本産業技術大賞（審査委員会特別賞）」

受賞（2013年3月）
　● 「SKYACTIV-G」の開発で、マツダの開発グループが、平成25年度科学技術分野の

文部科学大臣表彰の「科学技術賞（開発部門）」受賞（2013年4月）
　● 「SKYACTIV-D」の開発で、マツダの開発グループが「2012年度 日本機械学会賞（技

術）」と「第45回市村産業賞 功績賞」受賞（2013年4月）
その他、品質向上の取り組み成果についてはP111に、技能五輪成績実績についてはP136に、
それぞれ掲載しています。

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

c

d

e

d

e

c
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■ 従業員への啓発
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.幹部社員への啓発
2012年12月下旬〜2013年3月下旬にかけて、本社（広島）、防府工場、東京本社、マツ
ダR&Dセンター横浜の4拠点で「第1回CSR啓発ゼミナール」を開催しました。これは出向
者を除く全幹部社員を対象にCSRに関するパネルや書籍、冊子等を展示する形式で行いま
した。幹部社員自らがリーダーとなり、CSR視点を持って行動し、より適切な部下指導を行
うヒントを得ることを目的としています。受講後の感想として、「視野が広がった」「マツダの
活動を自らが把握し、社外に説明することにつなげたい」などのポジティブなコメントが多
数ありました。今後も継続実施する計画です。
2.階層別研修
2012年度は、以下のようなCSR研修を実施しました。
　● 講義形式（約820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450名）

新入社員、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の研修では、
　「具体例を知ることでCSRへの理解が深まった」
　「自社の取り組みをぜひ社内外にさらに広めるべきだと感じた」
　「全社で取り組んでいる内容を改めて知ることができた」
　「CSRについて考える時間を日頃からもっと取るべきだと思う」
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。
3.全部門での啓発
　● マツダサステナビリティレポートの全部門への配付・回覧、イントラネット掲載
　● 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（P110参照）
　　 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（P29参照）
　● 「人権週間社長メッセージ」などの人権研修／啓発（P146参照）
4.浸透度の確認
2012年度の社員意識調査でCSRの浸透度を確認しました。※1

さらに浸透度が向上するように、さまざまな取り組みを継続していきます。

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

f

h

g

i

f 2012年度CSR啓発ゼミナール

h 2012年度グループワーク研修 
アンケート結果（約450名）

g 2012年度CSR啓発ゼミナール アンケート結果

i 新任幹部社員研修

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

63.0％63.0％

46.1％46.1％ 37.9％

6.2％

0.2％

7.1％

0.9％

3.3％

61.2％61.2％

9.8％9.8％

29.7％29.7％

35.0％35.0％

習得度

理解度

大変分かりやすかった

分かりやすかった

やや分かり難かった

分かり難かった

1％

ポジティブ 90％

ポジティブ 93％

0％

27％27％

31％31％

9％

6％

63％63％

62％62％

深まった

やや深まらなかった

全く深まらなかった

非常に深まった

※1 マツダ単体分の調査のみの設問。
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■ 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
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。
国内販売会社のサービススタッフ向けに毎月発行している「技術通信」の2013年1〜3月号
でCSRに関する記事を掲載し、基本的なCSRの考え方や取り組みの浸透を行いました。
また、サプライヤーに対しては、「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（P31参照）。
　● マツダ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

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

j

j 技術通信



16 Mazda Sustainability Report 2013

■ 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

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

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。

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）
● お客さまへのインタビュー（随時）
● マツダ車オーナーとのミーティング（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）
● 決算短信の発行（年4回）
● 四半期報告書の発行（年4回）
● 四半期ごとの決算説明会（年4回）
● 株主通信の発行（年2回）
● 有価証券報告書の発行（年1回）
● 定時株主総会の開催（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・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
　● 地域住民
　● 行政機関
　● NGO・NPO
　● 有識者
　● 教育機関

● 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（協働を含む）
● 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
● 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）
● 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・参加（随時）
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■ ステークホルダーエンゲージメントの考え方
マツダではお客さまをはじめとする主なステークホルダーを特定し（P16参照）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。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。
マツダでは各ステークホルダーごとの取り組みに加え、すべてのステークホルダーからご
意見が得られるように、マツダ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
による情報開示や対話の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、本レポートでも開示し
ています。

■ 社外での取り組み（2012年度）
＜ご意見に対する具体的活動＞
社外ステークホルダーエンゲージメントを通していただいたご意見に対して2012年度は
以下のような具体的活動を行いました。
　●  環境・安全技術を中心としたコミュニケーション強化。
　● 社会貢献に関するご意見については、社会貢献委員会の検討課題として取り上げ、

2013年度の活動目標や具体的活動に折り込み済み。地域貢献活動の紹介に関する
ご意見については、2012年度の取り組み概要や事例を、地域ごとにまとめて本サス
テナビリティレポートに掲載（P73-106参照）。

　● 社員の行動に関するご意見については、具体的な行動改善につなげることを目指し、
全幹部社員を対象に第1回CSR啓発ゼミナールを実施(P14参照)。

　
1.第7回 サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013〜マツダの環境・安全技術〜
マツダのCSRと環境・安全技術紹介、SKYACTIV技術とi−ACTIVSENSEの説明と安全技
術搭載車への試乗後、参加者とマツダ技術者が、SKYACTIV技術やi-ACTIVSENSEをテー
マにディスカッションを行い、忌憚のない意見をいただきました。
　● 開催時期 ： 2013年3月
　● 場所 ： マツダR&Dセンター横浜、本社（広島）／参加者 ： 一般の方 約280名
＜参加者からのご意見＞
　● マツダのクルマづくりのポリシーがよく理解できた。普段はなかなか体験できない安

全技術を体感できたのが良かった。
　● 直接技術者から話を聞き、また、ユーザーから意見を言うことができて良かった。
　● 何事においても人（運転者）を中心（の技術開発）に、お客さまとともに（環境・安全・CSRに）

取り組む姿に共感した。
　● 安全技術はもっとCMなどを使って認知させる努力をすべき。技術では負けていない。
　● 走る歓びを今後も追求し、マツダの技術を広めてほしい。マツダが次にどんなクルマ

を出すのか楽しみになった。

ステークホルダーエンゲージメントの実施

k l

k i-ACTIVSENSE搭載車試乗

l 技術者とのフリートーク
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2.オーナーズミーティングでの交流
マツダR&Dセンター横浜では、マツダ車オーナーによるミーティングの開催場所として施設（AV
ホール、オープンギャラリーなど）を提供しています。ミーティングでは、オーナーとマツダ従
業員との意見交換も実施しています。オーナーの皆さまからいただいたアンケート結果は商
品開発に活用しています。2012年度はデミオをはじめ、アテンザ、RX-8、CX-5など計5回のミー
ティングが開催され、計約230名（220台）のオーナーの方々が参加しました。
＜参加者からのご意見＞
　●	オーナー同士が集まり、さらに従業員とも話ができ、充実した時間を過ごせた。
　●	主査や技術者のクルマづくりに対する熱い想いが聞けて良かった。
　●	乗って楽しい、走って楽しいクルマを作り続けてほしい。

3．「走るオンナ倶楽部」を通した女性ニーズの発掘
女性のライフスタイルや価値観をヒントに、女性のお客さまに共感していただけるクルマづくり
を目指して、2012年4月、「走るオンナ倶楽部」を立ち上げました。当倶楽部ではさまざまなイ
ベントを通じてお客さまとつながり、いただいたご意見を今後のクルマづくりに活かす計画です。
2012年度はオープニングイベントを皮切りに「私たちが本当に欲しいクルマコンテスト」など、
広島の女性たちに人気のスポットで計5回のイベントやセミナーを開催し、延べ約200名の
ご参加をいただきました。「活動を通し、倶楽部メンバー間のつながりも深まってきた」との
うれしい声も届いています。今後はさらに内容の充実を図り、一人でも多く女性マツダ・ファ
ンを増やすことを目指しています。
＜参加者からのご意見＞
　●	女性に目を向けてくれた活動がうれしい。
　●	この活動を通して人脈や活動の幅が広がりました。
　●	マツダに親しみを感じるようになりました。
　●	マツダと広島が共に活性化するような企画を期待しています。

4.第3・4回CSRワークショップ
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。
　「第3回CSRワークショップ」
　●	開催時期 ：	2012年12月
　●	場所 ：	マツダ教育センター広島／参加者	：	大学生・大学院生	約60名
　「第4回CSRワークショップ」
　●	開催時期 ：	2013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40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（P7、P43参照）に沿った独自の環境保全の取り組み
　●	女性を対象とした取り組み（P140参照）
　●	グローバル採用と宗教への考慮（P140参照）
　●	SKYACTIV技術による燃費向上、インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）（P48、P112参照）
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
　●	発展途上国での活動・グローバルな活動
　●	輸送のクリーンエネルギー化
　●	ダイバーシティの具体的な取り組み

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

m

n o

qp

m オーナーズミーティング

p 第3回CSRワークショップの様子

q 第4回CSRワークショップの様子

n 応募作品例

o 表彰記念写真
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5. CSRコミュニケーション・ブランディング意見交換会
大学のゼミ生を対象とした「意見交換会」を開催しました。マツダのCSR取り組みについて説
明を行って約2か月後、学生の視点から「CSRコミュニケーション・ブランディングとして、マツ
ダはどのような取り組みを強化・実行すべきか」貴重なご意見をいただきました。
　●	開催時期 ：	2012年5月、7月
　●	場所 ：	早稲田大学、立教大学／参加者 ：	50名（10チーム）
＜参加者からのご意見＞
　●	マツダは環境保全をはじめ、行うべきCSRはほぼすべて実行済み。それがうまく世の
中に伝わっていないと思う。

　●	Zoom-Zoomの企業名想起率は高い。Zoom-Zoomの伝わる社会貢献活動を行っ
てほしい。

　●	従業員のCSR理解度は、講義で95％に到達。高い理解度を行動につなげることが課
題ではないだろうか。

6.「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（広島）の敷地に隣接する地域の町内会長並びに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 ：	2012年11月
　●	場所 ：	本社（広島）
＜参加者からのご意見＞
　●	近隣住民の交通安全への取り組みをぜひともマツダと共同で進めていきたい
　●	マツダ社員の積極的な公民館活動への参加により、公民館の活性化を図りたい。
　●		マツダの種々の地域貢献活動をもっと社外にアピールすべきと思う。

7.平成23年度 西浦地域自治会長会議
西浦地域自治会長会議に参加し、防府工場の環境取り組みについてご理解をいただきました。
　●	開催時期 ：	2012年4月
　●	場所 ：	山口県防府市	西浦公民館

■	社内での取り組み（2012年度）
＜社内からの意見に対する具体的活動＞
社内ステークホルダーエンゲージメントを通して得た意見はマツダのCSR取り組み、次年
度のマツダサステナビリティレポートの内容改善に活かしています。

役員・レポート制作担当者との意見交換会
役員、および社内関係部門のサステナビリティレポート制作担当者と、以下のテーマで意見
交換を行いました。
　●	開催時期 ：	2012年11月〜2013年2月	計17回開催
　●	テーマ
　①マツダサステナビリティレポート2012の振り返り
　②各部門・領域におけるCSR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
いくことを目的として、産学官連携事務局を組織化し、官公庁・大学との連携を進めていま
す。活動を見える化し、官公庁や大学と共有することで、最大限の効果を目指して日々活動
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

産学官連携活動

r

r 早稲田・立教大学ゼミでの意見交換会



20 Mazda Sustainability Report 2013

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

■ 官公庁との連携
マツダは広島県を中心に生産拠点をもつ企業であり、地域経済・地場企業との連携は重要
と考えています。その一環として、中国経済産業局・広島県・広島市などの官公庁とひろし
ま産業振興機構を中心として、地場企業支援の新しい枠組みと次世代の自動車社会の検
討などについて産学官で連携し、自動車関連の地場企業に貢献するための活動を行って
います。
2012年度は、10月にひろしま産業振興機構を含む官公庁および広島大学のトップが一堂
に集まり、新たな取り組みについての議論や連携活動状況の共有化を行い、2013年度の
活動計画を合意しました。また、群馬県でニーズ発信会を行い、それに対するシーズ展示会
をマツダで行いました。その結果として、約30件の技術開発テーマを進捗しました。

■ 大学との連携
①広島大学
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年2月に、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。
2012年度は、連携活動を推進する体制として、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、12月）開催し、共同研究の進捗や連携強化についての
具体的な施策提案、産学間の人材交流の推進などについて活発な議論を行いました。また、
マツダからコーディネーターを派遣し、共同研究活動のさらなる活性化のみならず、インター
ンシップや講師派遣などの人材交流など、幅広い取り組みも強化しています。2012年度
は約40件の共同研究テーマが進捗しました。
②九州大学
マツダと九州大学は、2011年5月に「次世代自動車技術」に関する組織対応型連携契約を
締結し、研究開発業務の強化と学術研究・教育活動の活性化で連携しています。
2012年度は特定テーマについて共同研究前の研究会や勉強会を実施し、活発な議論を行い、
約10件の共同研究テーマが進捗しました。
③近畿大学
マツダと近畿大学は、2012年12月に包括的研究協力に関する協定を締結し、産学連携に
よる最先端の研究開発の強化および地域産業の技術力強化で連携しています。
2013年5月には、マツダ技術研究所と近畿大学工学部を中心としたメンバーから成る「研
究協力推進委員会」を開催し、連携内容の情報交換や近畿大学の特色を生かした具体的
な施策立案等について活発な議論を行いました。

■ 国際標準化機構を通じた連携
政府が進めているITS（高度道路交通システム）の構築において、マツダは日本自動車工業
会の一員として自動車業界による推進活動に参加しています。国際社会の中でITSを進め
る「ISOにおけるITSに関する国際標準化機構TC204」では、領域別のワーキンググルー
プがあり、そのうち走行制御の領域において、マツダがコンビーナ(＝国際会議議長、任期
2013年5月〜2016年4月)を引き受け推進に取り組んでいます。

■ その他の活動
マツダでは、中国地方や広島県地域にとどまらず、首都圏でも産学官連携活動を展開して
います。中央省庁には東京本社が、首都圏大学には技術研究所（横浜）が、それぞれ中心と
なって、情報交換や共同研究推進を行っています。

広島県内の中小の製造
メーカーの商品化事業
化や、産業クラスター*
の形成、新しい価値の
創出を目的として、企業
のニーズと研究機関の
シーズ、そしてさまざま
な公的制度のマッチン
グを進めています。他に
も業種や技術課題ごと
の「研究会」や、企業の
方が研究現場を体験す
る「大学等研究室訪問」を開催し、産学官の関
係者間のつながりを強化しています。産学官
の共同開発の成果は、画期的な新商品として
世に出たり、マツダやその他企業にも採用さ
れたりして、経営支援にもつながっていると参
加企業からも喜んでいただいています。今後
も広島県内産業のさらなる活性化に向け取り
組んでまいります。
＊ぶどうの房（クラスター）のように産学官が地理的に集
積し、相互の連携・競争を通じて新たな付加価値を創出す
る状態を言う。

Voice

公益財団法人
ひろしま産業振興機構
研究開発推進担当
渡辺 博之様

産学官連携による技術交流促進

研究・人材育成に積極
的な企業と連携するこ
とで、大学は、より社会
に役立つ研究・人材輩
出ができると考えてい
ます。最先端技術や科
学的原理を探求する広
島大学と、研究・開発の
成果を具現化するマツ
ダの連携は、工学に始
まり、医学、マーケティ
ング、物流マネジメント
など、幅広い領域に発展しています。
その成果事例の一つがＳＫＹＡＣＴＩＶエンジン
の燃焼技術の解析です。大学の知と設備を使っ
た「見える化」によって、新技術の情報発信に
貢献できたと考えています。
広島大学とマツダには「中国地方の経済活性
化に貢献」という、共通のミッションもあります。
地元の産学官でワーキンググループを立ちあ
げ、目指すべき将来の社会像を描きつつ、協
議を進めています。

Voice

広島大学 
産学・地域連携センター
産学官連携コーディネーター
荒井 康平様

 マツダとの連携について



22  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
31  バリューチェーンにおける社会的責任の推進
35  株主・投資家への取り組み

調達領域におけるCSR推進に取り組んでいます
サプライヤーの皆様と連携したCSRを推進しています。取り組みは、コンプライアンス・社会貢
献など幅広く、経営者層への方針説明や、実務担当レベルへのヒアリングなど、密にコミュニケーショ
ンをとっています。2012年度は、改めてコンプライアンスに対する理解を促進するため、調達
窓口である購買メンバーへの研修を実施しました。また、企業として早急な対応が必要なCSR
視点の課題をタイムリーに把握し、一つひとつの課題を具体的に検討、実行しています。昨今、
サプライヤーの海外進出が加速する中、今後はグローバルにマツダのCSRの考え方を浸透さ
せることにさらに注力していきます。 購買本部購買管理部

 砂田 美穂

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。

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、2013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。

■ 社外取締役制度の導入
経営の健全性･透明性の一層の向上を目指して、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。

■ 経営の監査
監査役会は、独立性の高い社外監査役3名を含む5名で構成され、監査役会が定めた年間
計画に従って取締役の職務執行を監査しています。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。

■ 各監査担当の連携状況
● 常勤監査役、監査法人およびグローバル監査部の三者で年4回「三様監査会議」を開

催し、J-SOX※1監査の進捗状況や、業務監査および会計監査における事案を中心に
話し合っています。

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

ba

※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）

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

b
● コーポレートガバナンスの詳細は、「有価証券報告書 
 (P36-38)」をご覧ください。
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/
library/s_report/pdf/f_repo130626.pdf
● 会社役員に関する事項は、「事業報告（P13-15）」を 
 ご覧ください。
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/
stockinfo/pdf/147shoshu.pdf

http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/s_report/pdf/f_repo130626.pdf
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/s_report/pdf/f_repo130626.pdf
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/stockinfo/pdf/147shoshu.pdf
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/stockinfo/pdf/147shoshu.pdf
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■ 海外グループ会社の監査委員会の実施
欧米や豪州など、主要な海外拠点と本社取締役などとの間で毎年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。また2012年度より、アジアやロシアなど
のグループ会社と本社の関係部門やグローバル監査部との間で、同様の会議体が設置さ
れています。

■ 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
マツダでは国内グループ会社の非常勤監査役に、グローバル監査部の社員を充て、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。

1998年から内部統制の自己診断を開始し、現在は、国内および海外のほぼすべての連結
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。

■ 内部統制自己診断システム
内部統制自己診断システムはリスクの評価や分析、内部監査の効率的な実施を目指して
います。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
析を行うことができる仕組みとしています。

■ 近隣サプライヤーなどへの内部統制活動支援
グローバル監査部ではグループ会社のみならず、広島県および近隣サプライヤーに対する
自己診断システム導入や研究会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。

■ 内部統制サインオフの実施
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。

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」

c

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

c マツダの内部統制
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■ 内部監査体制
マツダ単体についてはグローバル監査部が、経営の健全化と効率化を目的として、経営の
目標･方針･計画が諸法規･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、豪州および中南米など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、本社と緊密に連携しつつ、内部統制評価を含む監査を実施し
ています。国内グループ会社では、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:2013年3月末時点で、マツダ本社8名、
海外連結グループ会社8名在籍）。

■ ITシステム監査の実施
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。

■ 内部統制四半期報告の実施
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、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、PDCA
サイクルを回すことで、リスク管理の強化を図っています。
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。
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。
2012年度は、危機管理規程をリスクマネジメント規程に統合し、改正しました。引き続き、
社内外のさまざまなリスクの把握と低減活動に取り組みます。
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マツダ・セールス・タイランド（MST）の監査業務
を担当しています。ルールに沿って運用されて
いるかだけではなく、効率的に運用されてい
るかも併せて評価します。活動範囲は、MST
だけでなく、販売店やサプライヤーも含まれま
す。MSTのガイドラインに従っているかといっ
た視点で監査し、さらに業務改善に向けたアド
バイスも行っています。また、MSTの内部統制
はマツダ本社との十分な連携のもと進められ
ています。
今期からJ−SOX法監査へ対応するための新
たな取り組みを開始します。全部門に対して
教育を実施するとともに、監査活動を通じて
業務プロセスが有効にかつ効率的に運用され
るよう、サポ−トしていきます。

Voice

マツダ・セールス・タイランド
（左）財務担当ディレクター
スワニー・
チュティラタナローン

（右）内部統制コーディネーター
チャヤガーン・
チャラーンスック

監査活動を通じて
業務をサポートしていきます

リスクマネジメント

d

e

平常時のリスクマネジメント体制

緊急時のリスクマネジメント体制

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。

d

e
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■ 災害･緊急事態への対応
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。
2012年度は、避難訓練、消防訓練、応急処置（AED使用）訓練に15,900名が参加しま
した。
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。
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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。

f 府中町消防本部とマツダ自衛消防隊による
合同消火訓練

f



26 Mazda Sustainability Report 2013

■ 情報セキュリティ
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、マツダ単体の従業員には、「機密情報管理」と「個人情
報保護」「ITセキュリティ」の教育の受講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※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。

■ 個人情報の保護
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
定期的な棚卸しを行い、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、安全管理に関する事項などを定めたチェックリストに従い、
適切な委託先を選定しています。お客さまからの個人情報の取り扱いに関するお問い合わ
せや開示請求などについては、マツダコールセンターが対応しています。
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※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
関する規格であり、現在の情報セキュリティマネジメントの国際標
準ISO/IEC27001&27002の基となった規格。

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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■ 知的財産に関する基本方針
マツダは「自社･他者の知的財産権の尊重」を基本に、知的財産を企業経営･企業活動に寄
与する経営資源として活用することを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。
また、発明報奨制度により研究･開発の第一線で働く社員の発明意欲の向上を図っています。

■ 知的財産の保護と知財リスクマネジメント
専門部署である知的財産部は、他社の知的財産権を侵害しないよう社内の諸活動をリー
ドするとともに、社内活動の成果を自社の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
的財産権を網羅的に発掘し、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の有無を網羅的に調査し、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。

■ ブランドプロテクション（模造品対策）
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

■ 国内･海外のグループ会社への知的財産の保護支援
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
充実を推進しています。

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
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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、社内の規則や社会の期待･要
請などにもかなったものと位置づけ、「マツダ企業倫理行動規範」にのっとって、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。 

■ マツダ･グローバル･ホットライン
1999年に「倫理相談室」を設置し、従業員からのコンプライアンスに関する相談の受け付
けと調査にあたってきました。2007年9月には、対象範囲を国内･海外のグループ会社に
拡大し、通報の受付窓口を「マツダ･グローバル･ホットライン」に改称しました。
マツダ単体では、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。
なお、サプライヤーに対しても「マツダ・グローバル・ホットライン」を紹介し、取引に関して疑
義のある場合に連絡できる体制を整えています。
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、マツダ単体では、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。

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

コンプライアンス

g
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〉

g 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。

h

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

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

各種相談窓口i

h

i
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■ コンプライアンス教育
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、2012年度は約800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行われています。
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、2012年度はこれ
までの講座に加え、「契約の基礎」、「秘密保持契約」、「業務委託契約」の契約に関する3つ
のe-ラーニングを新たに開講し、2,000名が受講しました。
役員や幹部社員に対しても、コンプライアンスセミナーやタイムリーな情報提供により、コ
ンプライアンスの重要性の再認識などの継続的な取り組みを行っています。

■ 国内販売会社のコンプライアンス強化を支援
グループ全体で透明性の高い経営を維持するために、マツダでは国内販売会社における
コンプライアンス強化を体系的に支援しています。
具体的な取り組み

1. 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。
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」（年
2回）を開催。
2012年度からは販売会社毎にウェブ会議（年4回）を追加開催。

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。
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j

コンプライアンス通信テーマ（例）j

● 契約　 ● 著作権
● インサイダー取引 ● 個人情報
● 下請法　 ● 機密管理
● 景表法　 ● 暴排条例
● 独占禁止法　 ● 不正競争防止法
など

コンプライアンスに関する活動の概要

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（原則、年1回開催）

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

2012年 e-ラーニング「契約基礎」「秘密保持契約」「業務委託契約」を開講
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3. マツダグループで実施している内部統制自己診断に、国内販売会社固有の関連法令
および内部統制上のリスクを網羅する設問を増設し、法令順守の推進、業務効率の
改善をサポート。

4. 販売会社従業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、国内販
売会社が共有するイントラネットにコンプライアンスに関するサイトを設け、身近な事
例を取り上げた「コンプライアンス･ワンポイント･レッスン」の配信や、e-ラーニングに
よる教育ツールを提供。

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販売会社の内
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」の周知。
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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

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。

■ サプライヤー（購買取引先）への取り組み
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。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
● お取引の申し入れに対して、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）
● サプライヤーの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CSRガイドライン
サプライヤーのCSR活動を促進するため、2010年7月に、社団法人日本自動車工業会の
CSRガイドラインを参考に、「マツダサプライヤーCSRガイドライン」を作成しました。

「マツダサプライヤーCSRガイドライン」では、世界中の地域における法令順守とともに児
童労働および強制労働の禁止をはじめとする人間尊重、環境保全、情報開示など6つの
分野で要求事項を規定し、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。
2013年7月の改訂では、紛争鉱物※2など、社会的問題の原因となる原材料の不使用につ
いてマツダの考え方を明記しサプライヤーにその順守を要請しました。
またサプライヤーによるCSR取り組み状況を把握・評価できる体制をめざし、2013年度か
らアンケートを実施します。
なお、環境保全領域についてはその詳細を示す「マツダグリーン調達ガイドライン」(P65参
照)を別途作成し、サプライヤーに対してその順守を要請しています。

a

b

※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」についてはマツダ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/

※2 「紛争鉱物等、社会的問題の原因となりうる原材料」：(例)米国金
融規制改革法(第1502条)で規定された、コンゴ民主共和国及び
その周辺国産の紛争地域において、武装集団の資金源とされる
鉱物及びその派生物（タンタル、錫、タングステン、金が規制対象）

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」（2012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

● マツダサプライヤーCSRガイドライン改定

主なTOPICS

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）。

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/distributor/
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■ サプライヤーの評価体制
継続取引を行うサプライヤーに対して、調達する物品やサービスの品質、価格、納入状況を
基準とした評価に加え、品質管理体制、開発体制や技術力など取引全体の総合的な評価
を実施しています。特に品質管理体制については、日々納入される製品の品質や自主監査
結果の報告を受け、品質改善が必要なサプライヤーには、国内･海外を問わず現場現物で
確認する品質監査を実施することで継続的な把握･評価･改善指導が行える体制をとって
います。
新規取引を開始するサプライヤーに対しては、関係部門が連携して製造現場や管理の仕組み、
経営状況、CSRの取り組み、技術･開発力などを確認し、マツダグループの調達･選定方針
に即しているかを評価しています。
また、年に一度、マツダの基準に基づき選定した継続取引を行う部品系サプライヤーに対
し価格、品質、開発、納入などについて総合評価を行っています（2012年:172社）。

■ サプライチェーンにおける事業継続（BCP）対応
リスクに備え、事業の中断が社会に甚大な影響をおよぼすことのないよう事業継続計画（BCP）
の拡充に取り組んでいます。サプライヤーが被災した際の対応手順については、「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、対応体制、初動対応、復旧支援などについて
もサプライヤーとの連携強化を進めています。東日本大震災時にサプライチェーン全体の
把握に調査期間を要したことを教訓に、サプライチェーン末端までの迅速な連絡体制の実
現に向け、情報収集の範囲を明確にし、情報量の充実に取り組みました。今後も引き続き、
サプライチェーン情報の量・質のさらなる充実に取り組んでいきます。

■ サプライヤーとのコミュニケーション
共存･共栄と高品質なクルマづくりのために、サプライヤーに対して中長期的な経営戦略や、
販売･生産に関する情報の早期提供に努め、定期的に情報交換を行っています。また、サプ
ライヤーによって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。
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。2012年度は129社が合計で71回の活動を行いました。
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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担当者向けに、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「マツダ技報」を利用して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

c サプライヤー（2013年3月31日現在）

自動車部品 471社

資材（素材）など 154社

設備･要具 406社

合計 1,031社

購買協力会組織（2013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） 61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 77社

c

※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

CSR調達に対するステー
クホルダーの関心の高
まりに応え、この度「サ
プライヤーCSRガイド
ライン」の改定を推進し
ました。改定にあたって
は、調達活動のグロー
バル化を踏まえ、人権・
労働問題への対応施策
として、紛争鉱物など
への取り組みを追加し
ました。加えて、関係部
門と連携し、従来のコンプライアンスや環境
問題取り組みなどを再点検しました。また、検
討過程においては、サプライヤーの立場から
のアドバイスを頂くなど、コミュニケーション
を密にとることを心がけました。今後は、グロー
バルにONE MAZDAでのCSR調達が定着
し、効率的な協力・活動体制を構築できるよ
う取り組んで参ります。

Voice

購買本部
購買管理部
川原 孝志

サプライヤーCSRガイドライン改定にあたって



33 Mazda Sustainability Report 2013

■ サプライヤーの評価と表彰
より良い取引関係を構築していくため、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。
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。

■ 地場サプライヤー対象の「ものづくり」を支援する「J-ABC活動」
広島県および近隣の地場サプライヤーに対して、「J-ABC活動（Jiba［地場］Achieve 
Best Cost）」を実施しています。これは、マツダ従業員がサプライヤーの工場を訪問して、
マツダ生産方式の考え方を基本にものづくりの無駄･問題点を抽出し、改善策の検討･実
施に協働で取り組むものです。また、マツダで推進している「モノ造り革新」※1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。
2012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1,500回／年訪問し、協働改善活動を実施。その結果、19工
場で42本の改善モデルラインを完成。加えて、28工場で60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®※2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。2012年は22社22名の受講生が卒業。
● 優秀作品は、マツダ本社工場からくり展、からくり改善®くふう展へ積極的に出品。
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。2012年は8社8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。

● 2012年大会は、地場サプライヤー340名／43社、マツダ80名、計420名が参加。
● J-ABC活動方針、優秀事例などを共有し、相互研鑽の場としても活用。
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ed

hg

f

d サプライヤー表彰式

e

2012年度のサプライヤー表彰実績
部品系96社、資材系6社

f 広島精密工業株式会社 高陽工場
J-ABCキックオフ報告会の様子（2013年4月）

g 「第8回J-ABC大会」 優秀発表(2012年10月)
株式会社ヒロテック 防府工場

h 「第8回J-ABC大会」 表彰式(2012年10月)

※1 アニュアルレポート2013（P13、16、17）」参照 
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/
annual/

※2 「からくり改善®」は、社団法人日本プラントメンテナンス協会の登
録商標

http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
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■ タイの生産拠点における現場力向上活動(A-ABC活動)
アジアの主要生産拠点であるオートアイラアンス（タイランド）（以下、AAT）において、
サプライヤーとともに品質向上・生産性改善の取り組みを進めるため、2013年2月より
A-ABC活動（ASEAN Achive Best Cost）をトライアルで開始しました。現地サプライヤー
7社とともに、マツダのJ-ABC活動担当者、および、AATの生産担当者各2名が推進役と
して参加し、活動を進めています。活動は約5カ月をかけて各サプライヤーの現状把握・分析、
改善案の発掘・実施を進め、最後に成果報告をする構成です。国民性や文化の違いを尊
重し、現場の改善活動を継続的に推進するために重要なポイントを把握しつつ、サプライヤー
の改善活動を推進するリーダーをAATおよび、サプライヤー双方に育成することを目指
しています。

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

■ その他サプライヤー支援策
1. ミルクランシステムへの変更:部品の納入方式を、従来の各サプライヤーが配送する方

式から、マツダが集配する方式（ミルクランシステム（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。

■ 公正な取引を徹底するための社内教育
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。

● (財)全国中小企業取引振興協会主催の下請取引改善講習会の受講
● 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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今の職場で中堅クラス
の私は、腕試しのつもり
で「J-ABCからくり改善
道場」に入門しました。
学んだ知識を生かし、小
さなリング状の部品の
位置や角度が自動的に
揃い、パイプにセットさ
れるという作品を制作
しました。作品は現場に
導入され重宝がられま
したが、からくり改善道
場の優秀賞に選ばれた
いと欲が出てきました。しかし、審査日にうまく
動かず、肩を落としていた時、同僚が「こんなに
役立っているんだから受賞できるよ」と声をか
けてくれました。現場の改善以上に受賞を意識
していたことが恥ずかしくなりました。
結果的に「年間優秀賞」を受賞できましたが、
何よりも「現場で役立つからくり」を改めて学
びました。今後も、作業する人のことを考え、学
んだことを生かし、精進していきたいと思って
います。

Voice

株式会社日本クライメ
イトシステムズ
本社工場 熱交製造チーム
機動班
藤井 雅司

2012年度J-ABC大会で
「からくり改善®※1道場年間優秀賞」を受賞

i

j

2012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実施。

■ 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
一部の領域で運用実施。

j

i 「第1回A-ABC大会」 表彰式(2013年7月)

※1 「からくり改善®」は、社団法人日本プラントメンテナンス協会の登
録商標
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株主・投資家への取り組み 適時・適切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。

■ 2013年3月期の経営状況と配当
事業環境は、海外では、米国の景気は回復基調にあるもののそのテンポは鈍く、欧州の景
気低迷は長期化の様相を呈しています。新興国では景気拡大のテンポに一部持ち直しの
動きが見られたものの、鈍化傾向が続きました。国内では、震災復興需要による景気の下
支えや、円高修正の進行に伴う輸出環境の改善による景気回復が期待される一方、海外
景気の下振れ懸念などにより先行き不透明な状況で推移しました。
このような状況の中、「構造改革プラン」で策定した主要施策を着実に実行するとともに、
新世代技術「SKYACTIV技術」を搭載した車両を順次主要市場に導入するなど、収益構造
の改善に努めました。
グローバルで販売好調な「CX-5」は、当初の販売計画を大きく上回る20万台の販売を達
成しました。特に、SKYACTIV-D（クリーンディーゼルエンジン）は、高い評価をいただき、国
内では、SKYACTIV-D搭載車が販売台数の約8割を占めており、新しいディーゼル市場を
創出しました。また、好調な販売を受け、CX-5の年間生産能力を24万台へ増強しました。
加えて、SKYACTIV技術搭載車両の第2弾 新型「アテンザ（海外名：Mazda6）」を主要国
に導入開始し、高い評価を得ました。
グローバル販売台数は、前期比1.0％減の123万5千台となりました。 売上高は、
SKYACTIV技術搭載車両による出荷台数の増加や車種構成の改善などにより、前期比1,722
億円増加の2兆2,053億円（前期比8.5％増）となりました。営業損益は、台数・車種構成の
改善やコスト改善などにより、539億円の利益（同927億円増）となりました。また、経常損
益は、331億円の利益（同699億円増）、当期純損益は、343億円の利益（同1,420億円増）
となりました。SKYACTIV技術搭載車両の貢献などにより、すべての利益レベルで、黒字化
を達成することができました。
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。2013年3月期は、繰越利益剰余金の状況に鑑み、配当を見送らせてい
ただきました。マツダは株主還元を最重要施策の一つとして位置づけ、できる限り早い段
階での復配を目指します。

■ 中長期見通しと構造改革プランについて
「構造改革プラン」を2012年2月発表以降、着実に実行し、2013年3月期は、すべての利
益レベルで黒字を達成するなど、大きな成果を得ることができました。今後も、構造改革プ
ランの4つの施策を確実に実行することにより、中長期見通しとして目標に掲げた「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」の達成を
目指します。

■ 株主・投資家との対話
マツダは、適時・適切な情報開示を実施するという方針のもと、さまざまなIR活動を展開し
ています。
株主・投資家の皆様との対話の機会として、株主総会をはじめ、四半期ごとの決算説明会
を開催し、経営状況や事業活動について説明しています。また、国内・海外の証券アナリスト、
機関投資家向けには、取材対応や個別ミーティングを随時実施しています。さらに、オフィシャ
ルウェブサイトでは、株主総会や決算発表のスケジュール、業績・財務データ等を開示して
いるほか、株主総会招集ご通知（事業報告）、株主通信、決算短信、決算説明会資料、有価
証券報告書、アニュアルレポートなどを掲載し、タイムリーな情報開示に努めています。

（億円）

通期

2013年3月期 対前年増／（減）

売上高 22,053 1,722

営業利益 539 927

経常利益 331 699

税引前利益 391 944

当期純利益 343 1,420

売上高営業利益率 2.4％ 4.3pts

2013年3月期実績a

構造改革プランb

a

b

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

モノ造り革新
アニュアルレポート2013（P13、16、17）」参照
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/
annual/

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/

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

■ SKYACTIV技術を梃子に
　 構造改革プランを着実に実行（2013年3月期）

■ 中長期見通し達成に向け順調に進捗

SKYACTIV
技術搭載比率

■ 利益成長イメージ

構造改革プラン開始

● SKYACTIV技術搭載車両の好調な販売により台数・構成は
大幅に改善し、収益の大幅拡大に貢献

● モノ造り革新によるコスト改善は着実に進捗
● 新興国を中心とした生産・販売体制強化は計画通り進捗
● 商品／技術／地域の補完を目指すアライアンスを推進

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

2016年3月期中長期見通し

■ 営業利益（億円） ■ 売上高営業利益率（%）
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物流量を削減し、CO2排出量削減につなげています
部品輸送時の梱包荷姿の設定を担当しています。梱包資材、梱包体積の削減による物流効率
改善はCO2排出量削減につながります。これまでは、部品の形状・構成が確定した後、荷姿を
設定していました。しかし、部品形状・構成は荷姿に大きく影響することから、商品開発のタイミ
ングに開発・生産・購買部門と連携し、荷姿に有利な部品形状や構成にする検討を開始しました。
結果、2012年度には荷姿要件を部品設計に反映し、輸出入梱包資材、体積の削減を実現する
ことができました。これからは、物流拠点のグローバル展開に伴い、グローバルな視点で物流
量を減らすべく、この活動を加速させていきます。 生産管理･物流本部調達･物流計画部

   横山 宗道  福岡 達夫

環境保全
37  CLOSE UP  アクアテック塗装
38  環境保全の基本的な考え方
39  環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」
43  ベース技術の改善とビルディングブロック戦略
46  将来に向けた技術開発
48  環境に配慮したクルマづくり
50  生産における地球温暖化防止
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  生物多様性保全
60  大気・水質の汚染防止
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
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VOC、CO2を大幅に削減する
「アクアテック塗装」を確立
マツダは、世界最高水準のCO2排出量の低さを実現した「スリー・ウェット・オン塗装」に続き、2009年にVOC、CO2排出量の双方で世
界最高水準の低さを実現する「アクアテック塗装」を技術開発し、2012年末までに本社宇品第1工場塗装工程への導入を完了した。

塗装領域は、VOC（揮発性有機化
合物）とCO2の排出量が多く、その改
善は大きな課題とされてきた。VOC削
減には水性塗装化が理想だが、水分を
蒸発させる過程のエネルギー消費など
でCO2排出量が増加するという課題
がある。マツダはまず既存の油性塗装
工法でVOCとCO2の同時低減を模索
し、「スリー・ウェット・オン塗装」※1を開発。
200２年に導入開始し2005年には国
内の全工場への導入を完了した※2。

高品質、環境負荷低減を目指すマ
ツダにとって、これは“第1ステップ”で
しかなかった。2006年には、さらなる
VOC削減に向け、いよいよCO2を増
やさない水性塗装技術の確立に向け
たスタートを切った。

まずは、水性塗装で先行している欧
州を視察した神田たち。「『スリー・ウェッ
ト・オン塗装』の開発で培った技術を生
かせば水性塗装化に伴うCO2増加は
必ず解決できる」と、開発の手応えを
つかんだ。一方で、取り組むべき課題
も明確になってきた。

一つが「色」だ。マツダ車の光彩を放
つ「鮮やかさ」。そしてVOC削減効果
を最大化し、同時にCO2を削減する「中
塗の廃止」。発色性に加えて、耐候性※3、
砂利をはね上げても傷つかない耐チッ
ピング性など、中塗の機能をいかにベー
スとクリアに集約するかが求められた。

塗膜設計を検討した過程を神田は
振り返る。「新しいものを作る際は、従
来方式が『なぜ成立していたか』と現
状を深く理解することから始まる」。現
状を分析し機能の成り立ちを細分化
して解析していくことで、“本当に必要
なもの”が見えてくるのだと神田は言う。
「技術を導入してもお客さまにはこ

れまでと同じ、あるいはそれ以上の品
質を提供し続けなければならない」と
は久保田。品質、環境、コストなど、す
べての指標でナンバーワンを目指し、
技術者一人ひとりが“要因”に向き合い、
最適解を求める日々が続いた。「マツ
ダらしい色」の確立のため、中野は顔
料組成や膜厚などが異なるサンプルで、

左から
技術本部 車両技術部

神田 輝夫
技術研究所
中野 さくら　久保田 寛
技術本部 車両技術部

松田 隆臣

光の透過や反射を光の波長ごとに解
析する作業に3年を費やした。

部門の垣根を超え、また、サプライヤー
の全面協力を得て、塗料の開発や塗
装工程の見直し、さらに塗装範囲や膜
厚まで細かく検討し、実証実験を繰り
返した。こうして実現したのが世界最
高水準のVOC、CO2排出量の低さを
誇る「アクアテック塗装」だ。中塗のな
い塗装で従来以上の仕上がり肌と塗
膜性能を実現。2009年6月に導入を
開始し、2012年末に本社宇品第1工
場への導入完了を果たした。

焼付温度の低温化など、さらなる環
境負荷低減を目指すマツダの塗装技
術者たち。「要素技術の一つひとつの
役割と成り立ちは理解できた。これを
次のステップに生かしたい」と松田。幾
多の経験と知見の集積から、また新た
な技術が生まれ育っていく。

VOCとCO2の
双方の削減を求めて

すべての指標で
ナンバーワンを目指す

※1 従来の中塗り後の乾燥を行わず「中塗」「ベース」「クリア」
の3層をウェットな状態で塗り重ねる」塗装

※2 海外の主要工場への導入は2008年に完了
※3 塗膜を屋外で使用した場合に光、熱、水など複合作用

によって発生する塗膜劣化が起こりにくい性質

CLOSE UP

環境保全
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太陽光に近い照明の下でサンプルを確認

■ VOC排出量
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■ マツダの環境についての考え方
地球温暖化をはじめとする環境問題は人類にとって喫緊の課題です。マツダは、持続可能
な社会の実現のために、環境保全をCSRの重点領域の一つに定め、低炭素社会、循環型
社会、自然との共生社会づくりの推進に積極的に取り組んでいます。

■ 取り組み理念と方針
マツダは、コーポレートビジョン(P10参照)の実現を目指して企業活動を行っています。
その達成のため、マツダグループ全体の環境に関する基本方針として、「マツダ地球環
境憲章」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。2012年度は、「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(P40-42参照)。

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

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。 

a

a 環境保全への取り組み理念と方針

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
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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

■ 「マツダグリーンプラン2020」の考え方
「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。
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％

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。

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（天然ガス、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。エネルギーセキュ
リティーの観点から、各市場・地域の持つ特性に一致した多様な燃料群の効率的な活用技術進化が進むとともに、各種燃料・エネルギー（電気・ガスなど）・原材料・
商品などの製造過程から消費者が使用する過程での低炭素技術導入がより一層推進されることで、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、モビリティとしてのエネルギー貯蓄効率の高さから、エネルギー源として活用される率の大半を占める液体燃料（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と考えます。加えて、多様化した燃料に対応する燃焼技術やCO2排出の少ない
天然ガスやバイオ燃料を活用する技術革新が進むと考えられます。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

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」

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

a 「マツダグリーンプラン2020」の考え方

a
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「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。

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)

※1  エネルギー起源CO２は日本自動車工業会（自主行動計画、2011年度の係数を使用）の基準に基づき、その他の温室効果ガス排出量および物流量は、省エネ 法および温対法に準拠。

領域 項目 2020年（※は2015年）
目標および具体的な実施事項など

2012年度 自己
評価

2013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／各地域の燃費／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）

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

i-ELOOPによりビルディングブロック戦略
Step-2導入を完了した ○

SKYACTIV 技 術の 着 実な 展 開
と、 ビルディングブロック戦略 
Step-3であるモーター駆動技術（ハ
イブリッド）車の量産開始により、
ビルディングブロック戦略の完遂

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
燃料対応技術開発推進

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搭載車の導入

デミオベースの電気自動車の導入 デミオベースの電気自動車を地方自治体/法
人顧客を中心に導入した ○ デミオEVの市場フォローの実施

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）

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

・ ハイドロジェンRE車の市場フォローを実施 
   した
・ 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を推進した

○
ハイドロジェンRE車の市場フォ
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
搭載車の導入

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28%以上
の削減を目指す※

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36%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47.2％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40％
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
59.6％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

2012年度 自己
評価

2013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

・ 新型アテンザで、解体時にインパネ、バンパー、 
  ハーネス等を脱着し易い構造を採用した 
   (2012年11月）
・  ATシフトノブ、ダッシュインシュレータ等 
  にリサイクルし易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

新型アテンザのラジエタータンクに採用した
(2012年11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：93％以上 ASRリサイクル率：96%を達成 ○ ASRリサイクル率：95％以上

リサイクル実効率：95％以上 リサイクル実効率：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
累計回収率：80%以上

回収本数：約76,900本
（累計回収率：80%） ○

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
イクル継続／拡大の推進

廃車バンパーから新車バンパーへの、世界初
のリサイクルを、広島地区で継続中 ○ 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
廃棄物量を全排出量比で0.7％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50%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65.9％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18.3％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15％削減する

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）
各国／各地域での低排出ガス車の
導入推進

［日本］97％（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］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］全車種でEuro5/6対応車を導入した

［中国］Euro5レベル対応車を導入した

［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

新型アテンザで厚生労働省指針値に適合した
（2012年11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のカーエアコンを開発、
新型車への適応拡大 ○ 環境負荷の低い新冷媒カーエアコ

ンの開発・採用を推進

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

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

国内のマツダグループ全体におけるPRTR対
象物質の排出量は2011年度比で1.7％増加し
た

（ただし、原単位では2011年度比で3.7%削減）
△ 国内のマツダグループ全体におけ

るPRTR対象物質の排出量を削減

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27g／㎡以下

マツダの全ライン平均でVOC排出量を24.9g
／㎡に削減した ○ マツダの全ライン平均でVOC排

出量を24.5g／㎡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

2012年度 自己
評価

2013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 新型アテンザでLCAを実施した ○ 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
（※2015年目標）

運転技術向上のための啓発活動の
推進と、インテリジェント・ドライブマ
スター（i-DM）の継続導入

新型アテンザ、新型プレマシーで、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

○

運転技術向上をインテリジェント・ド
ライブマスター（i-DM）によって推
進し、かつ、i-DMシステムを進化
させ活用することで啓発活動を進
め、単なるエコ運転から、交通流を
スムースにすることで社会全体で
の貢献へと進化させる活動を推進

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

○ (本項目は、2013年度CSR目標内
に統合（P12参照))

「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

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

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の導入を推進し、認証取得店舗
を拡大した

○
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

自動車部品販売会社３社でEMSを運用、マツ
ダへの定期報告等により適正運用を確認した ○ 全国の自動車部品販売会社5社で

EMSを運用、推進

⑰マツダグ
ループの 環
境保全活動
を 伝え る 情
報開示

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

環境イベントの開催・積極的参加を通
じて、SKYACTIV技術、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

エコプロダクツ2012への参加、サステイナ
ブルZoom-Zoomフォーラム開催など、13
件の環境イベント等を通して社内外に情報
発信した

○

環境イベントの開催・積極的参加
により、SKYACTIV技術やビルディ
ングブロック戦略（ハイブリッド
技術を含む）に基づくマツダグルー
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・ グループ企業従業員の 
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

・ 従業員やグループ企業従業員を含めたクール
ビズ・ライトダウンなどのイベントを実施した

・ マツダ生物多様性ガイドラインを制定し、社
内への啓発活動を開始した

・ お客さま向けに燃費の向上方法などクルマ
使用時の環境意識啓発を環境イベントなど
で実施した

○
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（41回実施、参加者累計約5,300名）
・ 森林保全活動（4回計画(1回実施※、参加者

累計44名）　※天候不良による
・ 環境教育の講師派遣を小中高大学において、

31件実施

○

・ 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
・ 地域社会に積極的に働きかけ、 
  ニーズに基づき環境教育の講師 
  派遣を行う
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ベース技術の改善とビルディングブロック戦略 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。

■ マツダの商品環境性能についての考え方
世界で自動車の保有台数が増加する中、私たち自動車メーカーは排出ガスのクリーン化
による大気汚染の防止や、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。この
ような自動車業界が抱える環境課題に対して、地域、車両特性、燃料特性などのさまざま
な側面を考慮した「複数の解決策（マルチソリューション）」を準備しておく必要があると考
えています。

■ 2015年までにマツダ車の燃費を30%向上
マツダは、「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」という計画を掲げました。技術開発の長期ビジョン「サステイナブル

“Zoom-Zoom”宣言」（P5参照）の下、燃費向上によりCO2排出量を削減し、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性能を提供していきます。

■ 「ビルディングブロック戦略」の推進
2015年までにマツダ車の燃費を30％向上させる計画の達成に向け、「ビルディングブロッ
ク戦略」（P7参照）を採用しています。マツダは、2020年時点でもグローバル市場におけ
る自動車の主要なエネルギーは石油であり、動力技術は内燃機関が主流だと予測してい
ます。この予測に基づき、ビルディングブロック戦略では、まず、エンジンの熱効率改善や
車両の軽量化などのベース技術を優先的に改善し、さらに段階的に電気デバイス（アイドリ
ングストップシステム、減速エネルギー回生システム、ハイブリッドシステムなど）を導入し
ていきます。これは、一部の環境対応車に大きく依存することなく、特別なインフラ整備の
ない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
クルマを提供することで、グローバルで効果的にCO2の総排出量を削減するアプローチです。

a

b

● 新型アテンザ／Mazda6にSKYACTIV技術をフル導入（2012年11月）
● プレマシーにSKYACTIV-G・SKYACTIV-DRIVEを搭載（2013年1月）

主なTOPICS

a

マルチソリューション

現在

自
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業
界
の
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CO2削減
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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

b 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

● 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）
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SKYACTIV技術による「ベース技術」の徹底的な改善
革新的なベース技術の総称が「SKYACTIV技術」（P45参照）です。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。2011
年に「SKYACTIV-G」を搭載した新型デミオ(国内市場)の導入以降、 順次グローバ
ルにSKYACTIV技術搭載モデルを拡大し、2012年2月に発売した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
のすべてに採用しました。さらに、2012年11月に発売した新型アテンザ／Mazda6にお
いてもSKYACTIV技術をフル搭載し、今後も搭載車種を拡大、グローバルに順次導入予
定です。
電気デバイス技術の段階的導入
ビルディングブロック戦略に基づき、以下の3stepで、ベース技術と電気デバイス技術を
組み合わせていきます。
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。
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。2012年11月より、新型アテンザ／
Mazda6に搭載。
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年中に日本においてハイブリッド車を発売（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）。
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d

※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

DC／DCコンバーター12-25V可変電圧オルタネーター

d 減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」
クルマはヘッドランプやエアコン、オーディオなどの電装品
が登載されているため電力が欠かせません。その電力はエ
ンジンの力を使いオルタネーターという発電機を回すこと
で生み出されており、一般的にエンジン出力の約10％は走
行のためではなく電装品のために使用されていると言われ
ています。
i-ELOOP開発にあたっては発電するためのエンジンの負荷
をゼロにすることを目指しました。

c

c

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

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）

クリーンディーゼル普及促進協議会主催イベント

TOPICS クリーンディーゼルエンジンの普及
マツダは、環境問題に対して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考えています。その考
えのもと、SKYACTIV-Dを開発・市場導入しました。欧州ではディーゼルエンジン車
は全乗用車販売台数のうち約半数を占めていますが、日本では極めて限られています。
このため、国内で「マツダがディーゼルエンジンのマーケットを創出する」との意気込みで、
SKYACTIV-D搭載のCX-5および新型アテンザを導入しました。その結果、2011年
に0.4％であった国内のディーゼルエンジン搭載車のシェアは、2012年には約3倍
の1.3%にまで増加しました。今後も搭載車種を拡大し、お客さまにクリーンディーゼ
ルエンジンという選択肢をより幅広くご提供していきたいと考えています。
併せて、2011年4月からクリーンディー
ゼル普及促進協議会に加入し、国内の
さまざまなイベントで情報発信するなど、
同協議会メンバーとともにクリーンディー
ゼルエンジンの認知拡大・普及に努め
ています。
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デミオ*

（2011年6月～）

*国内限定導入

アクセラ／
Mazda3
（2011年9月～）

プレマシー*

（2013年1月～）

ビアンテ*

（2013年5月～）

アテンザ／
Mazda6
（2012年11月～）

新型アクセラ／
Mazda3
（2013年中発売予定）

CX-5

（2012年2月～）

高効率6速オートマチックトランスミッション
ダイレクトなシフトフィール、燃費向上への貢献

新世代クリーンディーゼルエンジン
高い燃費性能、高価なNOx後処理装置なし
で排ガス規制クリア

6速マニュアルトランスミッション
軽快なシフトフィール、コンパクトで軽量

軽量高剛性ボティ
軽量化と高剛性の両立、最高レベルの
衝突安全性

高性能軽量シャシー
軽量化と高剛性の両立、「走る歓び」を実
現する優れた操縦安定性

高効率直噴ガソリンエンジン
高い燃費性能、高トルク



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

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

b
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■ 電気自動車
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した。「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、2012年度は75台販売しま
した。2013年度も販売を継続し、合計約100台を販売する予定です。

■ 水素ロータリーエンジン車の開発
水素は非常にクリーンで、さまざまなものから製造可能なエネルギーです。マツダでは、「マ
ツダRX-8 ハイドロジェンRE」（2006年リース販売開始）と「マツダプレマシーハイドロジェ
ンREハイブリッド」（2009年リース販売開始）の2車種の水素ロータリーエンジン車を実
用化しています。水素を燃料として走行した際、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。
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。
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将来に向けた技術開発 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。

a

b

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名

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の急速充電器を使用した場合。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。

a 電気自動車「デミオEV」

TOPICS 充電スタンドを設置
デミオEVリース販売に併せて、充電スタンドを本社（広島）、マツダR&Dセンター横浜
他5カ所に設置しました。急速充電器および普通充電の両方を設置したこのスタンド
は、デミオEVのユーザーはもちろん、他
メーカーの電気自動車ユーザーも利用
が可能。広く開放することにより、ユーザー
や地域の方々の利便性向上に役立て
たいと考えています。
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■ バイオエタノール混合燃料への対応
植物から生成するバイオエタノールを混合した燃料は、CO2排出量削減に効果があること
から欧米を中心に注目されています。マツダはこれらの燃料に対応可能なクルマを販売し
ています。

対応状況
● 米国・欧州：「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年度にCX-5で、2012年度に新型アテンザで「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

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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環境に配慮したクルマづくり 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。

■ 燃費向上への取り組み
新型アテンザの高効率直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」搭載車は、同排気量の
旧型モデルと比べ、約30%燃費を改善しています。
また、クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」搭載車は、20.0km／l （オートマチッ
クトランスミッション車）、22.4km／l（マニュアルトランスミッション車）の優れた燃費性能
を実現しています。
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。

■ 排出ガスのクリーン化
排気ガスによる大気汚染防止のために、低排出ガス車の開発に取り組んでいます。
国内の超低排出ガス車認定制度（SU-LEV）や欧州の排出ガス規制「Euro6」に適合した車
種の市場導入を進めています。

● 2013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※1の97%
を達成(軽自動車・OEM車を除く)

● CX-5および 新型 Mazda6( 日本名 :アテンザ) 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

■ エコカー減税に22車種が適合
2009年4月から日本で施行された「エコカー減税※2」に2013年3月時点で22車種が適合
しています。
登録乗用車では約80%の適合率となりました(2012年度出荷台数ベース)。

■ インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）の導入
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」を開発しました。2011年6月
からデミオ（国内モデル）に導入を開始し、アクセラ、CX-5へと順次搭載車種を拡大。2012
年度は、新型アテンザに導入しました（P112参照）。

■ エコドライブの支援
エコドライブへの継続的な取り組みを促し、実用燃費の向上をサポートする装備として、「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。

a
b

d

c

※1 2013年3月現在 マツダ調べ
※2 2013年度(平成25年度)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、自動車重量税や自動車取得税を減免するもの

a 新旧アテンザセダン燃費比較
(国内モデル AT車／JC08モード燃費)
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c 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

減免率 適合車種

免税

デミオ、CX-5（ディーゼル）、
アテンザ（ディーゼル／ガソリン）、
キャロル（OEM）、フレア（OEM）、
フレアワゴン（OEM）、タイタンCNG（OEM）

75%軽減
アクセラ、プレマシー、CX-5（ガソリン）、
ファミリアバン（OEM）、
キャロル（OEM）、フレア（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。
　（2013年3月末時点）

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

7車種 

6車種 

9車種 

d エコカー減税

● CX-5と新型アテンザ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
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■ バイオマテリアルの採用を拡大
脱石油資源やCO2排出削減に貢献できる植物由来の材料からなる、新しい自動車部品を
商品化しています。
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、CX-5、アテンザ／Mazda6のディーゼル車へ採用を
拡大しています。
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。

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

■ 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 
日本ポリプロ株式会社と共同で、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※1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。

e

f

g

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

CX-5のラジエータータンク

騒音防止対策事例 アテンザ／Mazda6

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 排気量1,500cc〜2,000ccクラス 2012年2月現在 マツダ調べ
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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、日本自動車工業会（自
主行動計画）の基準に基づく、各年度のＣＯ2係数を使用（2012年度は
2011年度の係数）。係数変更に伴い、過去のデータを再計算しています。
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＊ マツダ国内主要4拠点における熱量排出量算出は、日本自動車工業会（自
主行動計画）の基準に基づく、各年度の熱量係数を使用（2012年度は
2011年度の係数）。係数変更に伴い、過去のデータを再計算しています。
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■ 1990年度比でCO2総排出量を51.1％削減
2012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51.1％削減することができました。
＜2012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
＜2012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51.1％削減（449千t-CO2）
　● 売上高当たりの排出量は35.8％削減（26.5t-CO2／億円）

■ モノ造り革新による環境貢献への取り組み
マツダは多様化するお客さまのニーズに対応し、より多くのお客さまを惹きつける「サステ
イナブル“Zoom-Zoom”宣言」を体現したクルマづくりと同時に、開発・生産効率改善に
よるビジネス効率の飛躍的な向上に向けて取り組んでいます。現在、開発部門、生産部門、
購買部門が一体となって、全く新しい考え方で共通化を図りつつ、多様な車種を市場に提
供していくことを目指す「モノ造り革新」に取り組んでいます。
この取り組みの中で、SKYACTIV技術を搭載した新型車を導入し、生産工程における台当
りエネルギー使用量の大幅な削減ができました。具体的には、製品の薄肉化による素材重
量の削減・サイクルタイム短縮や工法変更などによりエネルギーの使用量を削減しました。
また、新水性塗装技術「アクアテック塗装」の導入により、中塗工程を廃止することが可能と
なり、塗装ブースの空調エネルギーを削減することができました。

■ 省エネルギー生産への取り組み
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

圧縮空気、蒸気を製造するコンプレッサーやボイラーにおけるエネルギーの変換ロスを
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
圧縮空気、蒸気、電気などを搬送する時のエネルギーロスを最小化するため、圧力損失
や放熱損失、電気抵抗損失の防止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

生産における地球温暖化防止 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。

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

a

単位（×103GJ/年） 

1990年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

電力 4,461 6,117 5,546 5,952 5,593 5,401

産業用蒸気 0 1,634 1,347 1,467 1,600 1,342

石炭 4,967 0 0 0 0 0

コークス 766 311 330 345 277 193

A重油 596 43 46 69 32 20

B重油 11 0 0 0 0 0

C重油 1,168 81 91 81 60 36

ガソリン 193 90 68 72 54 55

灯油 101 9 11 13 13 5

軽油 81 34 30 33 41 37

LPG 989 51 44 50 91 44

都市ガス 0 1,405 1,338 1,409 1,235 1,066

合計 13,333 9,775 8,851 9,491 8,996 8,199

国内主要4拠点における種類別エネルギー使用量b

● 国内主要4拠点におけるCO2総排出量を1990年度比で51.1％削減

主なTOPICS

ba

※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 アニュアルレポート2013（P13、16、17）」参照
 http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/

annual/

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

流通センター流通
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積載車 積載車積載車積載車
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流通
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自動車船
自動車船

自動車船

導入前 導入後
お客さま お客さま

ハブ＆スポーク化b

■ 1990年度比でCO2排出量33％削減
物流会社、販売会社、他の自動車メーカーなどと協働し、輸送時のCO2排出量削減に取り
組んでいます。
2010年度から完成車・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。
＜2012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4億5千万トンキロ。輸

送トンキロ当たりのCO2排出量は1990年度比25％以上削減の目標に対して、33％
削減。

■ お客さま満足とCO2削減の両立
お客さまが必要とする量を適切なタイミングでお届けすることと、CO2の削減を両立させ
る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継続的に取り組んでいます。
1．完成車と補修用部品輸送のハブ＆スポーク化
　● 完成車の流通センター集約による輸送の見直し
     2011年度までに、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5カ所に集約しました。輸送量に
応じた内航船（自動車運搬船）の運用を継続的に見直すことで消席率向上を実現しま
した。

　● 部品販売会社再編による輸送の見直し
　　部品販売会社の拠点集約に伴い、輸送方法およびルートが最適となるように見直しを行っ

ています。2011年度は東日本および東海地区の部品販売会社の拠点集約を契機と
して、自動車運搬船での完成車と部品の共同輸送やJR輸送を拡大しました。2012年
度は中四国および九州の部品販売会社の拠点集約を契機として、大量輸送範囲の拡
大と少量輸送範囲の縮小を実現し、トラックの積載率向上および便数の削減を可能と
しました。

2．物流ストレート化の推進
　● 物流拠点のないストレートな物流（工場直バニング、工場直梱包）
　　KD※2部品生産後、その場で梱包・コンテナへの荷積みを行うことで物流拠点への輸送

を不要にしました。現在、本社工場および防府工場で生産している海外工場向けエンジン、
トランスミッション、車体部品まで領域を拡大しています。

　● 補修用バンパーの生産拠点と梱包拠点の近接化による輸送ロスの削減
　　生産拠点にできるだけ近い場所にバンパーの梱包拠点を設置することで、輸送ロスを

削減する活動を継続し、対応できる仕向地を拡大しました。
3．調達部品へのミルクランシステム※3の導入

生産部品調達では、ミルクランシステムを2003年度に広島の一部と九州地区から始め、
2007年度までに日本全国の展開をほぼ完了しています。
現在は、国内だけでなく海外工場にも同システムを導入しており、サプライチェーン全
体を対象とした調達物流領域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

物流における地球温暖化防止 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CO2排出量と削減率（国内）a

● 部品販売会社の拠点集約に伴う補修用部品輸送のハブ＆スポーク化※1によるCO2削減

主なTOPICS

a

b

c

d

※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。補修用部品の輸送に関し
ては、ハブが部品販売会社、スポークが自動車販売会社となる。

※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。

物流拠点のないストレートな物流（工場直バニング）

コンテナ船

工場

トラック 梱包・
バニング

物流
拠点

トレーラー

コンテナ船

工場

工場で
梱包・
バニング

トレーラー

導入前導入前 導入後導入後

c

ミルクランシステム

マツダ マツダ

ミルクラン導入前ミルクラン導入前 ミルクラン導入後ミルクラン導入後

d



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
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■ 3Rに配慮した事業活動
マツダは、自動車のライフサイクル全過程において3R（リデュース・リユース・リサイクル）を
軸とした、資源循環の取り組みを行っています。

■ リサイクルに配慮した開発・設計
自動車の材料には、鉄、アルミニウム、樹脂、レアメタルなど限りある資源が含まれています。
マツダは、「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。
　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

■ 使用済自動車バンパーtoバンパーリサイクル
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。2011年8月生産分よりビ
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

リサイクル・省資源 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。

a

a

b

※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）

● 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

開発

締結点

印は薄肉構造の採用箇所
採用箇所拡大図

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



f 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）

g 2012年度の再資源化（リサイクル）実績
フロン類引取り台数 　 152,219台

エアバッグ類引き取り台数 　 130,090台

ASR総引き取り量台数 　 178,984台

再資源化率
エアバッグ類 93%

ASR 96%

リサイクル実効率 ※5 　 99%相当

払渡しを受けた預託金総額 1,812,286,655円

再資源化などに要した費用の総額 1,655,792,638円
（マツダにて別途要した費用を含みます）
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全埋立廃棄物量の推移

（t/年）
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c

2012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％ 36.6％
・金属くず
・鋳物砂

63.4％
・集じん砂
・金属くず

d

商品開発 量産準備
導入前

導入後

部品設計 荷姿設計工程設計

開発要件 生産要件

荷姿要件

商品開発

量産

量産最適化

開発

開発 生産

物流

生産 生産

活動イメージe

■ 全埋立廃棄物ゼロ
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。これを2012
年度も継続しています。

■ 梱包・包装資材の削減
マツダは、容器のリターナブル化や包装仕様の簡素化、資材の再利用などの3R活動を推
進しています。2012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44％※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。この活動は海外のKD※3工場へ出荷する部品を対象に、設計から生産、
出荷に至るまでの業務プロセスに、物流の効率化も検討段階から織り込んで、部品の仕様
や構成を最適化することで理想的な輸送を目指しています。

■ 日本での自動車リサイクル法への取り組み 
日本の自動車リサイクル法に基づき、指定3品目（フロン類、エアバッグ類、ASR）を適切に
処理するだけでなく、独自の技術や取り組みにより、積極的にリサイクルを行っています。
特にASRについては、日産自動車（株）、三菱自動車（株）など13社で設立した「ART」※4を
通じて、法令順守と再資源化率向上を推進しています。
また、販売会社では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。 
2012年2月に自動車リサイクル法が改正され、リチウムイオン電池とニッケル水素電池が
解体時の事前回収物品として指定されました。2012年10月発売の新型軽自動車（OEM
車両）が搭載するリチウムイオン電池を製造メーカー協力のもと、回収するシステムを導入
しました。
また、2012年11月発売の新型アテンザに搭載されているi-ELOOP用のキャパシターに
ついては、事前回収物品ではありませんが、安全のため適正処理を推進しています。

■ 海外でのリサイクル推進 
海外でも各国・各地域の法律に基づいて、使用済自動車のリサイクルを推進しています。
欧州ではEU指令に基づき、新型車導入時に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。

■ 非鉄金属・貴金属についての取り組み
使用済自動車から、レアアースを含有するモーター類を対象に、関連業者と共同で再資源化し、
資源の効果的な活用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

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

 shredder residue Recycling promotion Team）
※5 使用済自動車のリサイクル率のことであり、解体・シュレッダー工  

 程で再資源化された比率約83％（’03/5合同審議会資料より引用）
に、残りのASR率17％とASRリサイクル率96％を乗算したものを
加算して算出する。

生産

物流

使用済自動車

dc

e

gf
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市場損傷バンパー回収本数の推移（国内）h

使用済自動車のバンパーに加え、国内の自動車販売会社において交換されたバンパー（市
場損傷バンパー）を新車用バンパーの樹脂材料として利用する水平リサイクルに積極的に
取り組んでいます。
　● バンパーリサイクル：自動車の修理などにより交換されたバンパーを国内の販売店か

ら回収し、独自の技術で新車の樹脂材料などにリサイクルしています。2012年度は、
76,868本（回収率80％相当）を回収して、リサイクルしました。

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

h

使用済部品の回収・リサイクルの推進
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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

※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

c

■ 化学物質の適正な管理
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。

■ 欧州の化学物質規制「REACH」への対応
2008年6月から、欧州で化学物質規制「REACH」※1が本格的に施行され、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
対応しています。
マツダは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。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。

■ 自動車部品の材料情報収集・管理
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。
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

■ VOCの削減：車室内VOC
快適な車内環境を保つためにホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどシックハウス症候
群の原因とされるVOC※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
　● 2013年発売の新型アクセラも厚生労働省室内濃度指針値をクリアする見通し

■ VOCの削減：塗装ライン
2012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27g／㎡以下」の達
成に向けて、着実に活動を進めました。
国内全工場および海外主要工場へ導入完了した「スリー・ウェット・オン塗装」で培った、工
程革新技術をさらに進化させた「アクアテック塗装」を導入。ボディ塗装ラインの塗装面積
当たりのVOC排出量を24.9g／㎡まで削減し、目標値を達成しました。

環境負荷物質の管理・削減 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。

a



56 Mazda Sustainability Report 2013

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

※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

■ 温室効果ガス「代替フロン」の使用量削減
温室効果ガスであるカーエアコン用冷媒「代替フロン」の使用量低減に取り組んでいます。また、

「代替フロン」を使わない新しい冷媒のエアコンの開発を推進しています。

■ PRTR対象物質の排出量削減
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、2012年度のPRTR法※1

対象物質の大気および水域への排出量は、1998年度比で64％減となる1,000トンに削減
しました。今後もPRTR法対象物質の排出量削減に取り組みます。



（※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  21,748  0  348 0  348  19,008  2,392  0 0 

37 4,4’-イソプロピリデンジフェノール  1,675  0  0 0  0  0  1,675  0 0 

53 エチルベンゼン  155,723  75,125  0 0  75,125  41,200  33,686  0 5,712 

80 キシレン  561,042  234,606  0 0  234,606  172,110  98,179 0 56,147 

87 クロム及び3価クロム化合物  54,396  0  0 0  0  53,641  0 755 0 

88※ 6価クロム化合物  1,842  0  0 0  0  1,087  755  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  84,719  0  0 0  0  0  84,719  0 0 

277 トリエチルアミン  224,494  1,347  0 0  1,347  0  223,147  0 0 

296 1,2,4-トリメチルベンゼン  184,467  26,298  0 0  26,298  107,658  50,511  0 0 

297 1,3,5-トリメチルベンゼン  45,726  23,633  0 0  23,633  3,436  12,676  0 5,981 

300 トルエン  859,200  247,043  0 0  247,043  373,105  210,783 0 28,269 

309※ ニッケル化合物  4,160  0  477 0  477  1,551  0 2,129 3 

349 フェノール  478,261  12  14 0  26  0  478,235  0 0 

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）  6,787  0  0 0  0  6,583  204  0 0 

374 ふっ化水素及びその水溶性塩  3,362  0  538 0  538  0  2,824  0 0 

392 ノルマル-ヘキサン  133,782  335  0 0  335  113,367  20,080  0 0 

400※ ベンゼン  26,513  33  0 0  33  20,902  5,578  0 0 

411※ ホルムアルデヒド  132,482  2,384  0 0  2,384  0  130,098  0 0 

412 マンガン及びその化合物  90,493  0  307 0  307  88,333  0 1,753  100 

438 メチルナフタレン  2,787  14  0 0  14  0  2,773  0 0 

448 メチレンビス（4,1-フェニレン）
=ジイソシアネート  233,755  0  0 0  0  0  233,755  0 0 

453 モリブデン及びその化合物  1,435  0  0 0  0  670  0  59 706 
全体  3,308,849  610,830  1,684 0  612,514  1,002,651  1,592,070 4,696 96,918 

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  4,357  0 0 0  0 0  4,357 0 0

80 キシレン  18,484  2 0 0  2 0  18,482 0 0

87 クロム及び3価クロム化合物  0  0 0 0  0 0  0 0 0 

296 1,2,4-トリメチルベンゼン  12,060  1 0 0  1 0  12,059 0 0 

297 1,3,5-トリメチルベンゼン  2,027  0 0 0  0 0  2,027 0 0 

300 トルエン  55,592  20 0 0  20 0  55,572 0 0 

392 ノルマル-ヘキサン  7,160  18 0 0  18 0  7,142 0 0 

400※ ベンゼン  1,869  2 0 0  2 0  1,867 0 0 

438 メチルナフタレン  6,033  30 0 0  30 0  6,003 0 0 
全体  107,582  73 0 0  73 0  107,509 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  15,274 0 244 0 244 13,350 1,680 0 0 

53 エチルベンゼン  97,713 53,971 0 0 53,971 33,418 10,324 0 0 

80 キシレン  295,490 112,916 0 0 112,916 139,965 28,364 0 14,245 

296 1,2,4-トリメチルベンゼン  130,919 20,281 0 0 20,281 88,383 10,849 0 11,406 

297 1,3,5-トリメチルベンゼン  29,231 14,311 0 0 14,311 5,779 3,420 0 5,721 

300 トルエン  553,948 183,663 0 0 183,663 331,600 19,369 0 19,316 

309※ ニッケル化合物  2,997 0 360 0 360 1,034 0 1,603 0 

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）  3,147 0 0 0 0 3,053 94 0 0 

392 ノルマル-ヘキサン  84,377 211 0 0 211 83,200 966 0 0 

400※ ベンゼン  16,522 21 0 0 21 16,334 167 0 0 

411※ ホルムアルデヒド  3,720 1,332 0 0 1,332 0 2,388 0 0 

438 マンガン及びその化合物  3,994 0 221 0 221 2,502 0 1,263 8 

448 メチルナフタレン  11 0 0 0 0 0 11 0 0 

412 モリブデン及びその化合物  26 0 0 0 0 15 0 11 0 
全体  1,237,369  386,706  825 0  387,531  718,633  77,632  2,877  50,696 

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

合計 4,653,800 997,609 2,509 0 1,000,118 1,721,284 1,777,211 7,573 147,614

2012年度 PRTR環境汚染物質排出・移動量
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■ 生物多様性への取り組み
マツダは、自動車メーカーとして「日本経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同して地球環
境の保全に取り組んでいます。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の「生物多様性に関する影響度評価」を実施し、マツダが事業活
動等で受ける自然の恵みと生態系への影響の重要性を認識しました。これを受けて2012
年12月に「マツダ生物多様性ガイドライン」を制定し、取り組みを展開しています。

■ 具体的取り組み項目

生物多様性保全への貢献のためSKYACIV技術による燃費性能の向上や自動車リサイク
ルの推進により環境負荷の少ない技術の開発に取り組んでいます。
資源循環
　● 開発 ： リサイクルしやすい部品や素材の開発・採用（P52参照）
　● 使用済自動車 ： バンパーtoバンパーリサイクル（P52参照）
　● バイオマテリアルの採用拡大（P49参照）
大気環境問題への対応
　● SKYACTIV技術搭載車の導入（CX-5、新型アテンザなど）（P45参照）
　● デミオベースの電気自動車の開発（P46参照）

生物多様性保全 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。

● 「マツダ生物多様性ガイドライン」を策定

主なTOPICS

マツダ生物多様性ガイドライン
【基本的考え方】
「マツダ地球環境憲章」に基づき、マツダグループは自然の恵みと自然への影響の重
要性を認識し、国内・海外の企業活動を通じた生物多様性保全への貢献に努め、人と
自然が調和した豊かで持続可能な社会づくりとその発展を目指します。

【重点取り組み項目】
1.環境に配慮した技術と商品の創造

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、リサイクルの推進や生物多様性
に資する技術の開発により、環境と企業活動の調和を配慮した技術と商品の創造を推進します。

2.資源・エネルギーを大切にする企業活動
エネルギーの効率的な活用、省資源・リサイクル活動により環境負荷物質の低減と資源の有効活用
を推進し、生物多様性の保全に貢献します。

3.社会や地域との連携・協力
サプライチェーンおよび自治体、地域社会、NPO／NGO、教育・研究機関などの幅広いステークホ
ルダーとの連携・協力に努め、地域に密着した活動を推進します。

4.啓発と情報開示
人と自然との共生の意識向上に努め、積極的かつ自発的に行動するとともに、成果を広く社会に開
示し共有します。

2012年12月制定

1. 環境に配慮した技術と商品の創造
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その他
　● 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）

工場・オフィスでの活動における省エネルギー、省資源・リサイクル活動により温室効果ガス
や廃棄物、化学物質などの環境負荷物質を低減し、持続可能な活動を行っていくことを目
指します。
水資源保護
　● 大気・水質の汚染防止（P60参照）
資源循環
　● リサイクル・省資源（P52参照）　　　　　 ● 「グリーン調達」の推進（P65参照）
大気環境問題への対応
　 ● 生産における地球温暖化防止（P50参照）　●  物流における地球温暖化防止（P51参照）
　● 環境負荷物質の管理・削減（P55参照）　  ● 大気・水質の汚染防止（P60参照）
希少種保護
　● 新たな工場を建設する場合、生物多様性への影響に配慮

社会や地域との連携・協力活動により生物多様性保全を推進します。
自然環境保護
　● 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)

（P74参照）
　● 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）（P82参照）
　● マツダ財団を通じた市民活動支援（広島県）（P88参照）
　● 雨水利用による水源涵

かんよう
養（メキシコ)（P93参照）

　● マングローブ植林（タイ）（P99参照）
　● 「ツリーメンダス・スクール・メイクオーバー」プロジェクトの支援(ニュージーランド)（P104

参照）
希少種保護
　● 「学生自然保護協会（SCA）」の支援（米国）（P90参照）
　● 稀少木メスキーテの保護（メキシコ）（P93参照）
　● 「ニュージーランド・コンサベーション・トラスト」の支援（ニュージーランド）（P105参照）
　● マツダ自然保護基金（MWF）（南アフリカ）（P106参照）

生物多様性の重要性を認識し積極的かつ自発的に行動するとともに、成果を広く社会に
開示し共有します。
啓発活動
　● 従業員に対する生物多様性への配慮についての教育実施
　● マツダ財団を通じた活動（広島大学との連携事業「科学わくわくプロジェクト」／（財）

広島市未来都市創造財団との共催「感動塾・みちくさ」）において、生物分野の環境教
育を実施(P87、88参照）

情報開示
　● マツダサステナビリティレポートなどを通じた取り組み紹介

2. 資源・エネルギーを大切にする企業活動

3. 社会や地域との連携・協力

4. 啓発と情報開示
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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）a

■ 大気汚染防止：環境負荷を低減できる燃料を積極的に導入
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、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。

■ 水資源の保存：排水の浄化に努め、水資源を有効活用
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。
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。

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

a



大気･水データ
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  85 

150  48 

乾燥炉 ppm
250  69 

230  30 

溶解炉 ppm 180  80 

ディーゼルエンジン ppm 950  640 

加熱炉 ppm

200  <42 

180  23 

150  130 

130  100 

ばいじん

ボイラー g／㎥N
0.30  0.014 

0.10  0.0018 

乾燥炉 g／㎥N

0.4  0.0069 

0.35  0.0028 

0.2  0.0056 

0.15  0.0069 

溶解炉 g／㎥N

0.4  0.015 

0.20  0.076 

0.10  0.0014 

ディーゼルエンジン g／㎥N 0.10  0.021 

加熱炉 g／㎥N

0.4  0.0035 

0.25  0.13 

0.20  0.042 

SOx K値規制 — 7  1 

VOC
塗装施設 ppm 700  280 

洗浄施設 ppm 400  221 

三次事業所

NOx
ボイラー ppm 250  170 

ディーゼルエンジン ppm 950  670 

ばいじん
ボイラー g／㎥N 0.30 0.018

ディーゼルエンジン g／㎥N 0.10 0.10

防府工場
西浦地区

NOx
ボイラー ppm

150  48 

130  72 

乾燥炉 ppm 230  82 

ばいじん

ボイラー g／㎥N 0.10 0.002

乾燥炉 g／㎥N

0.35 0.1

0.30 0.005

0.20 0.026

SOx
K値規制 — 4.5 0.001

総量規制 ㎥N／h 35.92 0.031

VOC 塗装施設 ppm 700  300 

防府工場
中関地区

NOx 溶解炉 ppm 180  32 

ばいじん
加熱炉 g／㎥N

0.25 ＜0.002

0.20 ＜0.002

溶解炉 g／㎥N 0.20  0.041 

SOx
K値規制 — 4.5  0.06 

総量規制 ㎥N／h 10.44  0.079 

　

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 7.5 6.8 7.0 
pH(海水系） ー 5.5～9.0 7.6 6.8 7.2 
BOD mg／L 120 8 ND <1.9
COD mg／L 15 9.8 1.2 4.0 
SS mg／L 150 5.6 ND <2.8
油 mg／L 5 1.5 ND <0.5
フッ素(淡水系) mg／L 8 0.3 ND <0.2
フッ素(海水系） mg／L 15 7.5 0.1 2.9 
亜鉛 mg／L 2 0.89 ND <0.1
溶解性マンガン mg／L 10 0.7 ND <0.3
全窒素 mg／L 60 9.5 1.4 4.0 
全リン mg／L 8 1 ND <0.11
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 130 ND <16
ホウ素(淡水系) mg／L 10 0.28 0.05 0.17 
ホウ素(海水系） mg／L 230 2.1 0.1 1.1 
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 4.7 0.8 2.4 

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、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、1.4-ジオキサン、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: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 7.8 7.2 7.5 
BOD mg／L 70 3.8 1.1 2.3 
SS mg／L 70 5.2 1.1 2.6 
油 mg／L 5 0.9 ND <0.5 
フッ素 mg／L 8 0.4 0.4 0.4 
亜鉛 mg／L 2 ND ND ND 
溶解性マンガン mg／L 10 0.5 ND <0.2 
全窒素 mg／L 60 1.7 1.7 1.7 
全リン mg／L 8 0.02 0.02 0.02 
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 14 10未満 <10
ホウ素 mg／L 10 0.04 0.04 0.04 
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、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、1.4-ジオキサン、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 7.1 6.4 6.8 
COD mg／L 40 10.8 0.3 6.0 
SS mg／L 30 2.6 ND <1.3 
油 mg／L 2 ND ND ND 
亜鉛 mg／L 2 0.4 0.02 0.2
全窒素 mg／L 60 10 0.8 3.7 
全リン mg／L 8 2.29 0.12 0.99 
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 10 10 10 
ホウ素 mg／L 230 ND ND ND
フッ素 mg／L 15 0.83 0.44 0.64 
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 3.1 2 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、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、1.4-ジオキサン、フェノール、銅、溶解性鉄、溶
解性マンガン、クロムは全てＮＤであった。

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 6.5 7.6 
COD mg／L 40 11.2 4.4 6.7 
SS mg／L 30 19.0 19.0 19.0 
油 mg／L 2 ND ND ND 
亜鉛 mg／L 2 0.23 0.06 0.10 
全窒素 mg／L 60 12.6 1.6 6.2 
全リン mg／L 8 0.91 0.03 0.14 
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 22 1 12 
ホウ素 mg／L 230 ND ND ND
フッ素 mg／L 15 0.1 ND <0.05 
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 7.2 7 7.1

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、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、1.4-ジオキサン、フェノール、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、
クロムは全てＮＤであった。
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環境技術ホームページ
http：//www.mazda.co.jp/
philosophy/tech/env/
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■ サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013
2013年3月、マツダR&Dセンター横浜と本社（広島）において「サステイナブル“Zoom-
Zoom”フォーラム2013〜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（延べ3日間）で発生するCO2排出量を東日本大震災の被災地である岩手県の
企業で創出された「復興支援型国内クレジット」でオフセットしました（イベントの詳細は
P17参照）。

■ 環境展示会・イベントへの参加
ステークホルダーの皆さまにマツダの環境への取り組みを理解していただくと同時に、ステー
クホルダーの皆さまから広くご意見をいただく目的で、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 。
2012年12月の「エコプロダクツ2012」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。
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。

■ サステナビリティレポートやオフィシャルウェブサイトでの情報開示
社会・環境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、ソーシャルメディアを通
して最新情報をタイムリーに公開しています。

■ 社内啓発活動
従業員一人ひとりが環境問題を身近に感じ環境への意識を高められるよう、2012年度は
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
支給しています。
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88％の消灯率※1となりました。

環境コミュニケーション 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。

a

b

c

● 「サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013」を開催
● 「エコプロダクツ2012」に出展

主なTOPICS a カーボン・オフセット証明書

マツダブースはエコ＆デザインブース大賞
優秀賞受賞

b エコプロダクツ2012

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

c マツダオフィシャルウェブサイト

※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。

http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/env/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/env/
http://www.mazda.co.jp/csr
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ライトダウンキャンペーン2012
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、マツダの各
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
11,000名以上が参加しました。
教えてみんなのエコ行動
従業員が日頃から実践しているエコ行動について情報を集めました。1,000名以上から回
答が寄せられ、その集計結果を社内で公表し、エコ行動の積極的な実践を促しました。
アースアワー2013
WWF（世界自然保護基金）が主催するアースアワー2013にマツダと国内グループ会社
計26社が参加し、3月23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。
環境月間　環境教育
従業員一人ひとりが「環境について考え、行動すること」を実行するためのきっかけとして、
従業員を対象に一般的な環境問題やマツダの取り組みに関する教育を展開しました。

■ 環境イベントへの参加

d アースアワー2013参加企業一覧

1. マツダ株式会社
2. 倉敷化工株式会社
3. トーヨーエイテック株式会社
4. ヨシワ工業株式会社
5. マツダ中販株式会社
6. マロックス株式会社
7. 株式会社マツダプロセシング中国
8. マツダパーツ株式会社
9. マツダ部品広島販売株式会社
10. 株式会社アンフィニ広島
11. 株式会社マツダＥ＆Ｔ
12. マツダエース株式会社
13. 株式会社日本クライメイトシステムズ
14. 株式会社広島マツダ
15. マツダ小田原株式会社
16. 株式会社関東マツダ
17. 株式会社北陸マツダ
18. 静岡マツダ株式会社
19. 株式会社岡山マツダ
20. 沖縄マツダ販売株式会社
21. 株式会社　京滋マツダ
22. 東海マツダ販売株式会社
23. 株式会社函館マツダ
24. 青森マツダ自動車株式会社
25. 株式会社甲信マツダ
26. 株式会社東北マツダ

d

イベント名 主催 日程 場所 対象 内容

エコ＆セーフティ神戸カーライフ・
フェスタ2012*

環境省、神戸市
日本自動車連盟（ＪＡＦ） 2012年5月19、20日 メリケンパーク（兵庫県） 一般 ＜展示物＞SKIACTIV技術パネル

＜試乗会＞CX-5

人とくるまのテクノロジー展2012 （社）自動車技術会 2012年5月22〜24日 パシフィコ横浜（神奈川県）
一般

自動車業界
関係者

＜展示物＞CX-5、SKYACTIV-Dカットエンジン、i-ELOOP電気二重層キャパ
シター、パネル（SKYACTIV技術／i-ELOOP技術／高剛性薄肉バンパー技
術／Soul Red塗装技術）

エコライフフェア2012* 環境省 2012年6月2、3日 代々木公園（東京都） 一般
＜展示物＞CX-5
ＳＫＹＡＣＴＩＶ技術パネル
＜試乗会＞ＣＸ-5

環境の日　ひろしま大会 広島県 2012年6月3日 広島県庁前広場 一般 ＜展示物＞プレマシーハイドロジェンREハイブリッド、CX-5、デミオEV

第3回クリーンディーゼル
実車体験試乗会

クリーンディーゼル
普及促進協議会 2012年6月9、10日

クリーンディーゼル普及促
進協議会・会員企業の試験
場（栃木県）

一般 ＜展示物＞ＳＫＹＡＣＴＩＶ技術パネル
＜試乗会＞CX-5

環境ひろばさっぽろ2012* 札幌市環境局他 2012年7月27〜29日 アクセスサッポロ（北海道） 一般 ＜展示物＞CX-5、ＳＫＹＡＣＴＩＶ技術パネル
＜試乗会＞CX-5

「トンボはどこまで飛ぶか」プロジェクト 横浜市環境まちづくり
協働事業 2012年8月3、6、7日 マツダR&Dセンター横浜

（神奈川県） 一般 敷地内の緑地や池などでトンボを捕獲し、トンボの種類や飛来状況、調査地点
間の移動状況などの調査を行っている（P82参照）

やまぐちいきいきエコフェア きらら物産・交流フェア2012
推進会議 2012年10月13、14日 山口きらら博記念公園

（山口県） 一般 ＜展示物＞デミオ、CX-5
＜試乗会＞CX-5

ビジネスEXPO
「第26回 北海道 技術・ビジネス交流会」

北海道 技術・ビジネス交流会 
実行委員会 2012年11月8、9日 アクセスサッポロ（北海道） 一般 ＜展示物＞CX-5

SKYACTIV技術パネル

エコ・イノベーションメッセ2012
in ひろしま

広島市地球温暖化対策
地域協議会、広島県、広島市他 2012年11月22、23日 広島市産業会館（広島県） 一般 ＜展示物＞デミオEV

第4回クリーンディーゼル
実車体験試乗会

クリーンディーゼル
普及促進協議会 2012年11月24、25日

クリーンディーゼル普及促
進協議会・会員企業の試験
場（栃木県）

一般 ＜展示物＞SKYACTIV技術パネル
＜試乗会＞アテンザ、CX-5

Tech biZ Expo2012* 名古屋国際見本市委員会 2012年11月28〜30日 ポートメッセなごや（愛知県） 一般 ＜展示物＞CX-5、SKYACTIV技術パネル

エコプロダクツ2012 （社）産業環境管理協会、
日本経済新聞社 2012年12月13〜15日 東京ビックサイト（東京都） 小学生・

一般

＜展示物＞アテンザ、SKYACTIV-Dカットエンジン、パネル（SKYACTIV技術
／ビルディングブロック戦略／CO2削減取り組み／社会貢献）
＜試乗会＞CX-5
＜ステージ＞クルマのライフサイクルを通したCO2削減取り組み紹介

＊ クリーンディーゼル普及促進協議会の一員として参加



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）
（P72参照）

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

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・サプ
ライヤー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
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a
■ マネジメント体制
マツダは、社長を委員長としたCSR経営戦略委員会のもとに「商品環境委員会」、「事業サイ
ト環境委員会」、「社会貢献委員会」の3つの委員会を設置し、グループ会社を含めた環境
マネジメントを推進しています。
環境中期計画である「マツダグリーンプラン2020」では、各委員会が目標の選定および実
績の進捗管理を行っています。

■ LCA（ライフサイクルアセスメント）
独自のLCA※1を確立し、各段階での環境負荷を把握することで、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。内燃機関を搭載した新型車のみならず、クリー
ンエネルギー車についても環境負荷低減効果を確認しています。
2011年度に行ったCX-5のLCAにおいて、第三者機関（社団法人 産業環境管理協会）のレ
ビューにより、国際規格（ISO14040／ISO14044）に準拠していることが確認され、認証
を得ました。
2012年度は、新型アテンザ（海外名 ： Mazda6）、デミオEVにおいても、LCAを実施し、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こ
とを確認しています。
今後の新型車においても着実にLCAを実施し、環境負荷低減効果を確認します。

■ 環境マネジメントシステム
グループ会社およびサプライチェーン全体で、環境に配慮した事業活動を効果的に行うた
めに、ISO14001などの環境マネジメントシステム（EMS：Environmental Management 
System）の構築を推進しています。

環境マネジメント 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。

a

b

マツダ環境推進体制（2013年3月31日時点）

※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。

b 社団法人産業環境管理協会の証書

新型アテンザ(国内モデル)のLCA評価

廃棄・リサイクルメンテナンス走行車両の製造素材の製造
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＊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）



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

国内連結子会社（販売系を除く）4社

(株)マツダE&T＊1 2000年6月

マツダエース(株)＊1 2000年6月

マツダロジスティクス(株)＊1 2000年6月

倉敷化工(株) 2001年12月

＊1 広島地区として一部もしくは全部の認証を取得

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

トーヨーエイテック(株)＊1 2000年6月

MCMエネルギーサービス(株)＊2 2013年3月

＊1 広島地区として一部もしくは全部の認証を取得
＊2 独立して認証を再取得
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※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

進捗状況
　●	国内・海外の製造系のグループ会社14社で認証取得
　●	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（2013年3月時点でマツダ・マツダアンフィニ系販売会社27社、マ
ツダオートザム系販売会社32社、マツダ中販（株）で取得）

　●	国内マツダグループの自動車部品販売会社3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

■ 「グリーン調達」の推進
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。

■ サプライヤーの環境マネジメントシステム構築対応状況
　●	継続的に取引がある主要なサプライヤー約400社のすべてが認証取得を完了（2006

年度末）
　●	新規サプライヤーを含め、主要サプライヤーの認証取得100％を継続
　●	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

■ 環境監査の実施
環境マネジメントシステムが有効に機能していることを確認するために、広島地区・防府工
場の内部監査と外部機関による監査を実施しています。2012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。

■ 環境監査の実施状況：内部監査
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

■ 感覚公害の防止
感覚公害は、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。

c

d

e

c ISO14001の認証取得一覧

d 外部監査の結果

　 2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

内
部
監
査
員
数

広島地区 527 523 517 595 581

防府工場 161 117 123 118 129

合計 688 640 640 713 710

e 内部監査員の人数　　                    　単位：（名）

内部監査の結果　
2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
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 11 8 10 9

観察事項 107 96 119 99 75

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
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 0 1 0 0 0

観察事項 9 7 5 5 10



＊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。

環境教育実績
2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

管理者教育 81 76 90 68 52

係長教育 134 118 130 163 137

職長教育 76 86 44 54 87

新入社員教育 923 705 360 499 701

単位：（名）

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
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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を持つ。

■ 環境リスクマネジメントの具体的な取り組み
環境モニタリング
　● 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
2012年度は、官公庁から法令に基づく指導などを1件受けていますが、2012年10月末時
点までに改善しました。
苦情
2012年度は、苦情を2件受けていますが、誠実に、かつ適切に対応しています。

■ 環境教育／環境教育体制
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するとともに、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。
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（P138参照）
で受けられるなど、支援を行っています。

■ 日常の環境活動
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。

■ 再生可能エネルギーの使用
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。
　● 三次事業所の電波実験棟屋上に30kWの太陽光発電を設置しています。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）を提供しました。2012年度には年間12万6千kWhを提供し、これ
により約62トン分のCO2が削減されました。また、2013年度は広島市民球場のナイター
照明電力13万9千kWhを発電する時に排出されるCO2約70トンを広島県の森林吸
収量クレジットでオフセットする取り組みを実施します。この取り組みは、マツダが広島
市へ提案し、関係官庁および関係者の賛同をいただいて実現したものです。

　● 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2012」（主催：社団法人日本野球機構）の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。

f

g

g

h i

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、塩
化水素の5項目

約400／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43項目

約1,600／年

騒音・振動 敷地境界線 騒音レベル・振動レ
ベルの2項目 約80／年

臭気 敷地境界線 臭気指数の1項目 約20／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190／年

f 環境モニタリング

件数 対策

行政から
の指導 1件 浄化槽の改善通知を受け、設備の補修および管

理の強化を講じました。

苦情 騒音 2件 設備の調整・停止をしました。

g 法令違反、苦情（2012年度）

i 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  654 2,077 2,731  735  2,831  3,566 

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  2,227  536  2,763  2,309  605   2,914 

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  63  965  1,028  80  2,150  2,230 

 上下流 容器回収、使用済自動車のバンパー回収  0  178  178  0  203  203 

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  3  934  937  3  1,355  1,358

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  935  30,830  31,765  1,030  31,726  32,756 

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  18  18  0  23  23 

環境損傷 −  0  0  0  0  0  0 

合計  3,882  35,538  39,420  4,157  38,893  43,050 

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） 20.3t-CO2／億円 − −

物流領域 年間輸送量 51,674万t-km／年 − −

資源循環 資源有効活用・
リサイクル

シェル砂 24,396t／年 16
1,618

鋼屑類 41,551t／年 1,602

上下流 製品・商品のリサイクル 廃バンパー回収本数 76,868本／年 − 48

その他 有価物売却

金属類 109,053t／年 2,693

2,717

シンナー、廃液 736t／年

24
空ドラム、ホイール、廃タイヤ 20,524本／年

回収砂、プラスチック類、
ダンボール屑 3,480t／年

木製パレット類 634t／年

合計 4,335 4,383
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■ 環境会計
環境保全活動に投入したコストとその効果を把握し、活動の効率化を図っています。

集計期間 ： 2012年4月〜2013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5社・海外6社／持分法適用会社 国内7社・海外4社

集計範囲
マツダ（株）
連結子会社
   国内5社 製造会社 ： （株）マツダE&T／倉敷化工（株）／マツダロジスティクス（株）／マツダエース（株）
 部品販売会社 ： マツダパーツ（株） 
   海外6社 コンパニア コロンビアナ アウトモリスS.A.／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
持分法適用関連会社
   国内7社  トーヨーエイテック(株）／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4社  オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd. ／長安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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■ 2012年度実績

事業活動と環境負荷の全容 事業活動のすべての領域で環境負荷の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。

エネルギー種別

［領域A］

［領域B］

［領域C］

［領域B］

［領域A］

［領域B］

［領域B］

紙（OA用紙など）
1,324t

13,983千㎥
水使用量

844千t
原材料（鉄・アルミなど）

化学物質取扱量
4,994t

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2012年度の実績値）

損傷バンパー
回収・リサイクル 76,868本

購 買

458,090×103t-km

梱包・包装材
24,423t

11,218×103GJ

国内物流における
物流量

引取り量
957kg

引取り台数
4,268台

引取り量
43,232kg

引取り台数
147,951台

灯油 都市ガス39 1,400

電力 軽油 一般炭7,745 46 0
A重油 ガソリン コークス141 74 318

産業用蒸気C重油 LPG36 98 1,321

引取り総重量 34,562t

引き取ったガス
発生器の総重量 25,609kg

23,910kg

引取り台数 130,090台

再資源化重量 33,185t
引取り台数 178,984台

引取り総重量

44,189kg
引取り総台数

152,219台

SOx排出量
118t

排水量

4,364t

1,135t 45t
化学物質
排出量

化学物質
移動量

カテゴリ1：購入した商品・サービス
(資源採取段階から製造段階までの排出量）

カテゴリ４：輸送、配送（上流）
（購入した製品・サービスの物流に伴う排出量）

4,032千t-CO2

(車両、海外生産部品、OEM車などを含む)

1,053,262台
出荷台数

225,683台国内 827,579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認証取得の推進
● 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リサイクル

販売・アフターサービス

使用済自動車のリサイクル
● 適切な回収・再資源化
● 使用済自動車のリサイクル技術の調査・研究
● リサイクル商品の活用

NOx排出量
340t

直接埋立廃棄物

引取り個数 419,246個
再資源化重量

22,350t-CO2
［領域C］カテゴリ５：事業から出る廃棄物

（事業活動から発生する廃棄物の廃棄と処理に関わる排出量）

7,615t-CO2
［領域C］カテゴリ６：出張

（出張等従業員の移動の際に使用する交通機関における排出量）

529t-CO2
［領域C］カテゴリ７：通勤

（従業員の通勤時に使用する交通機関における排出量）

10,296t-CO2

カテゴリ１２：販売した製品の廃棄
（製品の本体及び容器包装の廃棄と処理に係る排出量）

371,975t-CO2

［領域B］カテゴリ９：輸送、配送（下流）
（製品の流通に伴う排出量） 90,857t-CO2
カテゴリ１１：販売した製品の使用
（製品の使用に伴う排出量） 30,846千t-CO2

工場およびオフィスにおける
エネルギー使用量 ※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（車両重量3.5t超）

低排出ガス認定車※

（低排出ガス認定実績要領に基づく低排出ガス認定車）

114,294台
SU-LEV
（平成17年基準排出ガス75％低減レベル☆☆☆☆）

2,418台平成17年基準排出ガス適合車
（SU-LEV、U-LEVを除く）

76台電気自動車

0台
U-LEV
(平成17年基準排出ガス50%低減レベル☆☆☆)

※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（熱量）、温室効果ガス排出量および物流量は、日本自動車工業会（自主行動計画）の基準に基づく、熱量係数、CO2係数を使用（2012年度は2011年度の係数）。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(2012 Edition)」の係数を使用し算出しました。
集計期間：2012年4月～2013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23社・海外10社／持分法適用会社 国内9社・海外4社　 領域B：マツダ（株）ならびに国内の連結子会社23社と持分法適用会社9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

※3 Scope1：燃料の使用や工業プロセスにおける排出量などの直接排出 、Scope2：購入した熱・電力の使用に伴う排出（エネルギー起源の間接排出）

※4 Scope3：その他の間接排出　マツダ独自の計算方法で算出しました。
　　カテゴリ3：Scope1、2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動、　カテゴリ8：リース資産（上流）、カテゴリ13：リース資産（下流）は、 工場およびオフィスにおける温室効果ガス排出量に含まれる。
　　カテゴリ2：資本財は算定に向けて準備中。　カテゴリ10：販売した製品の加工は排出量は非常に少ないため除外。　カテゴリ14：フランチャイズはフランチャイズのシステムを持たないため除外。
　　カテゴリ15：投資はグループ会社については、工場およびオフィスにおける温室効果ガス排出量に含まれる。

7,068千㎥

Ｓｃｏｐｅ３※4

Ｓｃｏｐｅ1、Ｓｃｏｐｅ2※3

AI
Fe

CO2排出量
624千t-CO2

CO2以外の温室効果ガス排出量
16千t-CO2

［領域A］
※1

工場およびオフィスにおける
温室効果ガス排出量 640千t-CO2

CO2

SOX

NOX

AI
Fe

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
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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

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／大阪法人販

売グループ／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23社　製造会社 ： （株）マツダE&T／倉敷化工（株）／マツダロジスティクス（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
部品販売会社 ： マツダパーツ（株）

海外10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／マツダモーターヨーロッパ GmbH／マツダモータース（ド
イツランド）GmbH／マツダモーターロシア.000　

持分法適用関連会社
国内9社　　トーヨーエイテック（株）／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4社　　オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd. ／ 長安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



マツダ駅伝大会コミュニティの部の企画・運営を担当しています。本社工場の敷地がコースに
なっており、1966年の開始当初は従業員を対象としたイベントでしたが、1981年からは社外
の方にも参加を呼びかけています。参加者からは「普段は入場できない所を走ることができる」
と好評です。より多くの方に楽しんでいただけるよう、各区間は比較的短く設定していますが、
大きな橋を越えるハードな区間もあり、安全第一の運営を心掛けています。マツダはこの駅伝
を、地域の皆さまとの大切な交流の機会と位置づけています。今後もより多くの方にマツダを
身近に感じていただく場としていきたいと考えています。

大切な交流の場としてマツダ駅伝大会を開催しています

社会貢献
71  CLOSE UP  ボランティア
72  取り組み基本方針
73  国内の主な取り組み
　　 　本社（広島県）／三次事業所（広島県）／
　　　 防府工場（山口県）／美祢自動車試験場（山口県）／
　　　 東京本社、マツダR&Dセンター横浜（東京都、神奈川県）／
　　　 北海道剣淵試験場（北海道）／グループ会社／販売会社／
　　　 マツダ財団

89  海外の主な取り組み
　　　米国／カナダ／メキシコ／欧州／ロシア／
　　　中国／台湾／タイ／インドネシア／
　　　オーストラリア／ニュージーランド／
　　　コロンビア／南アフリカ

70

総務・法務室
 日野 里美
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パシフィコ横浜で開催される「サン
タが街にやってきた！」イベントの実行
委員を担当。活動の中心はマツダ車
オーナーやマツダ従業員がサンタクロー
スの衣装を着て、児童養護施設の子
どもたちと楽しむ、愛車を利用したド
ライブです。クリスマスデコレーション
をしたマツダ車でのドライブに子ども
たちも満面の笑顔です。

2003年にスタートし、2009年から

「麦田プロジェクト教育基金会」を通
じて、山間部の小学校を支援する取り
組みのリーダーを務めています。図書
館設立や図書の贈呈といった経済的
支援に加え、精神面でのサポートが必
要と考え、「マツダ麦苗クラス」の子ど
もたち50名とMCOの従業員50名が
1対1で文通をしています。子どもたち

は地元の社会福祉協議会、NPOなど
との幅広い協力関係が広がり、今で
は19の団体・企業による共同主催と
なりました。サンタクロースの人数も
当初の十数名から500名規模にまで
増えました。

社外の方々と協力して企画をする
中で「ボランティア活動もステークホ
ルダーのニーズを踏まえることが大切
だ」と学びました。開催前に訪問先で

と意見交換し、悩みを一緒に考えるこ
とにより、従業員も地域の課題に触れ、
社 会に 広
く目を向け
ることがで
きるように
なったと思
います。子
どもたちと
従業員、そ
れ ぞ れ が
成 長 で き
るこの取り

ある児童養護施設の皆さまと打ち合
わせを行い、希望をうかがっています。
さまざまなつながりを大切にして、これ
からもこの活動を続けていきます。

他企業や団体、マツダ
車オーナーと一緒に楽
しむボランティア

山間部の子どもたち
との心の交流

東京本社　東京総務グループ
大鶴 聡

マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）
 張

ジャン
 明

ミンユー
煜

海外の
事例

国内の
事例

ボランティア活動を通じて、
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、柔軟性のあるいきいきとした企業風土の醸成を目指し、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。国内・海外でのボランティア活動の事例を紹介します。

CLOSE UP

社会貢献

組みを支援できることに誇りを感じて
います。

もともとはロードスター愛好者同士が集
いツーリングを楽しんでいた場がマツ
ダの提案で、社会性を帯びたイベントに
成長しました。大好きなマツダロードスター
に乗ることを自分自身が楽しみ、同時に
子どもたちや街行く人々に笑顔を届け
る…という肩の力を抜いたスタイルだか
らこそ、何年も続けてこられたと思います。

ロードスタークラブ
オブジャパン
事務局代表
水落 正典様

マツダ麦苗クラスに入った50名の生
徒は、勉強に取り組む環境が整い、以
前より熱心に学んでいると担当の先
生からうかがい、とてもうれしく思いま
す。マツダの方々の思いを子どもたち
も理解し、それに応えようと頑張って
います。ありがとうございます。

麦田プロジェクト
教育基金会
プロジェクトスペシャリスト

 趙
ジャオ

 一
イージー

枝様

ステークホルダーの声

ステークホルダーの声
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■ 取り組み基本方針
基本理念
グローバルにビジネスを展開しているマツダは、企業活動を通じて、持続可能な社会の実
現に寄与するために、それぞれの地域のニーズに即した取り組みを継続的に行い、良き企
業市民としての責任を果たしていきます。
活動方針
　● 国内・海外のマツダグループの本業を通して社会的課題に積極的・継続的に取り組む。
　● 地域と協働し、それぞれの地域ニーズに即した活動を行い持続可能な社会の発展に

貢献する。
　● 従業員の自発的ボランティア活動を重視・支援する。多様な価値観を取り入れることで、

柔軟性のあるいきいきとした企業風土の醸成を目指す。
　● 活動内容を積極的に開示し、社会との対話に努める。
3つの柱

「環境・安全」「人材育成」「地域貢献」の3つを社会貢献活動の柱とし、地域に根ざした活動
を推進していきます。

■ 推進体制
2010年5月に「社会貢献委員会」を設置しました。
定期的に（年2回）開催する委員会では、CSR経営戦略委員会で決定した方針に基づき、マ
ツダグループ全体の課題を討議し情報を共有化しています。関連部門で構成するワーキン
ググループでは、具体的な活動内容を検討します。2010年からの委員会活動を通じて、グ
ローバルおよびグループ視点での情報収集・活用を継続的に強化しています。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

2013年度目標
2013年6月10日の「社会貢献委員会」では、ISO26000 7つの中核主題の「6.8コミュ
ニティへの参画及びコミュニティの発展」について、「企業市民としての責任」「持続可能
な社会の実現への寄与」の2つの視点で、社会貢献活動に取り組むことが合意されました

（P11、12参照）。

■ 従業員のボランティア
従業員がボランティア活動に積極的に取り組めるよう、支援を行っています。
　● 活動する機会の提供（スペシャリストバンク、ボランティアセンターなど）
　● ボランティア研修受講機会の提供（広島市社会福祉協議会主催の研修など）
　● 活動する費用の一部補助（マツダ・フレックスベネフィット（P138参照）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 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。

● 2013年度ＣＳＲ目標と整合のとれた社会貢献活動目標の設定
● 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93項目にまとめて開示）
● 国内・海外の各拠点で行っている社会貢献の特徴を記載（P73-106参照）

主なTOPICS

a

b c

※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

a 社会貢献 取り組み基本方針3つの柱

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

b 推進体制図

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

c 社会貢献委員会の様子



本社（広島）の社会貢献活動推進者

総務・法務室
小田切 優志
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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。

開発・生産・販売その他、多くの機能を担っている本社（広島）のある広島県では、「社会貢
献取り組み基本方針3つの柱」に沿って幅広く取り組んでいます。特に安芸郡府中町や広
島市近郊を中心に地域貢献に重点を置いて活動しています。

■ マツダミュージアム 環境  安全  人材  地域

目的 ： 子どもたちの学習支援とステークホルダーとの交流を行う。
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125万名の
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。
2012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。

■ マツダスペシャリストバンク 環境  安全  人材  地域

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。
累計で2,790回派遣を行いました。多様な人材を有す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。
2012年度実績
広島県・山口県内の地域行事や、学校などに45件129名を派遣。

■ マツダボランティアセンター 環境  人材  地域

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年に設立されて以来、これまでに約600回参加しました。
2012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、26件41名が参加。

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

a

b

c

a マツダミュージアム見学ツアー

b 中学生への職業講話

c 福祉イベントの手伝い

本社（広島県）

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  交通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
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■ マツダスタジアムでの社会貢献活動 環境  地域

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。
2012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62トンの

CO2削減に貢献(年間12万6千kWhのグリーン電力を活用)。詳細はP66をご覧く
ださい。

　● 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、4月に累計来場者数が500万名、8月に600万名来場達成したことを受け、広
島市の団体に2台贈呈。

■ 地域の森林保全活動に協力 環境  地域

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。
2012年度実績
　● 広島県緑化センターの指定管理者と連携して「マツダの森」の保全活動を推進。また、

森林保全ボランティア団体の指導・協力のもと、12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、「山の手入れと虫の害」について学ぶ座学で
環境保全意識を高揚（労使協働プログラム：44名参加）。

　● 3月、ひろしま緑づくりインフォメーションセンター（略称：GIC）主催の「GICの森」森林
保全活動に、マツダボランティアセンターから従業員有志が参加。

■ 清掃ボランティア／リサイクル収集活動 環境  地域

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を推進する。
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（労使協働プログラム）。
2012年度実績
　● 清掃ボランティア活動に延べ5,000名以上が参加：会社周辺清掃（12回）、行政主催

キャンペーン（6回）、マツダスタジアム周辺清掃（6回）、JR駅周辺清掃（2回）、東部流
通団地周辺（20回）。

　● ペットボトルキャップ約96万個（約1,200名分のワクチン相当）を収集しNPOへ引き
渡し（2010年4月からの累計、約293万個、約3,600人分のワクチン相当を提供）。

　● プルタブ・アルミ缶約2,400㎏を回収し、広島市内の保育園に大型ファンヒーター2台
を寄贈。

■ 環境イベントへの参加 環境  

各種環境イベントへ参加しています。詳細はP63をご覧ください。
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d

ｅ

f

d マツダスタジアムでの福祉車両贈呈式

e 「マツダの森」での除伐作業

f 日頃お世話になっている地域を清掃

※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  交通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



75 Mazda Sustainability Report 2013

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。
2012年度実績
　● 7月に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」を実施。

小学5年生から中学生とその保護者約80名が参加。船内における、約10㎝間隔での
正確な駐車・固定やクルマの積み込み作業の見学。操舵室での操舵体験、船員の方と
の懇談などを実施。

　● 7月に「社会科学習支援研修会」を実施。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、小学5年生の「日本の自動車産業」学習の充実に貢献。今年
度は広島県内の小学校より約20名の教員の方が参加。プレス・車体・組立工場、水素
自動車および水素ステーションを見学。

　● 8月に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
作り」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、
金属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。

■ 出張講義・講演会・研修受け入れ 人材  地域

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
支援に協力しています。また、マツダ短大（P135参照）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。
2012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31件実施。
　● 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2012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約10名を受け入れ。

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

h

g

i

j

g 大型自動車専用船（船積み見学会）

h 社会科学習支援研修会

i スプレーガンで塗料を吹き付け（夏休み親子学習会）

j キーホルダー手仕上げ加工体験

※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

※2 「からくり改善®」は社団法人日本プラントメンテナンス協会の登
録商標

■ 夏休み学習支援イベント
　（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

TOPICS 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
マツダには、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）、女子バレーボール部（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。スポーツ振興お
よび各競技の普及・競技力向上のため、自治体、競技団体から要請を受け、
現役選手が指導を行う出前教室を10
年以上継続しています。2012年度は、
陸上教室2回、ラグビー教室7回、バレー
ボール教室11回を開催し、広島県内の
小中学生を中心に延べ2,000名以上の
方へ技術指導を行いました。

社員の声
学校やクラブチームを対象としたスポーツ
指導をボランティアで行っています。参加し
た子どもたちに、技術面だけでなく楽しさも
伝えることができるよう、分かりやすい言葉
でコミュニケーションを取るよう心がけてい
ます。「楽しく練習できた」「また来て欲しい」「次
の試合は頑張って」などの子どもたちからの
言葉は、私たちのはげみになっています。

女子バレーボール部      ラグビー部
佐々木 麻美　          柏田 裕紀　
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■ 「クルマの形と空気のひみつ」教室を実施 人材  地域  

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 ： 毎年夏休み期間に開催される小学生対象イベントに参加し、マツダの開発部門
や生産部門の若手社員とクイズや実験を交えた教室プログラムを実施しています。
2012年度実績
クイズや実験を通じて、「クルマの形と空気のひみつ」をテーマにマツダの開発部門の若手
エンジニアがクルマの燃費向上の取り組みを紹介。併せてクルマを使う人たちにもできる
クルマの燃費を良くするための取り組みを一緒に考えました。
　● 7月「府中公民館夏の講座」（主催・会場：広島県、府中公民館）に参加（約20名の児童

が参加）。
　● 8月「キッズエンジニア2012」（主催：（社）自動車技術会、会場：神奈川県、パシフィコ横

浜）に参加（8セッション約180名の児童が参加）。

■ 福祉施設訪問ボランティア 地域  

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
働プログラム）。
2012年度実績
延べ70名のボランティアが福祉作業所や老人介護施設などを訪問。

■ 地域の課題研究 地域  

目的 ： 地域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び、地
域の身近な課題解決を行うことをテーマに活動しています。学生は、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。
2012年度実績

「歩行者・自転車の信号無視撲滅」「マツダ社員の出退勤マナーの向上」など8つのテー
マへの取り組み。

■ 2012ひろしまフラワーフェスティバルへの参加 地域  

目的 ： 地域イベントへの積極参加による地域の活性化に貢献する。
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。
2012年度実績
　● SKYACTIV技術を搭載したCX-5の展示に加えて、CX-5のペーパークラフト体験コーナー

を設置。
　● ステージで歌や踊り、環境クイズを実施。
　● 福祉機器寄贈のための「チャリティビンゴ大会」を実施。

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

k

l

m

n

k 空気抵抗実験キット工作「風船ロケット」を製作

l 車椅子での原爆慰霊碑参拝を支援

n CX-5のペーパークラフト体験コーナー

m マナー向上のための啓発活動
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■ 第48回マツダ駅伝大会の開催（広島） 地域  

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 ： 社内駅伝大会として1966年から開催していましたが、1981年に地域の皆さま
との交流を目的に「コミュニティの部」を設けました。工場構内一周16.3㎞のコースを7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。
2012年度実績
マツダ従業員の部門対抗による社内の部148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140チームの選手が遠くは九州、関西から参加（計288チーム・約2,000名）。

■ サンフレッチェ広島の支援 地域  

目的 ： 地元プロサッカーチームの支援を通じて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（労使協働プログラム）。
2012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8,000名にサンフレッチェ広島と
CX-5のロゴが入ったオリジナルタオルマフラーを応援グッズとして贈呈。

■ マツダ病院 地域  

目的 ： 医療を通じて地域社会へ貢献する。
取り組み ： マツダ病院は一般病床270床の急性期病院です。「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。病院スタッフによる「公開医療講座」
は、2000年から近隣公民館で開催しており、累計260回となりました。
2012年度実績
　● 延べ外来患者数：約171,500名、延べ入院患者数：約88,900名、救急車患者数：約2,450名
　● 「公開医療講座」を8回実施し約250名が参加。
　● 病院のリニューアルが完了。2012年1月の入院棟完成に続き、2013年3月に外来棟

の耐震化・改修工事が完了。

■ 東日本大震災復興への支援 

東日本大震災の復興支援に継続して取り組んでいます。
2012年度実績
　● 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。82,349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）。
　● 親和会「マツダブルーズーマーズ」の女子バレーボール部が福島県で小学生から高校

生を対象にバレーボール教室を実施（参加人数約100名）。
　● 「ロードスターチャリティフリーマーケット」の収益の一部を寄付（P83参照）。
　● 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（P138参照））を通じた
寄付などを行いました。
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q

p

o

p ハーフタイムには、CX-5のパレードで場内を盛り上げ

o マツダ社内を駆け抜ける選手

q マツダ病院新棟（左の建物）

本社がある大分県から参加しています。企業
の敷地内で開催されるめずらしい大会のため、
毎回楽しみにしています。遠方からの出場のた
め、自社の応援者は少ないものの、マツダの方々
はじめ沿道の皆さんからの声援に背中を押され、
良い結果につながったと喜んでいます。2012
年からの2連覇を含め、過去に4回の優勝経験
がありますが、来年も出場し3連覇を狙いたい
と思っています。

Voice

第48回マツダ駅伝大会
コミュニティの部で優勝

中央発条工業株式会社 様
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三次事業所の社会貢献活動推進者

三次事業所
松浦 正法
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■ 多方面への寄付活動
地域社会への貢献や学術・教育、文化・芸術、国際交流、スポーツ振興などを目的として、さ
まざまな分野の活動に資金を提供しています。2012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）。

■ その他取り組み
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。

広島県北部の三次市にある三次事業所は総合自動車試験場とエンジン工場から成ります。
1965年の開設以来、特に地域貢献に重点を置き、広島県北部のマツダグループ企業が
一丸となり地域のニーズに応える取り組みを継続的に行っています。

■ エンジン工場の見学受け入れ 人材  地域

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 ： 三次事業所では､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。
2012年度実績
　● 小中学生を中心に約200名の見学を受け入れ。
　● 地域の高校生など4名のインターンシップを受け入れ。

■ 地域のイベントや清掃に参加 地域

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 ： 三次市のマツダグループ企業と共にイベントや清掃活動に参加し、地域の皆さ
まとの交流・地域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。
2012年度実績
三次市のマツダグループ企業とともに参加しています。
　● 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）。
　● 7月 ： 「三次きんさい祭」にマツダ車によるパレード隊を編成し約90名が参加。
　● 7月 ： 「みよし市民納涼花火まつり」に有志がボランティアとして参加。
　● 8月 ： 「庄原よいとこ祭」にマツダ車によるパレード隊を編成し、約90名が参加。
　● 10月 ： 「初期消火操法技術競技会」（備北地区危険物安全協会主催）へ参加（4チーム

／8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）。

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

三次事業所（広島県）

r

s

t

r エンジン工場でのインターンシップ受け入れ

s 鵜飼乗船場周辺を草刈し観光客を迎える準備

t 勇壮な神輿でパレード（庄原よいとこ祭）
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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



防府工場の社会貢献活動推進者

防府工場 アシスタントマネージャー　
尾崎 一雄
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山口県防府市にある防府工場は自動車工場（西浦地区）とトランスミッション工場（中関地
区）から成ります。1981年の操業以来、地域と共に発展することを目指して特に人材育成・
地域貢献に関する取り組みに力を入れています。

■ 自動車工場（西浦地区）の見学受け入れ 人材  地域

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50万8千名の
工場見学来場者をお迎えしています。工場見学ツアーは、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。
2012年度実績
　● 約8,900名のお客さまを受け入れ。
　● 7月、50万人目のお客さま来社日に記念セレモニー実施。

■ 第4回ものづくり体験親子ツアー 人材  地域

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。
2012年度実績
5月に開催した「マツダフェスティバル in 山口」のプログラムの一つとして実施し、小学生
とその保護者等約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作る塗装吹き付
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
くりができる現場体験を提供。

■ 第31回マツダ招待少年サッカー大会 人材  地域

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、初回から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。
2012年度実績
防府市陸上競技場他2会場にて、山口県内18チーム（防府市内12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。

目的 ： 地域の学校が行う人材教育に協力する。
取り組み ： 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2001年から
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。
2012年度実績
　● 中学校、高校、高等専門学校、大学、計16校約50名の生徒、学生を受け入れ。
　● 商業高校の職業体験（生産、在庫管理、販売）研修に協力。
　● 高校（計5校、約200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。

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

防府工場（山口県）

a

b

c

d

a 50万人目のお客さまとの記念写真

b ミニロボットを使ったロボットの操作体験

c マツダ招待少年サッカー大会開会式

d 職業体験

※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。

■ 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
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■ 第20回愛情防府フリーマーケットへの参加 地域

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フリーマーケット
である「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」※1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、協力企業と合同でマツダブースを出展しています。
2012年度実績
　● マツダブースでは、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。
　● 従業員が提供したバザー用品の販売や、さまざまな地産地消の素材を使ったうどん、

焼鳥などの食品販売を実施。売上の一部は防府市の福祉団体への寄付の他、次年度
のフリーマーケット開発資金として活用。

■ 「第20回愛情防府マツダ駅伝競走大会」の開催 地域

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。
2012年度実績
山口県内外から99チーム出場。子どもから大人まで約1,000名が参加（2012年度のコー
スは8区間・約13km）。

■ 「マツダフェスティバル in 山口」の開催 地域

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 ： 地域の皆さまへの感謝の気持ちを込めて「愛情防府運動」の一環として、2010
年からマツダグループ企業や協力会社とともに開催しています。
2012年度実績
防府工場操業30周年事業の一つとして開催し、地域の皆さまやマツダグループの従業
員とその家族など約5,000名が来場。山口県や防府市の地元団体およびマツダグルー
プ従業員の歌や演奏によるステージショーを披露。また、デザインコンセプトモデル「マツ
ダ靭（SHINARI）」の展示や、CX-5やアクセラの試乗会、ものづくり体験親子ツアー、工
場内バス遊覧などを実施。

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

e

f

g

e 白熱した値段交渉もバザーの醍醐味

f 多数の応援者から声援を受けながら走る選手たち

g 児童の演奏によるステージショー

※1 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）。
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■ 地域の伝統行事への参加や清掃活動を通じた貢献 地域

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。
2012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20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7チームが参加。
　● 7月 ： 第45回防府総おどり大会に、約130名が参加。
　● 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、10名が参加。
　● 2月 ： 防府天満宮の節分祭に、有志が福娘として参加。
　● 2月 ： 第8回鍋ー1グランプリに、16名が参加（来場者の誘導・整理）。

山口県美祢市にある総合自動車試験場「美祢自動車試験場」は、2006年の開設以来、自
動車試験場の特徴を活かした社会貢献活動を継続的に行っています。

■ 美祢自動車試験場の施設提供 安全  地域

目的 ： 試験場を会場として提供することで、地域の活性化、交通安全に協力する。
取り組み ：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、後援する駅伝大会他のイベントに会場を提供しています。
2012年度実績
　● 山口県警察主催の交通安全研修 ： 6回実施、延べ約100名が参加。
　● 美祢市駅伝競走大会実行委員会他主催「第5回美祢市駅伝競走大会」 ： 小学生から

一般まで、6コース84チームに約660名のランナーが参加。

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

h
i

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

j 山口県警察の運転技量向上訓練に協力

i 防府総おどり大会に参加

k ゴール直前、声援を受ける選手

美祢自動車試験場（山口県）

j

k
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東京総務グループ 
佐藤 陽子

東京本社、マツダR&Dセンター横浜の
社会貢献活動推進者

R&D技術管理本部
アシスタントマネージャー
沖園 信幸 

a MRYのビオトープでトンボの飛来調査
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東京本社、およびマツダR&Dセンター横浜(MRY)は、2012年度より『One首都圏』を合
言葉に、連携を強め、特徴ある活動を継続的に行っています。また、マツダ車オーナー有志
の方々と協働した社会貢献活動が特色です。東京本社で従業員のボランティアが増加す
るなど、連携の効果が現れ始めています。

■ 地域と協働した緑化事業の推進 環境  地域

目的 ： 生物多様性保全やMRY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、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※2に参画し、トンボの
飛来調査を2004年から行っています。
2012年度実績
　● 8月の3日間にわたるトンボの飛来調査に協力（調査員の目視や捕獲によりトンボの

種類や飛来状況、調査地点間の移動状況などを確認）。
　● 11月の自治体関係者を対象とした横浜市によるツアー(参加者10名)にて、実際にビ

オトープを見学いただき、横浜市の生物多様性に関する取り組みの普及啓発に協力。

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、有意義な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。
2012年度実績
　● 11月開催の「オープンカーと遊ぼう！ 2012」にマツダ従業員ボランティア有志およ

びマツダ車オーナーを含め、総勢約50名が参加。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。

　● 12月開催の「サンタプロジェクト」にマツダ従業員ボランティア13名およびマツダ車
オーナーを含め総勢420名が参加。参加者全員がサンタクロースやトナカイに扮し、
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、横浜市内の里親会などの皆さんが同乗し、横
浜みなとみらい21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、プレゼントの手渡しや、音楽演奏などをして交流。

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

b ロードスターをオープン状態にして爽快感を体感

東京本社、マツダR&Dセンター横浜（東京都、神奈川県）

a

b

※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。

※2 緑の豊かさの指標となるトンボの生息状況・移動状況を調べるこ
とで、企業の緑地が生き物の生息環境として重要な役割を果た
すことを検証するもの。同プロジェクトによる10年間の調査記録
によれば企業緑地が果たす里山的役割等がわかってきました（ト
ンボでつなぐ京浜の森ｰ10年の記録ｰ2013年3月）。

■ 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！2012／サンタが街にやってきた！2012） 地域

＊ トンボは調査後リリース
されます。

京浜の森ロゴマーク
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■ 第25回、26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

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。
2012年度実績
4月と10月に第25回、26回「ロードスターチャリティフリーマーケット」を開催。入場者数約
540名（従業員ボランティア：15名）。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（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）。

■ 近隣連合自治会の防災訓練に協力 地域

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MRY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。
2012年度実績
3月に第8回定期合同防災訓練を実施。約140名参加。

北海道上川郡剣淵町にある総合自動車試験場である北海道剣淵試験場は冬季の1月か
ら2月まで耐寒試験を行っています。1990年の開設以来、特に地域貢献に重点を置き、自
動車試験場の特徴を活かした活動を継続的に行っています。

■ 第24回北海道剣淵試験場での交流イベント開催 地域

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 ：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。
2012年度実績
2月に交流イベントを開催。悪天候にも関わらず、約150名の町民の方々が来場。
　● 雪上での催し（ジムカーナ、パークゴルフ、フリーキックなど）。
　● 新型アテンザに搭載している先進安全技術i-ACTIVSENSEの体験試乗。
　● 広島名物かき鍋やお好み焼きの無料提供。

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

c 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

d 防災訓練

e 先進安全技術i-ACTIVSENSEの体験試乗

c

d

e

※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

北海道剣淵試験場（北海道）
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■ パソコンの寄贈（（株）マツダE&T） 環境  地域  

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、人材育成、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。
2012年度実績
広島市社会福祉協議会を通じて、6施設へ14台のパソコンを寄贈。さらに、福祉施設への
支援のため、社内で収集した使用済み切手を寄贈する活動も開始。また、マツダグループ
で実施している地域清掃などのボランティア活動への参加、地域振興のための寄付など実施。

■ 中学生の職場体験支援（マツダエース（株）） 人材  地域

目的 ： 職場体験の受け入れを通じて、次世代を担う人材の勤労観、職業観の育成を支援する。
取り組み ：情報技術サービス、建設・不動産、保険、物品販売などさまざまな業務を行うマ
ツダエースでは、2008年より広島県内の中学生を対象に職場体験を受け入れています。
2012年度実績
中学生を対象に本社売店で職場体験を実施。働く上での心構えや挨拶、話を聞くことの
重要性などについてアドバイスし、ドリンク類の運搬、陳列などの作業体験を提供。

■ リサイクル品の収集（マツダパーツ（株）） 環境  地域

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。
2012年度実績
本社および支社でリサイクル品の収集を実施。

■ 小・中学生の社会見学（マツダロジスティックス（株）） 人材  地域

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ツダロジスティックスでは、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。
2012年度実績
小・中学生を対象に港湾施設の見学会を実施し、約260名が参加。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作業や自動車専用船の自走荷役作業
などを近くで見学しながら港湾物流の魅力的な技術と役割を説明。
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

b 中学生の職場体験

c 使用済み切手の収集

d ガントリークレーン作業を見ながら
説明を受ける児童たち

a パソコンの目録贈呈

a

b

c

d

グループ会社
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■ 工場見学受け入れ（倉敷化工（株）） 人材  地域

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 ：自動車部品製造販売を行う倉敷化工では、地域の小学校を対象に2011年よ
り本社工場（自動車部品事業部）及び新技術開発センターの見学を受け入れています。
どんな製品を作っているのか実車を使って理解した後、製造過程をご案内しています。
2012年度実績
小学生を対象に12名を受け入れ。その他、ペットボトルキャップの収集や会社周辺清掃
を実施。

■ 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

目的 ： 地域に在住する外国人と地域社会の交流を促進する。
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。
2012年度実績
運営資金協力に加え交流イベントとして、「東広島マツダ会杯」を企画・開催。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。

■ 地域活性化の連携協定を継続締結（ヨシワ工業（株）） 地域

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。
2012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。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を享受。
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を実施。

■ AEDを地域のために供用（（株）マツダプロセシング中国） 地域

目的 ： AED※2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。
2012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。
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

f 一社一村しまねの調印式（2007年6月）

g 社内防災訓練でAEDの操作を確認

e 工場見学受け入れ

e

f

g

※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。

※2 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。
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■ 地域の美化活動、リサイクル品の回収 環境  地域

目的 ： 清掃活動やリサイクル品収集を通じて社会貢献を行う。
取り組み／2012年度実績
　● 環境美化活動（地域清掃、花壇設置）（北海道マツダ販売、函館マツダ、東北マツダ、

甲信マツダ、関東マツダ、静岡マツダ、京滋マツダ、島根マツダ、岡山マツダ、山口マツ
ダ、西四国マツダ、南九州マツダ、沖縄マツダ販売、マツダ中販）。

　● 「みどりの風の道形成事業」に参加し、補助金を使った緑化事業へ協力（関西マツダ）。
　● エコキャップ、書き損じはがき、プリペードカード、古切手を収集し、環境及び発展途

上国の教育や治療のため寄付を実施（北海道マツダ販売、福島マツダ、甲信マツダ、
東海マツダ販売、京滋マツダ、奈良マツダ、アンフィニ広島、九州マツダ、南九州マ
ツダ）。

　● 神話博しまねカーボンオフセット「神々の国しまねの森を守ろう！※1」に協力（島根マツダ）。

■ 交通安全の啓発、交通遺児の支援 安全  人材

目的 ： 交通安全の呼びかけにより交通事故を減らす。
取り組み／2012年度実績
　● 交通安全啓発活動の実施（北海道マツダ販売、函館マツダ、甲信マツダ、湘南マツダ、

東京マツダ販売、関東マツダ、東海マツダ販売、島根マツダ、アンフィニ広島）。
　● 春の交通安全県民運動期間に合わせて店舗近隣の道路標識・カーブミラー、ガードレー

ル等の美化を実施（岡山マツダ）。
　● 2012おおさか交通安全ファミリーフェスティバルに参加（関西マツダ）。
　● 地域のまつりで点検教室にサービスマンを派遣し日常点検・定期点検について説明・

実施（島根マツダ）。
　● 交差点付近の一部土地を歩行者安全確保のため提供（2005年以降継続）（福島マツダ）。
　● 交通遺児支援のための寄付を実施(i-stop車両販売台数に応じた寄付や会社、および

従業員有志による寄付)（京滋マツダ、奈良マツダ、沖縄マツダ販売）。
　● 地域の警察署と協力し地域住民への従業員によるアイドリングストップ講習を3日間

実施（関東マツダ）。

■ インターンシップ受入、社会科学習支援、講師派遣 人材  地域

目的 ： 働くことの重要性や、働くことのすばらしさについて考えてもらう。
取り組み／2012年度実績
　● 地域の小学生、中学生、高校生、大学生、専門学校生のインターンシップ、職場体験活

動受け入れ（自動車整備、接客等）（函館マツダ、福島マツダ、北関東マツダ、甲信マツダ、
関東マツダ、静岡マツダ、北陸マツダ、京滋マツダ、関西マツダ、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）。

　● 職場見学による地域の小学校の社会科学習を支援（北関東マツダ、関東マツダ）。
　● 新聞社発行の写真ニュースの提供により地域の小学校の学習を支援（東北マツダ、関

東マツダ）。
　● 高等技術専門学校への講師派遣によるマツダの環境対応車などの紹介や環境技術

などについての講義（福島マツダ）。
　● 地域の各種講習会に講師派遣（東京マツダ販売）。

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

i エコキャップ収集

j 地域のカーブミラー清掃

h 地域清掃

h

i

j

販売会社

※1 神話博しまね会場において使用が見込まれる電力から算出され
るCO2排出量を森林整備によるCO2吸収によりオフセット(相殺)
する取り組み。
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■ 地域の活性化支援 地域

目的 ： 地域イベントへの参加や施設開放を通して、地域の活性化に貢献する。
取り組み／2012年度実績
　● 地域イベントへの協賛、参加、寄付、先導車提供、駐車場等施設の開放を実施（甲信マ

ツダ、湘南マツダ、関東マツダ、静岡マツダ、島根マツダ、岡山マツダ、アンフィニ広島、
山口マツダ、九州マツダ、南九州マツダ、沖縄マツダ販売）。

　● 子ども110番の店として登録（北海道マツダ販売、関東マツダ)。
　● 災害時の避難場所として登録（関東マツダ、関西マツダ)。
　● 上田市の「赤ちゃんステーション※1」として登録（甲信マツダ）
　● 国民体育大会への支援、車両提供や寄付などによる地元スポーツチーム支援（島根マ

ツダ、岡山マツダ、山口マツダ）。
　● 2月、「第３１回マツダ杯争奪山口青少年サッカー大会」（２日間）を後援（山口マツダ）。
　● 献血活動への参加（函館マツダ、マツダアンフィニ青森、東海マツダ販売、アンフィニ広島、

南九州マツダ）。
　● がん検診を推進するためのポスター展示、PR用パンフレット配布を実施（アンフィニ広島）。
　● 東日本大震災復興支援ボランティアや寄付（東北マツダ、京滋マツダ）。
　● 盲導犬育成支援のための寄付(京滋マツダ)
　● 寄付金機能付き自動販売機による収益を日本赤十字に寄付(北関東マツダ)
　● 本社所在地自治体が主催する「野々市市平和の旅※2」における折り鶴奉納に協力(北

陸マツダ)。

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。2013年3月31日までの助成総額は、
14億2,980万円です。

■ 科学技術振興のための助成や事業 環境  人材  地域  財団

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 ： 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

する研究会などへの助成を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。
2012年度実績 
　● 研究助成 ： 科学技術の発展に寄与する優れた24件の研究に総額2,800万円を助成。
　● 事業助成 ： 「科学体験」に関する事業10件に総額100万円を助成。
　● 科学わくわくプロジェクト ： 中学生を対象に年6回の「ジュニア科学塾」、高校生を対

象に3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。

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

k 地元スポーツチームに車両提供

l 科学わくわくプロジェクト「ジュニア科学塾」の塾生

k

l

マツダ財団

※1 上田市では、地域全体で安心して子育てできる環境整備の一環
として、赤ちゃん連れで気軽に外出できるように、オムツ替えや授
乳ができる場所として現在約70カ所の「赤ちゃんステーション」を
設置している。

※2 野々市市平和の旅
次世代を担う市内の中学生15名と引率４名を広島市に派遣する
ことにより平和意識を高め、国際感覚や平和の旅で経験した事
柄を伝える力を磨くことを目的としている。派遣団員は毎年、８月
６日の平和記念式典等(広島市)への参列、および市民から寄せら
れた折り鶴奉納を行う。
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■ 青少年の健全育成のための助成や事業 人材  地域  財団

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。
　● 調査・研究 ： 青少年をめぐる社会的課題に対応していくための調査・研究を、随時実施。
2012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32件の活動に総額800万円を

支援。
　● 感動塾・みちくさ ： 小学生のための「ふしぎ 発見 感動体験〜光とエネルギー〜」、「なろう！ 

天文博士」、「海辺のいきもの」を実施（約140名参加）。
　● 大学講義 ： 広島女学院大学で、2日間の集中講義、夏休み中にボランティア実習を行う

「単位互換 ボランティア活動論」を実施。
　● 講演会 ： ジャーナリストの立花隆氏を招き、広島国際会議場で、講演会「二十歳（はたち）

の君ヘ」を開催（約1,000名が聴講）。
　● 調査・研究 ： 広島県内で唯一の子どものシェルター（緊急避難場所）を開設・運営して

いるNPO法人ピピオ子どもセンターとの連携による実行委員会を立ち上げ、被虐待
児などの自立支援に関する調査・研究を実施。次年度新規事業化。

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

m 市民活動支援贈呈式

n 市民活動団体を対象とした交流会

o 感動塾・みちくさ 三滝少年自然の家での様子

p 単位互換 ボランティア活動論

q 立花隆氏講演会 「二十歳（はたち）の君ヘ」

m n

o

p

q
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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）

スコットランド政府高官用車両（MX-5）

b プロジェクト・イエロー・ライトとマツダ・モータースポーツチーム

a カンパーニャ・センター・パレード 
（右・左）スコットランド政府高官
（中央）MNAO広報マネージャー
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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お客さま、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（MFUS）を通じた活動を支援しています。

■ さまざまな慈善活動への支援 人材  地域

目的 ： 全米各地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。
2012年度実績
　● 全米優良自動車サービス協会（ASE）に寄付を行い、自動車産業の持続的な発展を支

援しました。この寄付金は用品購入および自動車産業に携わる未来の技術者育成支
援に充てられます。

　● 12月、毎年恒例のカンパーニャ・センター・パレードにグランド・マーシャル・スポンサー
として協賛し、スコットランド政府高官用の車両を提供しました。

　● アーバイン商工会議所への加盟を継続することにより、地域再開発に貢献しました。
　● アーバイン警察協会の儀礼兵支援のための寄付を行いました。
　● アーバイン警察署が毎年開催する、地域社会の安全維持に貢献した警察官や職員の

ための授賞式に協賛しました。
　● アメリカの殉職警察官の家族などを支援する活動団体（C.O.P.S.）に寄付を行い、地域

社会の警察官や遺族の方々を支援しました。 
　● 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。
　● 地域病院であるミッション・ホスピタルの入札式競売のための車両を寄付しました。
　● 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。
この他、ＭＮＡＯでは従業員のボランティア活動を積極的に支援しました。

■ プロジェクト・イエロー・ライトの支援 安全  人材  地域

目的 ： 注意力散漫な運転の危険性に対する意識を高める。
取り組み ： 2012年からプロジェクト･イエロー･ライト※1の活動を支援しています。プロジェ
クト･イエロー･ライトは、運転中にスマ−トフォン操作や文字入力をしないよう若者に呼び
かける60秒の公共広告映像作品を毎年十代の若者から募集するなどしており、MNAOは
この啓発活動を支援しています。
2012年度実績
MNAOとのパートナーシップにより、プロジェクト･イエロー･ライトは公共広告映像作品制
作に対する奨学金制度を、従来の高校生対象から大学生に拡大させました。また、マツダ･モー
タースポーツ※2に関わる若いドライバーが、事故や死亡者数を大幅に減らすことを目的として、
注意力散漫な運転の危険性を訴えるキャンペーンを強力に支援しました。米国運輸省道路
交通安全局（NHTSA）もこのプロジェクトのパートナーです。
 

米国

海外の主な取り組み

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

※1 プロジェクト・イエロー・ライト／ハンター・ガーナー奨学金はハン
タースクールから始まった非営利団体で、公共広告機構やマツダ、
NHTSA、および青少年の安全を守る全国組織（NOYS）とパートナー
シップを結んでいます。

※2 ＭNAOでは2006年にMAZDASPEEDモータースポーツ・デベロッ
プメント・ラダーを設立し、草の根レーサーがより高いランキング
を獲得できるよう支援しています。

a

b
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c マツダ／YFUサマーアクティビティ
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■ ハリケーン「サンディ」復興支援 地域

目的 ： ハリケーン「サンディ」の被災者の復興と救援活動を支援する。
取り組み ： ＭNAOとMFUSは、ハリケーン「サンディ」によって壊滅的な被害を受けた地域
を支援しました。
2012年度実績
MNAOは米国赤十字社を通してハリケーン「サンディ」の被災者支援の寄付を行いました。
また、アメリケアズの復興支援緊急対応基金への援助を行いました。　
MNAOは甚大な被害を受けた地域で、車の損害保険を請求している方のうち、マツダ車
を新たに購入される方全員を対象に、500ドルの資金を提供しました。またMNAO指定の
特別ローンを組まれた方を対象に、90日間の初回支払い延期オプションを提示しました。

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。1992年以来、800万ドルの支援を行っています。

■ 学生自然保護協会（SCA）の支援 環境  人材  財団

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。
2012年度実績 ※1

SOARを通じて、全米50州の国立公園や森林、遺跡で自然歩道の整備、絶滅危惧種の保
護、歴史的建造物のツアーガイドなどの幅広いサービスを提供し自然・文化保護アシスタン
トの活動を支援しました。

■ マツダ／YFUスカラシッププログラム 人材  財団

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。28年間で延べ274名の生徒がこのプログラ
ムに参加しています。
2012年度実績 ※1

MFUSとMCIの支援を受けた9名の高校生(米国7名、カナダ2名)は、夏季の6週間を広島
県内のホストファミリーと過ごしました。
滞在中の1日はマツダ本社が主催する「マツダ／YFUサマーアクティビティ」に参加しマツ
ダミュージアムやデザイン・センターを訪問しました。デザイン・センターでは、マツダのデザ
イナーによるデザインスケッチの様子やクレイモデラーの技を間近に見た後、実際に粘土
を削る作業を体験し、その難しさを実感しました。

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

マツダ財団USA

c

※1 2011年10月〜2012年9月
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d ヒスパニック奨学基金
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■ 学生支援のためのさまざまな奨学金の提供 人材  財団

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。
2012年度実績 ※1

　● ヒスパニック奨学基金（HSF）に援助した奨学金はカリフォルニア大学（アーバイン）、
カリフォルニア州立大学（フラートン）、そして4つのコミュニティカレッジに通うヒスパニッ
ク系大学生13名に与えられました。MFUSでは1998年以来188名を超えるヒスパニッ
ク系大学生に奨学金の支援を行っており、HSFに補助金を提供しています。

　● 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14名の大学生に与えら
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※2に属する大学で、
1998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。

■ ハリケーン「サンディ」復興支援 地域  財団

ＭＦＵＳはＭＮＡＯとともに、ハリケーン「サンディ」によって壊滅的な被害を受けた地域を支
援しました（P90参照）。

■ さまざまな慈善活動への支援 人材  地域  財団

目的 ： 全米各地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 ： MFUSは、社会福祉に関連した慈善活動を支援しています。
2012年度実績 ※1

以下の支援を行いました。
　● 子どもたちへの支援　

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ました。
　● 障がい者への支援　

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にスポーツの機会を提供しました。

　● 全米フードバンクの支援　
セカンドハーベスト・フードバンク、ノーザンイリノイ・フードバンク、グリーナーズ・コ
ミュニティ・フードバンク、フレミントン・エリア・フード・パントリーとサマーセット郡のフー
ドバンクネットワークにそれぞれ寄付を行いました。

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

d

※1 2011年10月〜2012年9月
※2 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  交通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



MCIの社会貢献活動推進者

人事部 スペシャリスト
イングリッド・ヴィラトーロ

e がんなどと戦う子どもたちのための１０キロマラソン

f ユナイテッドウェイ・CNタワー登頂イベント
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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。

■ さまざまな慈善活動への支援 人材  地域

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。
2012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、子どもたちが

幸せなクリスマスを迎えられるよう新しいおもちゃを寄付しました（合計約50名の従業
員が参加）。

　● MCIの全従業員は「シックキッズ・ホスピタル」（病気の子どもを支援）と「カナダがん協会」
（がん患者を支援）のため一年を通じて寄付を集めました。特に、ジーンズデーフライデー
やカジュアルドレスシーズンには、給料天引き方式でこれらの団体に寄付金を集めました。

　● 5月、MCI従業員は、がんと戦う子どもたちのための10キロマラソンに参加し、小児が
んに侵された子どもが「キャンプ・ウーチギアス」に参加できるよう支援しました。このキャ
ンプは、ボランティアを基本とした民間団体によって運営されるもので、小児がんなど
がんに侵された子どもたちに、チャレンジングで楽しく、実りの多い魅力的な体験を通
じて成長する機会を提供しています。

　● 6月、MCIの従業員チームはシックキッズ・バレーボール大会に参加し、「シックキッズ・
ホスピタル」の支援および資金集めを行いました。

　● 7月、MCIの従業員チームは 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。

　● 10月、MCIはCNタワー登頂イベントに際して、オフィス内のイベントを通じて全従業
員からCNタワー登頂チームへの寄付金を集め、米国基金組織「ユナイテッドウェイ」の
ために寄付を行いました。登頂チームはオンタリオ州トロントにあるCNタワーの7,000
段以上の階段を上り、最上階までたどり着きました。

　● 11月、MCI従業員は前立腺がんに対する意識を高めるため、寄付金を集めました。男
性従業員は11月の間、口ひげを生やし、もっとも立派な口ひげを決める口ひげコンテ
ストを催して資金を集めました。

　● 12月、MCIの全従業員は食料品（最低10ドル分）を持ち寄り、「リッチモンド・ヒル・フー
ドバンク」へ寄付しました。クリスマス前に恵まれない人々に配付されます。

■ カナダ・ナショナル・カヌー／カヤックチームの支援 地域

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。これは、カナダにおけるスポーツの企業
スポンサーとしては最長期間です。
2012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（Mazda3とCX-9）を貸
与しました。

カナダ
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MMMｄMの社会貢献活動推進者

コンストラクションタスクフォース
ディレクター
鳥居 元

g 希少木メスキーテ

h 雨水浸透溝を構築

i 肥沃な土で境界に丘を構築（写真両端の丘）
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生産事業合弁会社のMazda Motor Manufacturing de Mexico S.A. de C.V.（MMMdM）
は、新規進出企業として自然保護を積極的に行い、地元政府、環境保護局と連携して企業
市民としての活動に取り組んでいます。

■ 希少木メスキーテの積極的保護 環境  地域

目的 ： 希少木メスキーテを積極的に保護する。
取り組み ： メキシコで希少とされている成育の遅いメスキーテを積極的に保護しています。
2012年度実績
メキシコ工場建設にあたり、敷地内の希少木の位置や本数などを調査し、可能な限り現状
の維持を実施。樹齢が長く移植が望ましい木を敷地内（正門前など）へ移植・保護しました。

■ 雨水利用による水源涵
かんよう

養 環境  地域

目的 ： メキシコ工場近傍の水源を涵養する。
取り組み ： 国家レベルで重要資源として管理されている地下水を工場で使用することから、
自然環境保護地域の地下水供給源の一つとして、雨水を効率的に浸透させる溝を構築し
ています。これにより、雨水の循環を促進させて水源確保の一助とすると同時に、荒れ地の
再生および自然保護（緑化）推進のみならず、溝構築に際して雇用確保による地元貢献に
寄与しています。
2012年度実績
水源地である自然環境保護地域の山間部100haに約3万カ所の雨水浸透溝を構築しま
した。

■ 敷地内の土移動による土砂の管理 環境  地域

目的 ： 土砂の管理を通じて自然環境を保護する。
取り組み ： 土砂の採取や移動はマテリアルバンクという土砂管理の仕組みに基づき適切
に実施しています。
2012年度実績
メキシコ工場建設にあたり、農業用地からの造成は「土は持ち出さず、持ち込まず」のコン
セプトで実施。建物の基礎にはサイト内で造成に適した土を調達し、肥沃な土は敷地の境
界線に移動し自然豊かな丘になるように配慮しました。

メキシコ
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TOPICS 在広島メキシコ合衆国名誉領事に就任
2012年09月、広島市内で在広島メキシコ合衆国名誉領事の任命状授与式が行われ、
同国政府代表のクロード・ヘレル駐日メキシコ合衆国特命全権大使より、金井副社
長(現副会長)に任命状が授与されました。在広
島メキシコ合衆国名誉領事館がマツダ社内（広
島県安芸郡府中町）に設置され、管轄地域であ
る広島県、山口県、島根県と、メキシコ合衆国と
の文化・経済交流活動の支援に努めています。
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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）

a ファンデー (マツダボビーカーレース)

b トリゴス賞授賞式

c チョコレート包み紙のデザインを描く子どもたち
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マツダの幅広いネットワークを生かし、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。

■ SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働（欧州全体） 人材  地域

目的 ： 欧州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と多くの欧州販売統括会社は、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、親や養育者ととも
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。
2012年度実績
欧州全体 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。

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）とのパートナーシッ

プを継続し、同センターを訪れる若者を指導するチューターを1年間支援しました。
　● 9月、同センターのファンデーに際してMMD従業員は、MMEの協力を得てワッフルの

販売やマツダボビーカーレースの運営を通じてボランティア支援をしました。

オーストリア マツダオーストリア
　● SOSチルドレンズ・ヴィレッジにおけるマツダオーストリアの活動の結果、2012年トリゴ

ス賞（オーストリアでもっとも著名なCSRに関する賞）を受賞しました（5月）。全従業員
のみならず、ディーラーも巻き込んだCSRの取り組みとして、審査員から高い評価を得
ました。

　● 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」と、「MoFa（モバイル・ファミリーズ）」を支援するため、
4台のMazda2(日本名：デミオ)を貸与しました。

　● SOSチルドレンズ・ヴィレッジの支援のため、オーストリアのマツダディーラーにてお客
さまに配布するためのチョコレートを共同プロデュースしました。子どもたちがキャン
バスに描いたデザインを、マツダがチョコレートの包み紙としてプリントしました。

欧州
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b
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開始年 国

2008
欧州全体、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
2012 ポルトガル
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d Mazda5引き渡しセレモニー

e 若者に対する講演

f 公園遊具のペンキ塗り

g MMC従業員とのブルーム・ボール
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ポルトガル マツダモーターポルトガル（MMP）
　● MMPはSOSチルドレンズ・ヴィレッジ支援の一環として、移動用の利便性を高めるた

め2台のMazda5を6カ月にわたり貸与しました。7月上旬、その引き渡しセレモニーが
行われ、双方の団体の代表者が見守る中、マツダモーターポルトガル社長からポルト
ガルのSOSチルドレンズ・ヴィレッジ理事長へクルマのキーが手渡されました。

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続け、2万名の子どもたちの援助を目的

としたSOSチルドレンズ・ヴィレッジのプロジェクトであるBSOSキャンペーン※1を支援
しました。

　● 子どもたちの学校送迎のため、Mazda5を2台寄贈しました。
　● その他の活動 ： 整備を学ぶ生徒に対するマドリードの中核ディーラーへの見学支援、

ロータリーエンジンとMazda2の寄贈、従業員による若者に対する講演、マドリードに
あるMazda6ポップアップストアへの招待、CX-5によるピクニック・ドライブ、CX-5や
Mazda6のペインティング・コンテスト、料理イベントなど

チェコ マツダモーターチェコ（MMCZ）
　● オーストリア大使館で開催された慈善イベントに、前年のマツダ写真コンテスト入賞写

真を提供することにより、SOSチルドレンズ・ヴィレッジへの協力関係を継続しました。
慈善イベント会場は多くの写真で装飾され、その後、これらの写真はプラハにあるSOS
チルドレンズ・ヴィレッジに展示されました。

ベルギー・ルクセンブルグ マツダモーターベラックス（MMB）
　● SOSチルドレンズ・ヴィレッジへの協力関係を継続しました。

ハンガリー マツダモーターハンガリー（MMH）
　● SOSチルドレンズ・ヴィレッジで、親代わりとして子どもたちと生活を共にする女性職員

たちが休暇をとれるよう子どもたちのためのサマーキャンプを支援しました。交通費や
発達治療のための道具や備品（CDプレイヤーを含む）、その他のサマーキャンプ費用
を寄付しました。

　● 7月、ケーセグSOSチルドレンズ・ヴィレッジでのボランティア・デーを支援しました（公
園の遊具のペンキ塗り、砂利敷き、コンクリート流し、最優秀児童の発表式を含む）。

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）。
　● 2月、MMC従業員はSOSチルドレンズ・ヴィレッジで、子どもたちと一緒にブルーム・ボー

ルを楽しんだあと、ヴィレッジ内の家庭を訪問しました。

オランダ マツダモーターネーデルランド（MMN）
　● 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
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※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（スペイン語でキス）」と「SOS」を合わせて「BSOS」
と名付けられています。
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■ さまざまな慈善活動への支援（英国） 地域

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。
2012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。
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） 

　● 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）

■ サイクリングやチャリティ・ウォークでのがん研究支援
　（ベルギー／ルクセンブルグ） 地域

目的 ： がん研究を支援する。
取り組み ： ファイト・アゲインスト・キャンサー（がんとの闘い）という1,000キロを走破するこ
のイベントやチャリティ・ウォークイベントへ参加し支援活動を実施しています。
2012年度実績
　● MMBは、5月、がん研究支援のため、チャリティ・ウォークとサイクリング・ツアーを主催

しました。MMBとMLE（マツダモーターロジスティクスヨーロッパ）の従業員、その友達
や家族が招待され、会費と引き換えに飲み物と食べ物を提供しました。
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MMRの社会貢献活動推進者

代表取締役社長
ヨルグ・シュライバー

i 子ども向けイベント

j 高齢者支援

h 「EN」のロゴマーク
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マツダモーターロシア（MMR）は、従業員、およびマツダファンクラブ会員の自由参加によ
る慈善活動プロジェクト、「EN（縁・人と人との深いつながり）」を通じ、地域社会のニーズに
応じたさまざまな社会貢献活動を行っています。

■ 慈善団体への支援 人材  地域

目的 ： 病気の子どもたちのための慈善団体（rusfond）への支援、および従業員のチャリティー
活動参加を推進する。
取り組み ： MMRは子ども向けイベント（年2回）や、余剰PR品の販売を通じて病気の子ど
もたちのために募金活動を行っています。
2012年度実績
9月、子ども（または甥、姪など）を持つすべての従業員に、自分もしくは子どもたちが描い
た絵を持ってくるよう奨励し、展覧会を開催しました。入場料と、余剰品（Tシャツ、メモ帳、
鉛筆）の全売上は、手術が予定されている病気の子どもたち6名の支援に充てられました。

■ 高齢者ホーム支援 人材  地域

目的 ： ロシアの高齢者ホームに居住する高齢者を支援する。
取り組み ： MMRのボランティアは、月ごとに誕生日カードを送ったり、新年や復活祭に個
人的な手紙を送ったりして高齢者を支援しています。
2012年度実績
MMRの従業員は、フェイスブックより情報が入手できるなど活動内容が明確で専門性を
持つチャリティ・ファンドからの住所情報に基づき、300枚のカードを作成し、同ファンドを通
じて、カードの受け取りを希望する方々の誕生日に届けていただきました。MMR従業員か
ら高齢者の方々への手紙はニューイヤーカード(約100枚)やイースターカード（約100枚）
を加えると計500通となりました。

ロシア
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a 中古衣類の箱詰めの様子

b ズームズーム・ハグのメンバー

渉外法務部　
スペシャリスト　
張

ジャン
 明

ミンユー
煜

MCOの
社会貢献活動推進者

工会党務室
室長
張

ジャン
 勇
ヨンジー

志 

FMSCの
社会貢献活動推進者

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
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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。

■ マツダ麦苗クラスの設立 人材  地域

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 ： MCOは2005年に中国で初めて設立された民間公益助学団体「麦田プロジェ
クト教育基金会」を通じて、教科書以外の本を読む機会に恵まれない学校に対して、図書館
設立資金および図書の贈呈を行うとともに、従業員がその学校の子どもたちと文通を行い、
精神面サポートを行っています（P71参照）。
2012年度実績 
支援する学校へ図書館設立資金と図書の贈呈を行うとともに、「マツダ麦苗クラス」の50
名の子ども達とMCOの50名の従業員ボランティアが1対1の文通を実施しました。

■ 子どもたちへの寄付 人材  地域

目的 ： 自然災害を受けた子どもたちを支援する。
取り組み ： ＦＭＳＣは、洪水災害を受けた四川省の大涼山地域に中古衣類の寄付活動を行っ
ています。
2012年度実績
12月に全社で中古衣類約350点を集め寄付しました。

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を支援することにより、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。

■ ズームズーム・ハグの実施 人材  地域

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、MT従業員やディーラー、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。2012年度からの取り組みとして、台湾のさまざまな大学内のチャリティー・ク
ラブへの協賛を開始しました。
2012年度実績 
　● MTグループの従業員とファンクラブメンバー約20名は台中にあるJia-Nan小学校を

訪問し、約40名の生徒と一緒に一日を楽しみました。
　● MTはズームズーム・ハグの4年目の活動として、国立中央大学のチャリティー・クラブ

に協賛しました。

中国

台湾

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

a

b

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



人事部 アナリスト
スカーニャ・ホォングヘン

AATの
社会貢献活動推進者

人事総務部
オサラ・ナムカーム

MSTの
社会貢献活動推進者
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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。

■ マングローブ植林 環境  地域

目的 ： 環境保護の必要性に対する地域社会の人々の意識を高める。
取り組み ： マングローブ植林活動を支援しています。
2012年度実績 ※1

12月に、約100名のAAT従業員がマングローブの植林活動に参加しました。

■ 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

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。
2012年度実績 ※1

学校での安全プロジェクト
　● ラヨーン県Bann Raweung学校にて健康な生活を維持するための昼食プログラム

を提供しました。
　● 文房具や運動器具の寄付、学校の設備や備品の修理や点検を通じた学校教育プログ

ラムなどを支援しました。
HIV／AIDS ケア施設の支援 
　● カミリアン・ソーシャル・センターのクリスマスパーティにおいて、文房具、生活用品の寄

付、資金の提供を行いました（計65名の子どもたちが参加）。

■ インターンシップ・プログラムの支援 人材

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
を対象とした「インターンシップ・プログラム」を継続的に実施しています。このプログラム
において学生たちは、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ることが評価されています。
2012年度実績 ※1

3月から5月にかけて、約30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。

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

c

d

e

c マングローブ植林活動の参加者

e カミリアン・ソーシャル・センター

d 学校での安全プロジェクト

タイ

※1 2012年1月〜2012年12月
環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



g 洪水被害を受けた学校での植樹活動
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■ さまざまな慈善活動への支援 人材  地域

目的 ： タイの地域社会のための慈善団体や慈善活動を支援する。
取り組み ： AATおよびその従業員がさまざまな慈善活動へ参加しています。
2012年度実績 ※1

　● AATとサプライヤーは、タイの経済的に恵まれない子どもたち、障害を持つ若者、およ
び貧困に苦しむ人々を助けるファーザー・レイ財団に寄付を行いました。

　● 12月のタイ国王生誕記念日に寄せて、病気やけがを負った人を対象としたプロジェク
ト「ドゥー・グッド・フォー・ダッド」のため、約470名のAAT従業員がタイ赤十字社を通じ
て献血を行いました。

■ タイの洪水再興支援 人材  地域

目的 ： タイの復興と救援活動を支援する。
取り組み ： MST活動委員会は、郊外地域の学校ができるだけ早く平常状態に再興できる
よう集中的に支援しています。
2012年度実績
MSTの従業員は、修理、ペンキ塗り、植樹などにより、アユタヤなどの地域の学校において、
建物や校庭の清掃・修復活動を支援しました（計60名が参加）。

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

f

g

f ファーザー・レイ財団のイベント

※1 2012年1月〜2012年12月
環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



PTMMIの社会貢献活動推進者

財務・総務部 人事マネージャー
ヘンデラ・ダルマワン

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
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PTマツダモーターインドネシア（PTMMI）は地域社会のニーズに応えるさまざまな活動を
支援しています。

■ インドネシア洪水復興支援 地域

目的 ： ジャカルタとその周辺地域の復興および救援活動を支援する。
取り組み ： PTMMIとその従業員は、ジャカルタで起きた洪水の被災者に対し救援活動を行い、
インドネシア赤十字社に義援金を寄付しています。
2012年度実績
2月、PTMMIとその従業員から集められた寄付金は、インドネシア赤十字事務所（ジャカル
タ）において、同事務局長にPTMMI社長から直接手渡されました。

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。

■ 王立小児病院の支援 人材  地域

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3〜4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。
2012年度実績
　● MAとサプライヤーから、約100名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は、30名のチアリーダーの派遣、Zoom-Zoomロゴ付きの紙コップや当日子ども

たちに配る記念品の寄付を行いました。

■ カジュアル・ドレス・デーの実施 人材  地域

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、地域のさまざまな慈善団体
に寄付しています。
2012年度実績
王立小児病院、乳がん財団、制癌審議会、その他地域の慈善団体に寄付しました。

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

h
h PTMMI社長からジャカルタの

インドネシア赤十字事務所長への寄贈

インドネシア

オーストラリア

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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
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■ スポーツの振興支援 地域

目的 ： スポーツを振興する。
取り組み ： MAは、「ノース・メルボルン・フットボール・クラブ」の主要スポンサーとして協賛し
ています。
2012年度実績
寄付および16台の車両の貸与のほか、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による支援を行いました。

■ 文化の支援 地域

目的 ： 文化芸術を支援する。
取り組み ： MAは、13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、9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
て協賛しています。
2012年度実績
　● クイーンズランド州立美術館で開催されたパリ・オルセー美術館所蔵の素描展「モダン・

ウーマン ： 娘たちと恋人たち1850―1918 パリ・オルセー美術館所蔵展」に協賛しました。
　● 「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。

■ 赤十字社災害救援支援 地域

目的 ： オーストラリアでの災害復興および救援活動を支援する。
取り組み ： 大規模な山火事や洪水の被災者のために義援金を集め、オーストラリア赤十字
社を支援しています。
2012年度実績
MAとMA従業員およびディーラーは、2012年末から2013年初めにかけてタスマニア、ヴィ
クトリア、ニュー・サウスーウェールズおよびクイーンズランドでおきた大規模な山火事や洪
水による被災者支援のための寄付を行いました。

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、750万豪
ドルの支援を行っています。

■ 学校での食育の支援 人材  地域  財団

目的 ： オーストラリアでの食育改革をリードし、生涯にわたって健康的な食生活を送るため
の生活技能を子どもたちに教える。
取り組み ： MFAは、ステファニー・アレクサンダー・キッチン・ガーデン財団（SAKGF）のプロ
グラムを支援しています。同財団は次世代のオーストラリアの人たちの間に根本的な社会
的変革をもたらすことを目指し、子どもたちが学校で有機農作物を育て、収穫し、調理し分
かち合うプロセスに携わらせる運動をしています。
2012年度実績 ※1

プログラムの発展を支援するサポートセンター設立のため2012年度より3年間にわた
る協賛を決めました。

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

マツダ財団オーストラリア

※1 2011年7月〜2012年6月
環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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
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■ 一人ひとりの安全を守るプログラム支援 人材  地域  財団

目的 ： 子どもたちを虐待から守る。
取り組み ： MFAは、子どもの虐待のみならず、家庭内暴力やいじめなど、さまざまな形態
の虐待や暴力を減らすことを目的とするブレイブハーツ・ディットーズ・キープ・セーフ・アドベ
ンチャー・パーソナル・セーフティ・プログラムを支援しています。ブレイブハーツは10年以
上にわたってオーストラリア全土で子どもの性的虐待の防止などを中心に貢献活動を続け
ています。
2012年度実績 ※1

ブレイブハーツがタスマニアの学校や保育所、幼稚園にこのプログラムを提供すること
ができるよう補助金を提供しました(3年計画)。

■ 子どものための安全教育支援 人材  地域  財団

目的 ： 脊髄損傷につながる事故の避け方や、路上や水中、遊びにおける安全確保の方法
を子どもたちに教育する。
取り組み ： MFAは、クイーンズランドの子どもたちに怪我することなく安全に過ごす方法
を教え、注意を促す活動をしているスパイナル・エジュケーション・アウェアネス・チーム（SEAT）
を支援しています。教育チームのボランティア20名全員が深刻な脊髄損傷を経験しており、
車椅子を使っています。過去24年間で、SEATプログラムが教えた児童・生徒は約150万
名に上ります。
2012年度実績 ※1

アニメーションを盛り込んだ画期的なマルチメディアプログラムを小学生向けに新しく導
入するため、脊髄損傷協会に補助金を提供しました。

■ 技能教育プログラム支援 人材  地域  財団

目的 ： 雇用と学習機会を提供することで個人のより良い人生のための選択肢を増やす。
取り組み ： MFAは、スキルスプラス社を支援しています。同社はメルボルン近郊の障がい
者、成人移民、および不安定な経済状態にある若者たちに幅広い雇用、研修、教育の機会
を提供しています。
2012年度実績 ※1

革新的な技能教育プログラムに使用されるコンピューター25台を購入するための補助
金をスキルスプラス社に提供しました。

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

※1 2011年7月〜2012年6月
環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



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）
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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、350を超える個人・団体に
130万NZドルを超える支援を行っています。

■ 地域の自生樹木による庭園づくり、「ツリーメンダス・スクール・
　メイクオーバー」プロジェクトの支援  環境  人材  地域  財団

目的 ： 野外・環境教育の提供を支援する。
取り組み／2012年度実績
MFNZは、2013年にプロジェクト・クリムゾン・トラストと共同で「ツリーメンダス・スクール・
メイクオーバー」プロジェクトに参加しています。同プロジェクトでは、毎年、応募校の中か
ら4つの小学校を選び、その校庭の一部に地元の自生樹木や草花を植樹し、環境・野外教
育を支援しています。
2004年以来、「ツリーメンダス・スクール・メイクオーバー」プロジェクトでは23件の野外改
善を行ってきました。
ツリーメンダスチーム（MMNZ従業員、ディーラースタッフ、マツダ財団役員、学校関係の
地域コミュニティ、保護者および子どもたち）が選ばれた4校を訪問しました。地域自生の植
物を野外の一角に植えることによって地域固有の鳥や野生動物を引き寄せ、生徒や教師、
地域住民たちが自然観察を楽しんだり、くつろいだりできる場となるよう環境整備に協力し
ました。

■ ペーパー・フォー・ツリー・プログラムの支援  環境  人材  地域  財団

目的 ： リサイクルプログラムを支援する。
取り組み／2012年度実績
MFNZは、学校や幼稚園に紙・厚紙のリサイクルシステムをニュージーランド全域で展開し
ているリサイクルプログラム「ペーパー・フォー・ツリー」を支援し、持続可能な資源利用のた
め環境教育団体（EERST）に補助金を提供しています。参加校には年度末に、紙と厚紙のリ
サイクル量に応じて地域自生の樹木が贈られます。
MFNZは、クライストチャーチでの地震被害のため2010年からプログラム参加ができなくなっ
ていた同地域の学校のため、2011年のリサイクル実績に対して1,700本を超える地域自
生の樹木を提供しました。
地域自生の樹木を植えた一画を作ることで、生徒たちに魅力的な遊び場を提供するだ
けでなく、鳥や虫、トカゲなど野生動物を引き寄せることによって学習機会の提供にもつ
ながっています。

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

i

j

j ペーパー・フォー・ツリー・プログラム

i 小学校植樹活動

ニュージーランド

マツダ財団ニュージーランド

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



m コンサートの様子

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）

l 奨学金を授与された音楽専攻の学生

k オオマダラキーウィ
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■ ニュージーランド・コンサベーション・トラストの支援  環境  地域  財団

目的 ： 絶滅危惧種の野鳥類を保護する。
取り組み／2012年度実績
MFNZは、ニュージーランド・コンサベーション・トラストのさまざまな保護活動のうち、クラ
イストチャーチで行われているオオマダラキーウィ繁殖プログラムに対して補助金を提供し、
象徴的な原産種の存続に寄与しています。
MFNZは、キーウィの抱卵時間を正確に測ることのできる診断用タイマー20機を購入する
ための支援を行い、同トラストによる卵の採取時期の確認に貢献しています。

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12月に設立され、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、92億コロンビアペソを超える支援を行っています。

■ 教育助成金の支援 人材  地域  財団

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。
2012年度実績 ※1

190名の応募者の中から22名の優秀な学生に奨学金を提供しました（物理学の博士課程
2名、修士課程4名、数学の博士課程5名、修士課程4名、音楽の修士課程5名、音楽専攻の
学部課程2名）。

■ 音楽コンサートの開催 人材  地域  財団

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
ダーや関係省庁、お客さま、学術団体の代表者などを招待しました。
2012年度実績 ※1

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、
6つのコンサートの開催を支援し、約4,800名の人々がこれらの音楽を鑑賞しました。

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

l

m

コロンビア

マツダ財団コロンビア

k

※1 2012年1月〜2012年12月
環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



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
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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。

■ マツダ自然保護基金（MWF） 環境  地域

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、すべてMWFによって賄われています。
2012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。

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

南アフリカ

環境  環境保全に貢献する取り組み　 安全  交通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



108  お客さまへの取り組み
          　品質
          　商品
          　販売
          　アフターサービス
126  安全への取り組み

インドネシアでアフターサービス向上を推進しています
インドネシアでアフターサービスのマネジメントを担当しています。整備のため来店されたお客
さまにご満足いただけるサービスを提供できるよう、スタッフの研修を充実させています。また、
2013年度は部品をより早く店舗に届けられるよう倉庫を新設しました。仕事を進めるにあたっ
ては、マツダ本社の戦略から店舗整備スタッフのニーズにまで幅広い視野を持つことを意識す
るほか、現地スタッフとより良い関係を構築できるよう語学力の向上にも努めています。インド
ネシアは自動車保有台数が激増する成長市場です。アフターサービスの面でもスピーディに
成長できるよう現地スタッフとともに取り組んでいきます。 PT.マツダ・モーター・インドネシア

 子籠 一弘

お客さま満足
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Mazda Quality 5つの質
「あらゆる提供物の質」：マツダが提供する商品、
販売、サービス、コミュニケーション、人の質

「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、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。
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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

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。

■ ブランド価値向上の取り組み
マツダは「Mazda Quality 5つの質」の改善を通して、これまで積み上げてきた品質向上
の取り組みをさらに進化させることで、マツダらしい価値をお客さまに提供し続け、ブラン
ド価値向上につなげていきます。
＜考え方＞
私たちはクルマをこよなく愛しています。クルマを通じて豊かな人生を過ごしていただきた
いという考えのもと、将来にわたって地球・社会とクルマが共存している姿を思い描き、ど
んな困難にも独創的な発想で挑戦し続けています。
1. カーライフを通じてお客さまに人生の輝きを提供する。
2. 地球・社会と永続的に共存するクルマをより多くのお客さまに提供する。
3. 挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な“道”を極め続ける。

■ 基本的な考え方
品質方針のもと、お客さまに提供する価値を高めるため、マツダグループ全体で品質向上
に取り組んでいます。

a

人間行動の質

あらゆる提供物の質

お客さま満足

ブランド価値

マネジメントの質 職場環境の質仕事の質

a

品質

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）

①

②

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

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）。

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。

お客さまに喜んでいただくことが
私たちの願いです。
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■ 品質向上に向けての取り組み
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・開発段階における開発品質から、商品をお届けするまでの量産品質まで、一貫性を持っ
た品質のつくり込みに取り組んでいます。

■ 品質つくり込みの確実な実行
商品の性能と信頼性のさらなる向上とともに、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技術を搭載したCX-5、新型アテンザをはじめ、すべての商品でこの取り組みを
適用しています。

■ 出荷以降の品質保証強化
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
保証体系を整備しています。

■ 海外生産拠点における品質保証体制
海外の生産拠点においても日本国内と同様の量産準備活動、生産／検査工程の確立、購
入品の品質確保などを行い、生産する商品の品質が国内と同等となるような品質保証体
制を確立しています。また、現地で生産に携わる人材を育成するため、研修や日本人スタッ
フによる指導を行っています。このような取り組みを通して、2012年度には新たにロシア
で生産を開始しました。また、2013年度中には、メキシコでの生産を開始する予定です。

品質つくり込み技術の革新

b c

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

b 品質つくり込みプロセス

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

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
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お客さまのニーズに応えられるよう、常に国内・海外の市場情報や品質情報を収集
しながら、お客さまの声に真摯に耳を傾け、迅速な品質改善と今後発売する商品の品
質向上強化に取り組んでいます。

■ 品質改善の早期化
「網羅性の向上」「確実な品質改善」「問題認知の早期化」「解決の迅速化」という4つの柱をベー
スに、販売会社や各市場の生産拠点とともにマツダグループ一丸となった品質改善の早
期化を行っています。
具体的には国内・海外の販売会社から、品質に関する正確な情報を網羅的にリアルタイム
で収集するとともに、社内各部門が協業して確実な品質改善を加速させています。また、品
質の経時変化に関しては、市場で使われているクルマや部品を調査して潜在的な問題を早
期に認知し、問題解決の迅速化を図っています。

■ お客さまが感じる期待や不満への取り組み
「こういう商品であって欲しい」「ここが使いにくい」といったお客さまの期待や不満への対応は、
品質改善の重要な要素です。マツダは、お客さまの声に対応するため調査・分析を行い、そ
の結果を速やかに量産車の品質改善や、新型車開発に活かしています。
＜調査・分析の事例＞
　● 第三者機関を活用した市場調査
　● マツダ独自に開発したアンケートの実施
　● SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）上のお客さまの声の分析

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、QC（Quality Control）サー
クル活動、品質管理教育にマツダグループ全体で取り組んでいます。
＜主な活動＞
品質意識啓発活動
全従業員が参加する「品質ミーティング」を定期的に実施して、一人ひとりが品質に関する
意識や行動を振返り、新たな気付きを得ることによって、品質意識と行動の質を高め、劇的
な品質の向上に繋げる活動を行っています。
また、品質月間（11月）には「確かな仕事の積み重ねでお客さまに喜ばれる商品・サービス
を提供する」という品質方針を再確認する社長メッセージを発信しました。
マツダQCサークル活動
職場での品質向上を図るため、マツダ社内をはじめ、サプライヤー、販売会社、海外生産拠
点においてQCサークル活動を実施しています。年に1回、マツダ本社においてオールマツ
ダQCサークル大会を開催し、品質改善活動による成果発表を行っています。マツダのQC
サークル活動は、2012年の全日本選抜QCサークル大会で本部長賞金賞を受賞するなど、
社外から高い評価を得ています。
品質管理教育
お客さま視点で自ら問題を発見して解決し、継続的改善ができる人材を育成することを目
的として、マツダ社内をはじめ、国内・海外グループ会社従業員を対象に、品質管理教育を
実施しています。いつでも、自分に合った教育が受けられるよう従業員のレベルや階層に
応じた品質管理教育コースを設定し、品質管理教育を実施しています。

お客さまの笑顔のために考え、行動できる人づくり

e

f

e オールマツダQCサークル大会

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 係長・主任向けQuality
向上セミナー

継続的改善の考え方およびあるべき
姿の明確化とその実現に向けた考え
方を理解し、行動に生かす。

8 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。

f 全社品質管理教育一覧

お客さまの要求品質を実現するための取り組み
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

d 品質改善の早期化

d
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＊4 J.Dパワー・アンド・アソシエイツ 2013年米国自動車初期品質調査SM

（IQS）。83,000名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2013年2月から5月。

＊5 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ 2013年ドイツ自動車保有満足度調査SM

（VOSS）。2010年1月〜2011年12月に新車登録した17,000人以上の
自動車保有者の回答による。調査実施時期は2013年1月から3月。

＊6 J.Dパワー・ アンド・ アソシエイツ 2013年自動車商品魅力度調査SM

（APEAL）。83,000名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2013年2月から5月。

 詳細はJ.D.パワー・アンド・アソシエイツ社グローバルサイト(http://
www.jdpower.com/)を参照。
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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。

「Mazda Quality 5つの質」向上の手段として、ISO9001※1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、マツダの各対象部門で運用しています。2012年度は、
外部審査１回、内部監査延べ180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、特にクルマの安全品質はすべてに優先して対応すべきことと考えています。
マツダでは安全に対する厳しい基準を設け、お客さまに安心してお使いいただけるクルマ
づくりを行っています。さらに万全を期すため、国内・海外の販売会社と連携し、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
販売会社とともに、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。
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。その中で、お
客さまのクルマ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のっと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）

マツダ品質マネジメントシステム（M-QMS）

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

ISO9000シリーズ取得歴
● 1994年 ： ISO9002※2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  品質管理および品質保証の国際規格
※2 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
※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.

品質向上の取り組みの成果

2013年度（2013年4月～2013年７月）の成果

車種 国 外部指標名 部門 評価 主催者

MX-5
（ロードスター） 米国 2013年初期品質調査（ＩＱＳ）＊4 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） 米国 2013年初期品質調査（ＩＱＳ） サブ・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

Mazda3
（アクセラ） ドイツ 2013年自動車保有満足度調査

（VOSS)＊5 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

Mazda5
（プレマシー） 米国 2013年初期品質調査（ＩＱＳ） コンパクト

マルチパーパスビークル部門 第2位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

CX-5 米国 2013年自動車商品魅力度調査
（APEAL)＊6 クロスオーバーユーティリティ部門 第1位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

※その他各国におけるJ.D.パワー・アンド・アソシエイツおよびJ.D.パワーアジア・パシフィック実施の調査の詳細は、J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社グローバルサイト(http://www.jdpower.com/)にて、ご確認いただけます。

2012年度（2012年4月～2013年3月）の成果

ブランド 国 外部指標名 部門 評価 主催者

マツダ 米国 Automaker Report Cards＊1 ブランド 第2位 コンシューマーレポート社

車種 国 外部指標名 部門 評価 主催者

MX-5
（ロードスター）

米国 2012年初期品質調査（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

米国 2013年自動車耐久品質調査（VDS)＊3 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） 米国 2012年初期品質調査（ＩＱＳ） サブ・コンパクトカー部門 第3位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

Mazda3
（アクセラ） 米国 2013年自動車耐久品質調査（VDS) コンパクトカー部門 第3位 J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社

※その他各国におけるJ.D.パワー・アンド・アソシエイツおよびJ.D.パワーアジア・パシフィック実施の調査の詳細は、J.D.パワー・アンド・アソシエイツ社グローバルサイト(http://www.jdpower.com/)にて、ご確認いただけます。

＊1  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。

＊2  J.Dパワー・アンド・アソシエイツ 2012年米国自動車初期品質調査SM（IQS）。
74,000名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2012年2月から5月。

＊3  J.Dパワー・アンド・アソシエイツ 2013年米国自動車耐久品質調査（VDS)
調査SM。2010年型車を新車から3年以上乗っている所有者37,000名
以上の回答による。調査実施時期は2012年10月から12月。

 詳細はJ.D.パワー・アンド・アソシエイツ社グローバルサイト(http://
www.jdpower.com/)を参照。

http://www.jdpower.com/
http://www.jdpower.com/
http://www.jdpower.com/
http://www.jdpower.com/
http://www.jdpower.com/
http://www.jdpower.com/


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。

a

「iシリーズ」ラインアップ （2013年3月末現在）
● 助手席リフトアップシート車：助手席のシート

が回転･昇降する車両（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）

プレマシー助手席
リフトアップシート車

c
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■ 商品づくりの考え方
ブランドメッセージ“Zoom-Zoom”（P2参照）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（P5参照）に基づ
き、「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」を実現するSKYACTIV技術（P44参照）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

■ 「インテリジェント･ドライブ･マスター（i-DM）」の進化
ドライバーと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
する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、
国内でデミオ、アクセラ、CX-5、新型アテンザ、プレマシー、ビアンテの6車種に導入しました。
新型アテンザでは、システムに改良を加え、同乗者にとっての快適性・安全性を高めました。
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。

■ 運転中も安全にネットワークを楽しめるという理想を目指して開発した
　 システムを新型Mazda3から採用
スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、インターネットへの常時接続やソーシャ
ルメディアでの自由な情報発信・共有へのニーズが高まっています。マツダはこのような
社会環境を背景に、走行安全性を最優先に考えた新しいHMI（ヒューマン・マシン・インター
フェース）のもと、ネットワークとつながる楽しみをクルマに乗りながらも享受することが
できる「カーコネクティビティシステム」を開発し、新型Mazda3（日本名 : アクセラ）から
採用します。
このシステムでは、ハンズフリー通話やメール受信機能、インターネットラジオやリアルタ
イム交通情報サービスに加え、メールやFacebook、twitterの読み上げ機能を搭載して
います。一方で、安全性能を高めるため、ドライビングポジションや運転視界などの基本
性能を向上させるとともに、独自のコマンダーコントロールなどで構成されるシンプルで
使いやすい表示／操作デバイス群やグラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）を新
開発しました。

■ 福祉車両の開発
「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福祉車両を発売し、現在は「i （アイ）シリーズ」として3
つのラインアップを展開しています。
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取り組みを2011年度から開始しました。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。

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技術搭載車の市場導入を継続（新型アテンザほか）
● SKYACTIV-Gが平成25年度文部科学大臣賞を受賞
● SKYACTIV-Dが2012～2013日本自動車殿堂カーテクノロジーオブザイヤーを受賞

主なTOPICS

a

b

c

商品

b 新型「Mazda3」に採用される、
シンプルで使いやすい表示／操作デバイス群



d アテンザセダンのトランク

e アテンザワゴンのラゲッジルーム

f VIP（CX-5）
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■ 多様なお客さまニーズへの対応
日・米・欧・中の開発拠点を中心に市場やお客さまの情報をグローバルで収集、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。
2012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。

■ 動画やCGを使って商品機能を説明するVisual IT Presentation（VIP）
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、2013年3月末現在で全国59の販売会社、753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。

■ ニーズにきめ細かく応えるカスタマイズ事業
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、国内では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。
2012年度は、「東京オートサロン2013」（2013年１月）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。
過去の東京オートサロンで得られたニーズの商品化例

● ボディデザインとの一体感を高めたエアロパーツ
● LED加飾ライトを一部に活用した用品展開

新型アテンザ
● セダンのトランク： 人間工学に基づく造り込みによる流麗なスタイルを保ちつつ、開

口部の拡大とスワンヒンジの採用で荷物の出し入れの負担を大幅に軽減 
● ワゴンのラゲッジルーム ：荷物の積み下ろしのしやすさを徹底的に追求し、最適なリ

アゲート開口形状など、使い勝手の良さを向上 

d

e

f

女性の価値観や特性を追求し、女性の視点が
織り込まれたクルマづくりの実現に取り組ん
でいます。運転に苦手意識を持つ女性にもマ
ツダ車を好きになってほしい、運転を楽しんで
ほしいと考え、開発、企画などのメンバー15名
が週1回集まり、部門の壁を超えて議論を交わ
しています。2012年度には、過去5年間作成
してきた女性に関する情報を社内の開発・販
売部門へ公開したり、「女性に喜ばれる運転支
援機能とは」といった事例を展開する活動を実
施したりしました。今後も「女性に関する情報
の泉」として、さらなる情報の充実とともに、さ
まざまな部門と協働し、女性に楽しさを提供で
きるクルマづくりに寄与したいと考えています。

Voice
女性に楽しさを提供できる
クルマづくりを目指して

（左）PT開発本部 
エンジン性能開発部
中村 知月

（右）PT開発本部
走行・環境性能開発部
伊東 景子



g 「CARPTURE FOR DRIVERS」のフェイスブックペー
ジを使ったフォトコンテストも開催

h ウェブチューンファクトリー
http://www.w-tune.com/
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■ ウェブを通じたお客さまへの情報発信･購入サポート
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

マツダ公式Facebookページ
2011年度から、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。2013年3月末現在約7万件の「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します。
スマートフォン対応
スマートフォン対応として以下の取り組みを行っています。

● ウェブサイトのスマートフォン対応としてSKYACTIV技術搭載車種を含む全車種情報
をコンテンツ化し、見積もり、試乗車検索、販売店検索といった購入検討に必要なツー
ル類の充実化を行っています。

● 新型アテンザの国内市場導入に合わせ、2012年12月末よりクルマ好き向けのカメラ
アプリ「CARPTURE FOR DRIVERS」を無償提供しています。
マツダのチーフデザイナーが監修し、クルマを美しく撮影するための「アングルガイド機能」
や撮影した画像の編集が可能な「アフターエフェクト機能」などクルマ好きが楽しめる
機能を採用しています。お客さまに、クルマの保有体験において歓びを感じていただき
たいという考えから開発しました。2013年3月末現在で、i-OS版、Android版合わせ
て11万件をダウンロードしていただいています。
この「CARPTURE FOR DRIVERS」は、第4回国際自動車通信技術展「ATTTアワード

（自動車通信技術賞）コンテンツアプリ部門優秀賞」を受賞しました。
自分仕様のクルマの購入を検討できる「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。2013年3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。

■ 海外モータースポーツ支援
マツダ車は世界各国でモータースポーツに利用されており、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。特に米国、欧州、オーストラリア、南アフリカなどの海外拠点
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。
最近はモータースポーツにおいて、環境に配慮した規則が強化されています。※1

2013年1月より米国で開催されているGrand AmシリーズのGXクラスは、環境に配慮し
た技術を採用した車両のみが出場できる新設カテゴリーです。マツダはこのクラスに燃費
とパワーを両立したクリーンディーゼルエンジンSKYACTIV-Dで挑戦しています。今後、
米国でSKYACTIV-DをMazda6（日本名：アテンザ）に搭載し導入することから、このレー
スを通じて、米国のお客さまにもクリーンディーゼルエンジンの走りと優れた環境性能をアピー
ルしていきます。

g

h
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※ 1 F-1、ラリー選手権などでは 1600cc ターボに統一するなど
　　 小排気量化がすすめられています。

http://www.w-tune.com/


l

m

顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」（2013年春号）

「APA International Content Marketing Awards」
自動車業界誌部門で最優秀賞を受賞

i

j

k

Mazda6 Grand-Am GX SKYACTIV-D Diesel Racing

2012年6月 ルマン24時間レース期間中の記者会見

ルマンLMP2 SKYACTIV-D Diesel Racing搭載
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2012年度の実績
SKYACTIV技術によるモータースポーツ支援活動として、北米の販売統括会社が中心となり、
レース仕様のSKYACTIV-Dを開発し、参戦チームに供給を開始しました。

● Grand Amシリーズ GXクラスに新型Mazda6（日本名 ： アテンザ）ディーゼルで挑戦
2013年１月のデイトナ24時間レースでデビュー。第4戦〜第8戦でクラス優勝を果た
しました（2013年7月30日時点状況）。

● ルマンシリーズ　LMP2クラスに供給
ルマンシリーズLMP2クラスに参戦するプライベートチームに供給することを2012年
6月のルマン24時間レース期間中にサルト･サーキットで発表しました。ルマン24時間レー
スは2013年からはアジア･シリーズの開催が決まっており、グローバルで行われるレー
スシリーズとなります。

■ 顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」
顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」を2007年10月に創刊以来、現在世界約50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 年および 2012 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。

■ 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
「お客さまとの間に特別な絆をもったブランドとなっていくことを目指す」というマツダの考
え方に基づき、広告宣伝活動を推進しています。商品の情報・表示に関しては、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。

■ マツダ車の新デザインテーマ「魂動（こどう）—SOUL of MOTION」
2010年9月、マツダ車の新デザインテーマ「魂動(こどう)—SOUL of MOTION」を発表し
ました。マツダはさまざまな「動き」のある造形を追求し、思わず乗ってみたくなるようなデザ
インを提供し続けてきました。それらを進化させる中で、生き物が一瞬見せる動きの強さや
美しさ、凛とした緊張感に注目し、見る人の魂を揺さぶる、心をときめかせる動きを「魂動」と
名付け、マツダ車の新しいデザインテーマとしました。「魂動デザイン」はCX-5や新型アテン
ザ、2013年秋以降、順次グローバルに導入する新型アクセラ／Mazda3に採用されます。

ml
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TOPICS Mazda6が2013ワールドカーデザインオブザイヤーでベスト3に

新型Mazda6（日本名：アテンザ）が「2013 ワールドカーデザインオブザイヤー」にお
いて、日本車で唯一、世界の美しいクルマ・ベスト3に選出されました。
この賞は2012年に発売された新型車の中から、優れたデザインを持つクルマに授与
されるもので、世界各国のジャーナリ
ストやデザインのエキスパートにより
審査されます。マツダは今後も、より
強く速い動き、魂を込めたデザイン
を追求し、“魂動”デザインを通じて「走
る歓び」を伝えていきます。



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 1,106件
2％

● 苦情（ご不満） 5,899件
10％

● その他 342件

●質問 52,139件
88％

合計
59,486件

実績97.0％
（前年比＋0.2％）

実績94.0％
（前年比＋0.1％）

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、ご意見などを、
フリーダイヤルでいただいています。
マツダオフィシャルウェブサイト
国内からのお問い合わせやご相談、ご意見などを、
インターネットでいただいています。

マツダコールセンター 2012年度の問い合わせ内訳
（2012年4月～2013年3月）

2012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%
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■ 基本的な考え方
「お客さまに選ばれ続ける営業」を目指して、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。

■ マツダコールセンター
お客さまの声に真

しんし
摯に耳を傾けることが、より良いものづくりの原点であると考え、国内で

は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･ご要望に、誠実･正確･迅速にお答えするだけでなく、
お客さまの声を商品開発や販売･サービスに反映できるように、社内関係部門と情報共有
を行っています。※1

＜お客さまの声の反映事例＞
● 「急加速させたら、フタの無い小物入れから小物が飛び出した」との声をいただき、今

後の商品性の向上に役立てることとしました。

■ お客さまにとって居心地が良い店舗づくり
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※2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「心地の良い」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。

■ 国内･海外の販売会社でのお客さまアンケートを実施
お客さまに日々接している販売店での対応向上のために、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「マツダお店についてのアンケート」を通して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。

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

a

a カスタマーサービス体制

※ 1 海外のお客さまからのお問い合わせやご相談、ご意見は各市場
　　 のディストリビューター、ディーラーが承っています。
※ 2 Cleanliness：常に清潔に保たれていること

● SKYACTIV技術搭載車種の導入に伴い、営業スタッフ研修をグローバルに実施
● CX-5 : 2012-2013日本カー･オブ･ザ･イヤー受賞

主なTOPICS

販売
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■ ｢マツダ営業方式｣の展開（国内）
マツダ営業方式とは、「国内販売に携わるマツダグループの従業員すべてが同じ価値観
のもと、組織力を持って『お客さまに選ばれる営業』を目指し、営業力を高めていく」とい
う考え方と活動のことです。2011年の導入以降、現在では全体の6割まで浸透、店舗全
員でのミーティングによる活発な意見交換を通じて、コミュニケーションとチームワーク
を醸成し組織力を高めてきました。現在では日々の一つひとつの活動を徹底的なお客さ
ま視点で追求する活動に昇華しつつあります。
活動事例
点検で来店されるお客さまに対し、サービススタッフが効率的に作業するだけでなく、お客
さまのご要望を踏まえたご対応をしています。サービス商品のご紹介や新型車試乗のご案
内により待ち時間を有効に活用いただくなど、お客さまの気持ちに寄り添い、次も「選んで
いただける」店舗を目指す改善活動を行っています。その結果、クルマの販売のみならず、メ
ンテナンスのパッケージ商品や保険など、カーライフ全般を任せていただけるお客さまが
増加しています。

■ 国内販売会社とのコミュニケーション
国内販売会社に対して、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※1」、「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。
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（株）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）担当者 随時

新車、中古車、サービス、保険などの各領域
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
委員とマツダオートザム担当者 年4回

※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）、SMMオートファイ
ナンス（株）、マツダオートリース（株）など全63社が加盟してい
ます。常任理事会、各種部会などを通じて、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。



d 営業スタッフ研修

c 第16回「ウォークアラウンドコンテスト」全国大会

b

CS推進事例発表会
特に優秀な活動発表例（2012年度）
神戸マツダ加古川店

「お客さま視点にたったお店づくり〜つながりの強化〜」
お客さまアンケートや自店舗の活動振り返りから課
題を抽出し改善するPDCA活動を発表
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■ 国内販売会社における成功事例の共有と表彰
CS※1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主催で年1回開催しています。
2012年度は、11月〜12月に8地区で開催し、39社が参加しました。
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。2012年度の表彰式典はお客さま視点での取り組みに向けてメーカーと販売会社
の一体感をより一層高めるため、マツダ本社のある広島で開催しました（約300名を招待）。
式典では表彰式に加え、表彰対象者に「ものづくりにかけるマツダの想い」を直接伝えるた
め、開発担当者からのプレゼンテーションや、本社工場見学を実施しました。2012年度か
ら、店舗表彰の部を追加設定。目標に向かってチームワークを発揮し、お客さま視点で活動
した結果、目標を達成している店舗を表彰しています。

「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。16回目を迎えた2012年度は、地
区大会に35社56店舗、全国大会に9社9店舗が出場しました。

■ 国内の新車導入時における営業スタッフの研修
新型導入時に、お客さまが必要としている情報をすべての営業スタッフが、正確に分かり
やすくお伝えできるように、事前研修を全国で実施しています。
2012年度は新型アテンザ導入に伴い、全国7会場で研修を開催し約1,500名が参加し
ました。サーキット走行による通常の試乗体感に加え、先進安全技術i-ACTIVSENSEに
ついて、マツダの安全思想を学習した上で、参加者全員が安全装備の体感試乗を実施し
ました。

■ 海外グループ会社・ディストリビューターにおけるCS向上の取り組み
海外のさまざまな国・地域において、CS向上の取り組みを推進しています。
＜2012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
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※2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。
● 試乗率向上と試乗による商品理解促進のため、試乗専任者を各販売会社に設置。す

でに高い実績をあげている販売会社の試乗専任者を講師として全ディーラー教育を
展開。

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

d

b

c

※1 customer satisfactionの略。顧客満足
※2 Customer Relationship Managementの略。顧客つなが

り管理



e 4Aディストリビューターフォーラム
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■ サービス品質向上に向けての取り組み（米国）
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

■ 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
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。

■ SKYACTIV技術やi-ACTIVSENSEを通したコミュニケーション強化（4A地域）
海外市場のセールススタッフが、お客さまに対して、商品の機能説明だけではなく、商品や
技術に込められたマツダの思想までお伝えできるよう、本社とディストリビューターとのコミュ
ニケーションを強化しています。
従来はマツダの営業のトレーナーが実施していた研修に、新型Mazda6（日本名 ： アテンザ）
から開発メンバーが参画することにより、より広く深い商品情報とマツダの開発における
狙い･思想を参加ディストリビューターに伝え、共有できるようになりました。
4Aディストリビューターフォーラムでの取り組み
2012年11月、新型Mazda6をテーマに4Aディストリビューターフォーラムを開催しま
した。4A地域のディーラーの代表者約130名に対して、商品コンセプトや商品特性のプ
レゼンテーション、試乗会を実施しました。試乗会では、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。また、
先進安全技術i-ACTIVSENSEについて、体感試乗会を含めたプログラムにより理解浸
透を図りました。
4A地域での新商品研修における取り組み
2013年1月より順次、4A各地域（アジア、南米、中近東）で新型Mazda6の商品研修を
開発主査および担当エンジニアと共同で実施しています。これまでに実施したアジア、南
米などでの研修では、エンジニアと現地ディストリビューター･ディーラースタッフとのコ
ミュニケーションを通じてマツダ車の開発思想や商品性をより深く共有することができま
した。また、研修において先進安全技術i-ACTIVSENSEや減速エネルギー回生システム

「i-ELOOP」について現地で体感試乗会を行い、理解浸透と店頭での分かりやすい説明
の促進を図りました。

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

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。2012年度は延べ200名が参加。

4A※ディストリビューター
フォーラム

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。2012年度は11月に開催し、約130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

※ 欧米・中国・台湾および国内を除く地域

ｅ



「お客さまの安全・安心・快適な保有体験＆お客さまに選ばれ続けるサービス」の実現

Ⅵ.高付加価値用品の開発＆導入

Ⅰ. 「まず来ていただく」
　ディーラーオペレーション
　の実現

Ⅲ.整備技術
　品質の向上

Ⅳ.ディーラーサービスの人材／
　能力開発の強化

Ⅴ.確実／
　効率的な部用品供給

Ⅱ. 「また来ていただく／
　またマツダ車を購入いただく」
　ディーラーオペレーションの実現

お客さま満足度の向上 生産性の改善従業員満足度の向上

c アフターサービス情報サイト
http://www.mazda.co.jp/service/
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1.基本方針
マツダは、アフターサービス領域においても、いつもお客さまから愛され、信頼される会社
であり続けるために、お客さまの「安全・安心・快適なカーライフ」を日々サポートしています。
そして、お客さまから、いつも「ありがとう」、「さすがマツダ」と言っていただけるサービスの
実現を目指します。

2.目指す姿

3.「目指す姿」実現に向けた取り組み

マツダ車をご購入くださったお客さまとのつながりを大切にし、カーライフを確実にサポー
トするために、まず販売店に来ていただくための情報発信など、積極的なコミュニケーショ
ンを行っています。

【国内での取り組み】

■ お客さまとのコンタクト：CRM（Customer Relationship Management）
お客さまの安全・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
● 適切なアフターサービス情報発信・収集
● アフターサービス情報サイトからの情報配信
● 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

● 市場ニーズにマッチした魅力的な用品の提供に向け、柔軟な開発体制を構築
● ＜日本＞第47回「マツダ全国サービス技術大会」開催
● ＜インドネシア＞ マツダサービス技術大会を初めて開催

主なTOPICS

アフターサービス

アドバイザー業務を担
当して約10年になりま
す。以前からお客さまの
立場で考え、お客さまに
とって本当に良いと思っ
たものをご提案するよ
うにしています。例えば、
修理を考えているお客
さまに対して費用の見
積りをご提示するのは
簡単ですが、もし長く乗
られていた場合、選択
肢を広げるためにも早い段階で起こりうるリ
スクをお伝えし、代替も視野に入れたご提案も
します。こうした最適なカーライフアドバイスを
するのも大事な責任だと思っています。お客さ
まにご満足いただき、その結果が店舗・会社の
利益につながる、そして「江口さんだからお店
に来るよ」と言っていただけるようになると嬉
しいですね。そのためにも、お客さまニーズを
発掘し、ご満足いただける「より良い接客」を目
指したいと考えています。
(関連記事は、マツダオフィシャルウェブサイト
http://www.mazda.co.jp/service/
support/contact/）

Voice

株式会社広島マツダ
庚午店
サービスアドバイザー
江口弘明

第47回マツダ全国サービス技術大会の
サービスアドバイザー部門で１位を獲得

Ⅰ. 「まず来ていただく」ディーラーオペレーションの実現

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

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

ba

※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

http://www.mazda.co.jp/service/support/contact/
http://www.mazda.co.jp/service/support/contact/
http://www.mazda.co.jp/service/


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 Webアンケートによる顧客満足度「受付満足度」の推移
（大変満足および満足と回答された割合）
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f 長安マツダ（中国）でのディーラー内研修の様子

g 「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
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お客さまに満足・感動していただいて、クルマのメンテナンス先として、継続してマツダディー
ラーを選んでいただけるよう努めています。また、お客さまのカーライフコンサルタントとして、
クルマの使い方、状態に合わせたサービスの推進を行っています。

【国内での取り組み】　

■ マツダサービスオペレーション改革プログラム
2010年4月から「マツダサービスオペレーション改革プログラム」を国内販売会社に展開し、
現在約9割の販売会社で導入しています。
以下の4項目によりお客さまにご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※1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。

■ 安心カーライフ提案活動
お客さまのクルマの保有期間を通じて、販売店が部品交換、用品提案などのカーライフサポー
トについて適切なご提案を行っています。
＜ご提案事例＞

● お客さま一人ひとりの消耗部品交換履歴・乗り方（走行距離、期間）データに基づいた
メンテナンスのご提案

【海外での取り組み】

■ DPI※2チャレンジ戦略プログラム
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、ロールプレーイングなどを通して、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。
＜取り組み事例＞

● 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
● お客さまへの定期的なコンタクト

ディストリビューターによるディーラーサポート強化
海外のディストリビューターを通じて、DPIチャレンジ戦略プログラムを推進し、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ができるよう
強力に推進しています。

一店一店のディーラーにおけるサービス対応力向上
ご購入いただいたクルマ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ご提
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、ディーラーへの展開を図っています。

e

d

Ⅱ. 「また来ていただく／またマツダ車を購入いただく」ディーラーオペレーションの実現

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

f

g

※1 Customer Satisfaction（顧客満足）の略。
※2 Dealer Process Improvement（ディーラーのプロセス改善）の略。



h 燃料フィルター交換時の脱着部品点数を削減し、
作業効率を向上した事例

脱着部品3点

脱着部品1点

以前のモデル

CX-5以降のモデル

研修 2012年度参加者数

技術研修 13名

ビジネス研修 10名

国内サービス トレーナー研修（インストラクター制度）i

つなぎ目：10mm×7箇所
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お客さまの信頼と期待に応えるために、日々、整備技術の向上に努めています。

■ サービス性向上を目指した新型車の開発
国内・海外のお客さまの声を基に整備品質を改善し、常に高い整備品質を維持するために、
定期点検・整備のしやすさ、交換頻度の高い消耗部品などの交換のしやすさを考慮したク
ルマの開発を行っています。

■ 一回確実修理を目指したツール／整備資料の提供
サービス診断機の配備

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ディーラーに配備しています。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。

整備解説書の提供
2005年4月より整備解説書の電子化（MESI : Mazda Electronic Service 
Information）を開始し、国内・海外ディーラーが迅速、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。より鮮度の高い情報をスピーディーに提供す
ることを目指しており、国内、欧州、アジア、中近東、中南米にインターネット経由で情
報提供しています（2012年3月末）。※1

また、SKYACTIV技術搭載車の市場導入に伴い、開発部門やディーラーと連携し、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。

専用工具の提供
国内・海外のディーラーがマツダ車を整備・修理する際に、常に高い整備品質を維持す
るために、作業用途に応じてマツダ車専用の特殊工具を開発しています。また、専用
工具の用途や使い方に関する詳細情報をディーラーに提供し、マツダならではの高い
整備品質をお客さまに提供できるよう努めています。

お客さまの信頼に整備品質で応えるための、高度な知識／整備技術の研鑽
さん

と、誠心誠意のカー
ライフアドバイスをお客さまにお届けするために、サービススタッフ・トレーナーの研修トレー
ニングを行っています。また、整備技術を競う「サービス技術大会」を、国内、および海外で行っ
ています。

【国内での取り組み】

■ サービストレーナー研修
ディーラー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。

h

Ⅲ. 整備技術品質の向上

Ⅳ. ディーラーサービスの人材／能力開発の強化

i

※1 米国は他のシステムを利用して整備解説書を提供



j 国内サービススタッフ研修

研修 2012年度
参加者数 内容

技術研修
定型研修 約1,200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

k マツダトレーニングセンター鯛尾

l 2012年マツダ全国サービス技術大会

m 2012年マツダサービス技術ユース大会
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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

■ サービススタッフ研修
マツダ独自の研修・資格制度を設定し、国内販売会社のサービススタッフ（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。

● 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

＜2012年度実績＞
● エンジニア職のA級※1保有者の国内販売店への配備率：80％
● アドバイザー職のB級※1以上保有率：80％

＜国内のマツダトレーニングセンター＞
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。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。2012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14名に対し、新技術に関する研修を実施しました。

■ サービス技術大会
マツダ全国サービス技術大会

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、お客さま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。この大会は2012年度で、47回目とな
り国内自動車メーカーの中で最も歴史ある大会の一つとなっています。

マツダサービス技術ユース大会
2010年度から、新人（入社3年以内）対象の「マツダサービス技術ユース大会」を新設し、
第3回目の大会を開催しました。

※1 A級（最上級）、B級（中級）、C級（初級）、無資格から構成。
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2012年マツダ全国サービス技術大会／
マツダオートザム全国サービス技術大会
開催時期 ： 地区／支部大会6～8月、全国大会 : 10月
全国大会参加チーム数 ： 24チーム
種目 : 学科競技、実技競技

2012年マツダサービス技術ユース大会
開催時期 ： 1次予選5月、2次予選6月、本大会 : 10月　
参加人数 ： 1次予選621名、2次予選138名、本大会18名
種目 : 学科競技（予選）、実技競技（本大会）
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【海外での取り組み】
■ マツダトレーニングセンターでのサービススタッフ・トレーナー研修
アメリカ（北米・中南米）、ドイツ（欧州）、中国、タイ（東南アジア）にトレーニングセンターを保
有し、各地域のディーラーのトレーナー、サービススタッフに対して研修を行っています。

n 海外サービストレーナー研修。日本のトレーニング
センター鯛尾で実施したトレーナー研修。
（欧米を除く地域からの参加）

研修 2012年度参加者数

技術研修 新型車研修 35名
ビジネス研修 4名n

TOPICS ＜インドネシア>サービス技術大会開催
2012年6月に、インドネシア初となるマツダサービス技術大会が開催されました。
本大会は、日頃の業務や研修を通じて研鑽

さん
してきた技術を競うことで、整備技術力お

よびお客さま対応力向上への動機付けを図るとともに、サービススタッフのモチベーショ
ン向上とディーラーの人材育成気運の醸成を図ることを目的としています。
今回はエンジニア10名とアドバイザー5名が予選大会を勝ち抜き、決勝大会へ参加。
それぞれ上位3名が表彰されました。
なお、インドネシアでは資格認定を推進し、約60％程度のエンジニア、約85％程度のサー
ビスアドバイザーが資格を取得しています。

決勝大会へ出場したエンジニアとアドバイザーの皆さま

アドバイザー接客応対競技エンジニア車両診断競技



p マツダから部品販売会社への即引当率

o 部品販売会社から販売会社への即納率
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クルマのメンテナンスに来られたお客さまをお待たせしないためには、必要な部品をタイムリー
にお届けする必要があります。そのために、部品を生産するサプライヤーから整備拠点のディー
ラーまで、迅速に部品をお届けできるよう、全世界規模でネットワーク再編に取り組んでいます。

■ 国内部品供給ネットワークの再編事例
● 部品在庫拠点集約による夜間広域配送

3カ所（千葉、名古屋、広島）に集約された部品在庫拠点※１から夜間広域配送を実現し、
ほとんどの部品を注文翌日の開店前に各店舗に届けています。

● コールセンター集約による受注業務の効率化
お客さまからの問い合わせ窓口を、全国4つのコールセンター（東京、名古屋、大阪、福岡）
※2に集約して、受注業務を効率化することで、迅速で正確な部品供給に努めています。

● 364日営業
元日を除く364日、いつでもお客さまからのお問い合わせに対応できる仕組みを構
築しています。

■ サプライヤーの納入改善活動
お客さまに満足いただけるよう安定的に部品を供給するため、サプライヤーと協働で、
部品生産の効率・能力の向上および生産納入課題解決のための活動を展開しています。
サプライヤーの2012年度の納期順守率は98%（前年比＋0.7％、前々年比+1.8％）に
達し、その結果、マツダから部品販売会社への引当率も高い水準で維持することがで
きています。
＜納入改善会議の実施＞
目標達成のためにサプライヤーと協働で、納入改善会議を継続実施しています。また、
サプライヤーの生産能力・効率を考慮した調達力強化システムを導入したことで、リー
ドタイムが短縮（発注から5日以内の納品）され、納期順守率改善につながっています。

市場のニーズに柔軟に対応し、最適な用品のタイムリーな提供に努めています。また、お客
さまのカーライフが、より魅力的に、より快適に、より便利に、高い満足を感じていただける
用品をお届けするための、企画、開発を行っています。

■ 市場のニーズにマッチした用品企画〜開発〜導入
● 市販品と差別化した機能的な純正用品ナビゲーションシステムなどの提供

優れた操作性や後付け感のないフィッティングの、純正用品を提供しています。
＜純正用品事例…新型アテンザナビゲーションシステム＞
● 「純正ナビゲーションシステム用パネル」　
● 「ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチ」 など

● お客さまにワクワクしていただける用品の提供
ブランドメッセージである“Zoom-Zoom”（P2参照）をお客さまに感じていただき、

「買ってつけてみよう」という気持ちを持っていただけることを目指した用品を提
供しています。
＜用品事例…CX-5の個性をさらに際立たせるM'ｚ custom（国内）＞
● LEDアクセサリーランプ
● カーボン調ボンネットフィルム など

※1 国内の部品供給を担うマツダパーツ（株）の拠点。
 千葉、名古屋は2011年から、広島は2012年から稼働。
※2 2010年4か所に集約、受注業務を開始している。
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Ⅵ. 高付加価値用品の提供〜開発〜導入

o

Ⅴ. 効率的で確実な部品供給
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■ 安全についての基本的な考え方
「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。

■ Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ） ： 
　マツダが目指す安全性能の考え方

■ 安全と「走る歓び」を両立する技術
安全な運転をサポートするため、快適な運転視界や運転操作を確保するなど、以下のよう
な機能・装備を新型アテンザ／Mazda6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。

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。
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● 「ハイビームコントロールシステム（HBC）」、「スマート・ブレーキ・サポート（SBS）」な
どの先進安全技術「i-ACTIVSENSE」をアテンザに導入

● アテンザが米国IIHS※1で「トップセーフティピックプラス2013」を獲得
● CX-5が欧州「ユーロＮCAP※2」で安全性能総合評価5つ星、日本 NASVA※3で平

成24年度「JNCAPファイブスター賞」を獲得

主なTOPICS

※1 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

※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

※3 独立行政法人自動車事故対策機構（National Agency for  
Automotive Safety & Victims' Aid）

a

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

クルマの取り組み

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。

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

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。
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理想的なドライビングポジション
オフセットのない理想的なペダル配置を実現するため、従来よりもフロントタイヤを前方に
50mm移動し、タイヤハウスを前方に置くことで、運転席の足元にスペースをもうけました。
アクセルペダルとブレーキペダルを理想の間隔とすることで操作ミスを減らし、的確で細
やかなコントロールが可能となる上、自然で無理のない運転姿勢が取れるため、長時間の
走行も快適です。
広い視界の実現「リアローディングキャビン」のフォルムは、短いフロントオーバーハングと
相まって、重心を後方に置いたサイドビューを実現。これにより、先代モデルと比べると前輪
の中心点からAピラーの付け根までの水平距離が100mm後方に下がり、ドライバーの前
方視界の拡大に貢献しています。

■ 先進安全技術「i-ACTIVSENSE」
「i-ACTIVSENSE」はマツダが目指す安全性能の考え方「Mazda Proactive Safety（マ
ツダ プロアクティブ セーフティ）」に基づき開発した先進安全技術の総称です。認知支援
を行いドライバーの安全運転をサポートするアクティブセーフティ技術に加え、事故が避け
られない状況での衝突回避・被害軽減を図るプリクラッシュセーフティ技術で構成。主な技
術は次の通りです。
先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

● 運転支援技術
マツダ・ レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）
先行車との速度差や車間距離を認識し、設定した車速内で車間距離を自動で調整・維持す
ることで、高速道路などでドライバーの負担を軽減します。

● 認知支援技術
前方衝突警報システム（FOW）
先行車を検知し、ドライバーに衝突の危険性を知らせ、衝突回避をサポートします。
車線逸脱警報システム（LDWS）
道路上の白線を検知し、車両が意図せず車線を逸脱することを予測してドライバーに警告
します。
リア・ビークル・モニタリングシステム（RVM） 
隣（左右）のレーンや後方からの接近車両を検知し、ドライバーに車線変更時の危険を知ら
せます。
ハイビーム・コントロールシステム（HBC）
先行車や対向車を検知し、ヘッドランプのハイビーム・ロービームを自動で切り替え、夜間
の視認性を確保し、危険回避をサポートします。

d
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b
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b 理想的なドライビングポジション

c 広い視野を実現した「リヤローディングキャビン」
のフォルム

d MRCC作動イメージ図

e FOWおよびSBS作動イメージ図

f RVM効果イメージ図

g HBC効果イメージ図



k 十字断面フロントフレーム
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アダプティブ・フロントライティング・システム（AFS）
ステアリングの角度と車速に応じて、ヘッドランプの向きを自動的にコントロールし、カーブ
や交差点などで進行方向を早めに照射して夜間時の安全運転をサポートします。

● 衝突回避支援・被害軽減技術
スマート・ブレーキ・サポート（SBS）
15km／h以上の速度域での走行中に、先行車と衝突の危険性がある場合、自動ブレーキ
により減速を行い、衝突回避または被害軽減を図ります。
スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SCBS）
4〜30km／hの速度域での走行中に、先行車と衝突の危険性がある場合、自動ブレーキ
により減速・停止し、衝突回避または被害軽減を図ります。
AT誤発進抑制制御
前方に障害物が検知された状態で、必要以上にアクセルを踏み込んだ場合、警告音とメーター
表示でドライバーに注意を促すとともに、エンジン出力を抑え急発進を抑制します。

■ 「事故発生時の傷害を軽減する」技術
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を着実に進化さ
せています。そのため、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って
います。主な技術は以下の通りです。
SKYACTIV-BODY ：
マルチロードパス構造および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しました。例えば、衝撃を特
定の部位だけで受けるのではなく、骨格全体に広く分散させながら受けていくマルチロー
ドパス構造の採用に加え、前後のバンパービームへ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、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。
効率的にエネルギーを吸収する十字断面フロントフレーム
SKYACTIV-BODYでは、骨格全体に加え、パーツ単位でもマルチロードパスの考え方を
適用しています。衝突エネルギーがおもに物体の稜線部分を通って伝わることに着目し、フ
ロントフレーム前端部を十字型に成型しています。従来の四角断面では4本になる稜線は、
十字型にすると12本になり、衝撃がより広く分散されます。これによってエネルギー吸収の
効率を高め、エンジンルーム内のスペース効率を向上させるとともに、エクステリアデザイ
ンの自由度も高めています。
歩行者保護 ：
衝撃吸収ボンネットおよびバンパー
万が一の衝突の際、歩行者の傷害を軽減するため、さまざまな工夫を行っています。
衝撃吸収ボンネットは、歩行者の頭部がボンネットに衝突した場合の衝撃を緩和し、傷害を
軽減するため、ボンネットの下にエネルギー吸収スペースを確保するとともに、ボンネットの
ヒンジをはじめとしてさまざまな部位にエネルギー吸収構造を採用しています。
衝撃吸収バンパーは、車両前部の歩行者の膝に当たる部分にエネルギー吸収材を用いて
衝撃を緩和するとともに、バンパー下端部に補強部材を設定し、衝突時に歩行者の足が車
両の下に潜り込んでしまうのを抑制し、万が一の事故の際に、人間の歩行機能として非常
に重要な膝へのダメージ軽減に配慮した形状にしています。

h AFS効果イメージ図

i AT誤発進抑制制御作動イメージ図

h

i

j

k

l

j SKYACTIV-BODY（新型Mazda6）

l 衝撃吸収ボンネットおよびバンパー

※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

先進安全技術「i-ACTIVSENSE」参照ホームページ
　● http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/i-activsense/

「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）参照ホームページ
　● http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/passive_safety/

制御あり

制御なし

http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/i-activsense/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/passive_safety/
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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。
2012年度は2013年3月にマツダR&Dセンター横浜（MRY）と本社(広島)で開催した「サ
ステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013〜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（P17参照）。

TOPICS 安全性能で最高基準の評価を獲得
新型Mazda6（日本名 ： アテンザ）
●  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＋（プラス）
   2013」を獲得

CX-5
●  「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
●  日本の「自動車アセスメント（JNCAP）でファイブスター賞」を獲得

マツダ
アテンザ

■ トップセーフティ
　ピック+2013

CX-5
■ ユーロ
   NCAP

■ トップセーフティ
   ピック2012※1

■ ファイブ
   スター

n

m

TOPICS アクティブボンネット
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、アクティブボンネット」（歩行者保護システム）を開発。2012年7月に発売した2人
乗り小型オープンスポーツカー「マツダ ロードスター（海外名：MX-5）」のマイナーチェ
ンジに際して、初採用しました。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
持しながらも、一定速度の範囲内で走行中に
一定以上の衝撃を感知すると、ボンネット後
部が瞬時にポップアップしてエンジンとの間
にスペースを作り、歩行者の頭部への衝撃緩
和を図るよう設計されています。 アクティブボンネット採用のロードスター

人への取り組み m 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

n 「サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013
〜マツダの環境・安全技術〜」

※1 2011年度に獲得
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■ ITSを活用した安全な社会への取り組み（国内）
ITS（高度道路交通システム）は、情報通信技術を用いて、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。広島地区ITS公道実証実験連絡協議
会に参加し、世界初の路面電車−自動車間通信型ASV実証実験を2013年10月に広島市
にて実施予定です。

■ マツダの安全への取り組みと主要な安全技術

領域
事故低減 傷害低減

事故後のサポート
一部車種のみ※2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）
■ リアクロストラフィックアラート（RCTA）※1

■ 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

危険を回避する
■ ブレーキアシスト＆EBS
■ 4輪アンチロックブレーキシステム（4W-ABS）
■ ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）
■ ブレーキ・オーバーライド・システム（BOS）

運転を支援する
■ 駐車支援システム
■ インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）

安全と快適性を両立する
■ 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
　（MRCC）
■ 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）※1

■ 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
■ オルガン式アクセルペダル

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）
■ AT誤発進抑制制御

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、十字断面フロ 
　ントフレーム、超高張力鋼板バンパー 
　フレーム
■ 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

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※1　　　　　　　　　■ 路車間通信ITS（DSRC）※1　　　　■ 広島における世界初の路面電車ー自動車間通信型ASVの実証実験※1

※1  2012年度に新規導入・実用化された技術、取り組み
※2  2012年12月現在、ご利用いただける車種は生産していません。

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/
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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＊

ASV（Advanced
Safety Vehicle）

自動車と自動車が通信を行う車車間通信を活用した安全運転支援システムの研究開発を進めて
いる。

国土交通省自
動車交通局

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

o 広島地区ITS公道実証実験

o

http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/skyactiv/


働きやすい職場環境で、仕事を通じて自己を成長させていきます
エンジンの燃焼開発を担当しています。マツダの「従業員一人ひとりを大切にしてくれる社風」
にひかれ入社を希望しましたが、今もそのイメージは変わりません。英語でのレポート提出が認
められていたり、分からない日本語は同僚や上司がサポートをしてくれるなど、働きやすい職場
環境です。また、母国に帰省する際は、有休を活用して長期連休を取ることができるなど、ワー
クライフバランスへの配慮も充実しています。これからも、信頼できる仲間と協力して、より環
境に配慮したエンジンの開発に取り組むとともに、仕事を通じて自己をさらに成長させていき
たいと思います。 パワートレイン開発本部パワートレイン技術開発部

 ニザル ジャベル

人間尊重
132  CLOSE UP  「女性にやさしい職場」から「誰もが働きやすい職場」へ
133  従業員への取り組み
145  人権尊重
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「女性にやさしい職場」から
「誰もが働きやすい職場」へ
1992年度に初めて技能系社員として女性を採用。2012年度には技能系新入社員のうち女性の割合が約2割を占めた。
現在では技能系社員の働く部門・領域のうち、半数以上で女性社員が活躍できる環境が整っている。

「クルマと体を動かすことが好き」と
いう六田は、1999年に技能職を志望
してマツダに入社、女性社員として初
めて車軸工場に配置された。仕事へ
の期待とともに「うまくやっていけるの
か」という不安があったが、日々、職場
のメンバーと対話を重ねるうちに働き
やすい環境整備が進んでいった。

3年が経ち、任される仕事が増え、
後輩女性も増えていくにつれ六田は「私
自身が働きやすい環境をつくるリーダー
になりたい」と思うようになった。

そのため「もっと自分の力を付けたい」
と、厳しい社内選考を経てマツダ短大
へ進学。座学や実技の充実した2年を
過ごした後、職場に戻るとさっそく改
善活動に取り組んだ。車軸工場での
経験やマツダ短大で得た知識を生か

し現場で役立つ改善作品を制作。「か
らくり改善®※1くふう展」にも出展、評
価を受けた。

さらに、「女性にやさしい組立ライン
づくり」をテーマにした改善活動を推
進し、ブレーキホース組み付けのため
のネジを固定する専用治具を開発。こ
れは「指先にかかる負担をなんとかし
たい」という女性ならではの思いを形
にしたもの。従来に比べて作業が容易
になり、1.9倍も生産効率がアップす
るとあって、社外からも注目を浴び、「全
国QCサークル大会」感動賞、「QCサー
クル石川馨賞」を受賞。この功績によっ
て、六田は社長表彰を受けた。

車軸組立を一通り経験し、現在は
フォークリフトを自在に操り、部品物流

を担当する六田。後輩15人にアドバ
イスをする立場でもある。「自分の知ら
ないことをなくしたい」と、こつこつと
勉強し資格取得にも積極的に挑戦、ス
キルを磨く六田の背を見て、モチベー
ションを高める後輩も多い。
「将来はライン全体を運営できるリ

リーフマンになりたい」と意欲を燃や
す加藤もその一人。「まずはできること
から」と技能検定に挑戦するという。
「後輩には答えを教えるのではなく、

考えるきっかけやヒントを与えるよう
にしている」という六田。若手の育成
にも貢献する六田を上司も評価する。
「女性にやさしい職場」から「誰もが

安全で働きやすい職場」へ——。技能
系女性社員の採用、拡充は、従来のや
り方を「もっと簡単にできないか」と、
考え工夫する動きを加速させた。実際
に、作業の容易度を示すエルゴノミク
ス評価にも女性の観点が取り入れら
れ、生産現場はより働きやすい職場へ
と劇的に変わりつつある。技能系女性
社員の活躍は新たな視点での取り組
みを促進し、マツダのモノづくりのさ
らなる進化につながっている。

女性の視点を生かした
改善活動を展開

より安全で働きやすい
職場を目指して

右から
本社工場
第2PT製造部 車軸課組立係

六田 由美子
本社工場
第2PT製造部 車軸課組立係

加藤 めぐみ

CLOSE UP

人間尊重

※1 「からくり改善®」は社団法人日本プラントメンテナンス
協会の登録商標
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■ 人事基本コンセプト
マツダは「最大の経営資源は人である」と考え、どこよりも「人」がイキイキしている企業を目
指しています。その実現のため、国内･海外のマツダグループ社員全員で共有する、「Mazda 
Way」を軸とした人づくりを進めるとともに、「人」の成長と活躍を支える基盤として、人事制度「と
びうお」をはじめ、さまざまな取り組みを展開しています。

■ 「Mazda Way」
2008年度に、これまでマツダで受け継がれてきた基本的な考え方や価値観を7つに集約
し、仕事を進める上で大切にすべき考え方を「Mazda Way」としてまとめました。
2012年度は、2011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イント
ラネットで紹介しました。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。

■ グループの人事施策推進体制
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

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。

■ 誠実
■ 基本･着実
■ 継続的改善
■ 挑戦

■ 自分発
■ 共育（ともいく）
■ ONE MAZDA

a

a Mazda Way 7つの考え方

b

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 国内グループ会社人事担当者との定例会議
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■ 社員意識調査
マツダでは1987年度以降継続的に、社員の意識調査を実施しています。※1

社員の働くことに対する意欲と、それをサポートする環境について状況を把握し改善につ
なげています。調査結果は、イントラネットに掲載し、社員に公開しています。

職場における改善取り組み例
● 本部タウンホールミーティング（戦略／方針説明とディスカッション）や、シニアマネジメ

ントとの懇談会を開催。
● 小集団活動の活性化により、アイデアの共有とチームワーク強化。

■ 人事制度「とびうお」
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。

2012年度グローバル調査結果（抜粋）
● 私は、仕事に必要な知識･スキルの向上に努めている。
● 私は、自分に期待される以上の成果を達成したいと思っている。
● 私は、自分の仕事と会社の戦略･目標との関連を理解している。

肯定回答率
81%
76%
67%

c

c タウンホールミーティング（人事室）

※1 2008年度より、対象を国内･海外グループ会社まで拡大。

社員の成功
「社員一人ひとりの成長と活躍」

マツダの成功
「コーポレートビジョンの実現」

選択と自己実現

ワークライフバランスの促進

人・仕事・処遇の最適なマッチング

適切な人が適切なポジションで主
体的に仕事に取り組み、成果を生
み出している

自分の力を活かせる仕事や環境
を選択できるチャンスがある

社員のイキイキ感が仕事や商品
に反映され、それらを通じてお客
さまにマツダブランドを実感して
いただける

イキイキと仕事も遊びも楽しみな
がら、充実した毎日を過ごすこと
ができる

今活躍している人により多く報い
ることができる

今の貢献度合いがダイレクトに処
遇に反映されている

「とびうお」3つの柱
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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。

■ 「キャリアミーティング」
年4回、すべての社員を対象に上司と部下の公式な話し合いの場として「キャリアミーティング」
を実施しています。上司が示す明確な期待値やゴールイメージと、部下の「したいこと」･「で
きること」とをすり合わせ、お互いの理解と納得にもとづいて目標設定を行います。また、業
務プロセスや自身の行動を「Mazda Way」の視点から振り返ることで、社員のさらなる「成
長」と「活躍」へつなげています。
なお、社員のやる気を引き出す話し合いの実現に向けて、上司にはコーチング研修の受講
を義務付けています。

「コンピテンシー評価」制度
「コンピテンシー評価」は、年1回、事務･技術系社員を対象に「仕事への取り組み行動」を評
価するものです。

「Mazda Way 7つの考え方」に基づいて、社員に期待される仕事への取り組み行動（コン
ピテンシー評価項目）に対して、自分自身、および、上司、部下、同僚／関係先から見た客観
的評価（360度評価）を行います。その結果は、キャリアミーティングにおいて上司からフィー
ドバックされ、成長目標や今後取り組むべき課題について話し合いを行います。

「コンピテンシー評価」は社員の成長と活躍を支援するツールとして活用するとともに、全
社における人材の適正配置の参考情報としても活用しています。

■ OJTコーチ制度
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」につなげています。

■ キャリアチャレンジ（社内公募･FA）制度
社員のキャリア開発支援制度として「社内公募」、「FA制度」を導入しています。

■ 教育･研修
社員一人ひとりのキャリア開発･スキルアップを支援するために、さまざまな教育研修を実
施しています。
特にマツダのものづくりの精神や、これまで蓄積してきた技術･技能を次世代に伝え、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。

■ マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）
マツダ短大は、マツダのものづくりの中核を担う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は、生産関連部門に配属され、さまざまなものづくりの現場で活躍し
ています。

● 在校生総数102名（2013年4月1日現在）
● 修了生総数（在籍者）1,284名（1988年4月〜2013年3月）

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

選択と自己実現

d

e

gf

「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

d

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

e

技能系社員向け研修の様子f

教育研修実績（対象:マツダ（株）社員）

1人当たりの平均研修日数 0.63日／年

研修を受けた社員数 2,629名／年

※マツダ教育センター実施分

g
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全社能力開発体系図　　

主な教育･研修制度

卓
越
技
能
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

技能五輪成績実績
2012年度実績
第50回全国大会
自動車板金 銀メダル 1名
曲げ板金 金・銀・銅メダル 各1名
旋盤 銀メダル 1名
車体塗装 銅メダル 1名
1962年からの累計
派遣人数 463名
国際大会 優勝 6名
国際大会 入賞 26名
全国大会 優勝 36名
全国大会 入賞 189名

卓越技能者養成コース関連データ
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 58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
2012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 27名

教育･研修制度 開催時期、回数など 対象 目的 研修概要 備考

役割研修 新任時
新任幹部社員、
新任等級5（係長級）
社員

管理者としての「自覚、責任感の醸成」
「全社的視点の習得」を促し、役割
意識の転換を図る。

Mazda Way、CSR、コンプライアンス、内部
統制、労務管理、人権、安全健康など ー

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

階層別研修 随時実施 事務･技術系社員
各階層の役割を再認識して、組織力
の向上に向け、自分がどのように活
躍できるかを考える

･3年目研修
･等級6研修
･等級5部門間交流研修
各研修ともに、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意識改革を図る

ー

技能五輪教育訓練 2年間／名
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／名

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名の伝承者が継承者2名に対して、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
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多様な価値観やライフスタイルを持つ社員が、プライベート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。また、ワー
クライフバランス諸施策の理解を深めるため、役割研修のプログラムに取り入れたり、社
内イントラネット上にライフイベントに応じた会社支援施策の解説を掲載したりしています。
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、マツダは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」※1を取得しています。

ワークライフバランスの促進

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

「くるみんマーク」h

※1 「くるみんマーク認定」取得状況：
       マツダ（2007年）、マツダE&T（2009年）、マロックス（2011年）、

倉敷化工（2011年）、マツダエース（2012年）

TOPICS 技能五輪訓練道場
技能五輪訓練道場は、高い競争率のもとで選抜された若手技能者が、技能五輪大
会優勝を目指し、技能のみならず体力面、精神面ともに訓練をするための場です。
丸一日を要する技能五輪大会で、集中力を持続し最高の作品を作るためには、心技
体すべてが揃っている必要があります。訓練道場では、2年間、コーチの指導のもと、
毎日朝から晩まで訓練に励み
ます。2010年度に、女性が初
めて訓練道場入りし、2012年
度には車体塗装職種の選手3
人すべてが女性となりました。
技能五輪選手引退後はコーチ
となって、後輩選手の育成に
当たることも多く、訓練道場は
後進育成のスキルを磨く場に
もなっています。

2012年10月開催の全国技能五輪大会ではメダルを7個（金1、
銀3、銅2、敢闘賞1）獲得。
金メダルを獲得した曲げ板金職種の中島さん（上段右から2番目）
は2013年7月開催の国際大会にて敢闘賞を受賞。
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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
施策名 施策概要（2013年3月31日現在） 開始時期 2010年度 2011年度 2012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 28名（810日） 72名（734日） 30名（740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

1,169日（280名）
男性 : 886日（219名）
女性 : 283日（61名）

1,872日（421名）
男性 : 1,378日（327名）
女性 : 494日（94名）

1,944日（433名）
内非正規社員6名
男性 : 1,419日（332名）
女性 : 525日（101名）

育児休職 子が満3歳まで育児のために取得できる休職制度。分割取
得も可能。

1991年
1月 183名（内男性8名）

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％

226名（内男性9名）
育児休職復職率 100％
復職1年後の在籍率 100％

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（内男性3名） 4名（内男性3名） 7名（内男性2名）

育児･介護に
かかわる勤務特例措置

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

1999年
4月

短時間勤務者
育児 : 196名
介護 : 5名

短時間勤務者
育児 : 221名
介護 : 6名

短時間勤務者
育児 : 256名
介護 : 2名

在宅勤務制度
育児･介護を行う場合や、在宅勤務を行うことでより効率的
に業務を遂行できる場合を対象に、所定時間の25％までの
範囲で在宅での勤務を可能とする制度。

2008年
8月 95名 70名 52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。

「ボランティア」は以下の活動を対象とします。
・社会福祉（児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉など）
・環境保全（森林保護、リサイクル活動など）
・地域との交流、協力（地域行事への参加、子供会活動へ

の協力、防犯活動など）
・国際交流（ホームステイ受入、通訳など）
・健康、医療ボランティア（健康指導、ドナー活動など）
・災害救助
・ボランティア活動に有益な資格、技術、知識の習得
・スポーツ活動支援（競技指導、大会運営など）
※但し、特定の政治・宗教に関連する活動は除く

2008年
8月*1

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）

309名（1,539.5日）
男性 : 115名（551日）
女性 : 194名（988.5日）

内親族の看護
267名（1171.5日）
内非正規社員19名
男性：102名（489.5日）
女性：165名（682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 : 47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 6名 5名 2名

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

2003年
10月 21名 23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7名 登録者8名 登録者10名

エキスパート
ファミリー制度

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

2006年
4月 345名入社 230名入社 185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

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
202,200円

9件
265,200円

7件
147,000円

有給休暇の
計画的な取得の推進

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 77%
平均取得日数 14.5日

取得率 84%
平均取得日数 15.9日

取得率 73%
平均取得日数 14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
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、性別、年齢、勤続年数などにとらわれることなく「職能の習得レベル（技能系･
医務系）」や「仕事のレベル（事務･技術系）」に応じて等級を格付け、社員一人ひとりの実績
をダイレクトに「本給」や「賞与」に反映しています。

■ 人材開発委員会
各業務領域でグローバルにビジネスをリードする人材の中長期的な育成や最適な配置／
活用を目指し、業務領域や本部といった組織別に、マネジメント層を委員とする人材開発委
員会を毎月開催しています。

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

社員

単体 男女合計 5,728,000円

年間平均給与（2013年3月31日）i

※1 役員・従業員ほか理事会において承認したもの

i
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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。毎年、12月の人権週間に合
わせダイバーシティについて社長メッセージを発信しています。

■ 障がい者雇用
マツダは障害のある人を安定的、継続的に採用し、一人ひとりがその能力を最大限に発揮
できるように取り組み続けています。また、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。

● 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 27名（2013年4月現在）
ジョブサポーター※3 5名（2013年4月現在）　手話通訳者 1名（2013年4月現在）

■ 女性雇用の拡大と活躍の場の創設
ワークライフバランス施策の充実などを通して、女性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。

■ 高齢者の雇用促進と技能･技術･ノウハウの伝承
積極的に高齢者の再雇用を進め、熟練者の技能･技術･ノウハウの伝承を進めています。
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。　
2013年4月施行の高年齢者雇用安定法の改正を受け、2013年度より定年退職後も継続
して就労を希望する社員全員を継続雇用する仕組みを導入しました。

■ 製造領域の期間社員について
期間社員が充実して働くことができる職場を実現するための取り組みを継続的に進めています。
勤務期間が1年以上の期間社員を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。

■ グローバルにおける人材活用
出身国や採用地に関わらず、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。

ダイバーシティ（多様性）の実現

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

※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。

j

フィジカル チャレンジ交流会j

社員データ（2013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 9,827名 9,623名 40.1歳 16.1年 
女性 661名 1,175名 35.2歳 12.4年 
合計 21,286名 39.7歳 15.8年

連結 合計 37,745名 ― ―

＊マツダ単体のデータには、出向者を含む。

2010年度 2011年度 2012年度実績

女性社員採用数 87名 118名 124名
女性社員比率 8.1% 8.3% 8.8%
女性管理職人数

（係長級以上） 111名 125名 133名

女性管理職人数
（幹部以上） 18名 21名 21名

女性管理職比率*1

（係長級以上） 2.9% 3.2% 3.4%

女性管理職比率*2

（幹部級以上） 1.4% 1.6% 1.6%

男性管理職（幹部以上）
人数 1,301名 1,324名 1,318名

60歳以上の勤務者数
（エキスパートファミリー） 1,533名 1,381名 1,084名

障がい者雇用 雇用率*3 1.95% 1.93% 1.92%
障がい者在籍数*3 261名 266名 256名
管理職平均年齢 49.7歳 50.2歳 50.9歳

新卒採用人数
（大卒・短大・高校）

男性 286名 412名 415名
女性   51名   85名 101名

＊1　女性管理職（係長級以上）人数／管理職（係長級以上）総数
＊2　女性管理職（幹部以上）人数／管理職（幹部以上）総数
＊3　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、従業員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。

■ 安全衛生委員会
経営層（安全担当役員、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、マツダや国内グループ会社で取り組んでいます。マツダ
の担当者が国内グループ会社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（SMS）
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。
＜2012年度内部監査実績（マツダ単体）＞

● すべての監査対象部門で実施（27組織125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。
安全成績
活動開始から徐々に成果が出始め、災害度数率も減少しています。2010年以降継続して
自動車産業14社平均値を下回る成績を残しています。しかし、近年ではリスクアセスメント
で想定できなかったような災害が発生することがあり、いかにそのような災害を想定して減
らしていくかが今後の活動のテーマとなっています。

■ 労働安全に関する教育研修
マツダ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。
マツダでの主な教育･研修内容

● 安全衛生役割教育など労働安全衛生法に定められた法定教育の実施（国内グループ
会社、サプライヤーへも案内）

● 危険予知（KY）トレーナー研修などのゼロ災手法教育
● フォークリフト運転者などの危険有害業務従事者への能力向上教育
● 安全衛生管理者･監督者などの新任者教育
● AED使用実習を含む社内救急処置教育

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

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

災害度数率*

2008 2009 2010 2011 2012

マツダ休業度数率
マツダ全度数率

自工会休業度数率
自工会全度数率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

（年）

0.87

0.55

0.18

0.13
0.12 0.14

0.11 0.02
0.07

0.12 0.10

0.10

0.65 0.53

0.28

0.32

0.76 0.78 0.76

0.63

※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。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。

労働安全衛生

＊ 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で災害発生
の頻度を表す
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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

■ 労働安全に関する表彰
2011年度 ： 中央労働災害防止協会　緑十字賞受賞2名
2012年度 ： 安全優良職長厚生労働大臣顕彰1名

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。

■ 健康診断
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。さらに2012年度からは54歳到達時、58歳到達
時の社員には胃カメラ、腹部エコーが含まれる人間ドックを実施しています。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。

■ メンタルヘルス対策
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。

● 産業医･保健師による相談体制の整備
● 管理監督者、社員へのメンタルヘルスセミナーの開催
● 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。その結果をもとに部門発の職場改善活動を展開（2008年より毎
年実施）

● 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年より毎年実施、2012年度74名受講）

● 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年より毎年実施、
2012年度114名受講）

● 職場からのニーズに対応したメンタル研修を実施（2012年度265名受講）
●  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）
●  自分らしくイキイキと過ごすためのセルフコンディショニングのヒントを紹介した「げん

き通信」の配信（月1回･2012年11月より）

k

健康診断に関するデータ（2012年度）
健康診断受診率  100%
総合健康診断（30.35.40歳以上） 11,560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） 17,092件
特殊健康診断 2,000件
海外健康診断 376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） 637件

k

健康の維持･増進
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■ 生活習慣病対策
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。2012年度は541名に指導しま
した。
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、イントラネットを活用し歩数記録ツールの提供、社内ウォー
キングコースの設置、速歩・ゆっくり歩き交互ウォーキング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。
　 ＜速歩・ゆっくり歩き 交互ウォーキング＞

毎年10月の健康衛生月間活動の一環として昼休みの社内ウォーキングコースを利用し
速歩・ゆっくり歩き交互ウォーキングを2011年度から開催しています。速歩とゆっくり歩
きを数分間ずつ交互に繰り返すこのウォーキング法を学習することにより脚力や筋持続
力の強化を目指しています。2012年度は約300名が参加しました（10月2-3日）。

食育指導を実施
低カロリー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。
特定保健指導時の食事指導にも取り入れています。
平成24年度 体力つくり優秀組織表彰 文部科学大臣賞受賞
地域や職場における保健･栄養の改善及びスポーツ･レクリエーションの普及運動（体力つく
り運動）を推進し、顕著な成果をあげている企業として文部科学省から認められました。

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

m

l

n

ウォーキング風景
（上 ： 本社地区、下 ： 宇品地区）

m

体力つくり優秀組織表彰文部科学大臣賞受賞n

l

生活習慣病対策に関するデータ（2012年度）
喫煙率 30.3%
ニコチンパッチ処方・指導 39名
ウォーキング

「チャレンジ1万歩」参加者／1万歩達成率 
8,607名／47.0%

「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） 532名
  てくてくコース（年間2,500km） 9,671名
  すたすたコース（年間3,000㎞） 237名
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■ 健康リスク対応
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。
海外勤務者への健康支援体制の整備
海外勤務者に対しては、出国前の健康診断および事後指導を実施しています。海外勤務
中はメールや電話、ウェブでの健康相談を行い、出発から帰国までの健康管理をサポート
しています。また、新規プロジェクトの立ち上げごとに各国の医療事情を把握した上で、具
体的な不調時の対応について紹介し、不安軽減を図っています。
近年は、新興国への海外勤務者に対しては、生産拠点の立ち上げ時期に限定した現地で
の健康相談を行っています。産業医や保健師が現地へ出向き、直接コミュニケーションす
ることにより健康問題の早期発見、早期対応に努めています。

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、マツダグループ全体の良好な労使関係づくりにも注力しています。　

※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。

Zoom-Zoomストレッチo

o

p

労使トップの握手p
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労使関係
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人権尊重 人権尊重は企業活動の基本であると考え、
人権擁護活動に誠実かつ積極的に取り組んでいます。

■ 基本的な考え方
人権尊重は企業活動の基本であるとマツダは考えています。会社生活において、一人ひと
りの尊厳と人格を尊重することは大変重要であり、明るく働きやすい職場でこそ従業員の
能力が発揮され、大きな組織力を生み出します。
こうした考えのもと、2000年11月の「マツダ人権宣言」により、社内外を問わずすべての
企業活動において、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、年齢、精神もしくは身体の
障害、性的指向など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。
また、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必要であると考え、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も拡大し、以下の取り組みを進めています。

■ 規則／ガイドライン
マツダは、「マツダ企業倫理行動規範」の行動原則の中で国際社会の常識･健全な慣行に
従うことをうたっており、人権面においても「世界人権宣言」および「労働における基本的原
則及び権利に関するILO（国際労働機関）宣言」の基本原則などを踏まえ、人権に関する会
社の方針および従業員の行動基準を明確化し、人権尊重の基本理念を浸透させるための
取り組みを進めてきました。
具体的には、「セクハラ追放ガイドライン」（1999年）や、「人権侵害撤廃規則」（2000年）を
制定して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
必要の都度見直しを行っています。最近の見直しは2012年度に実施しました。

■ 推進体制
役員･本部長クラスがメンバーとなる「人権委員会」が、活動内容を審議しています。これを
受けて、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」（P31参照）に基づいて、人
権面でも社会的責任を果たせるバリューチェーンの構築に努めています。

※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）。

a

b

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。

a

推進体制図

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
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■ 専任相談員による相談窓口
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。

■ 研修／啓発活動
マツダでは、人権意識高揚を図るために人権研修や啓発活動を通して全従業員が人権に
ついて考える時間を持っています。
従業員の人権意識の現状把握のために、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企画しています。2012年度はあわせて約2,200名が受講
しました。
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）、人権ラッピングバス、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 c

※1 2008年度より、対象を国内・海外グループ会社まで拡大。

TOPICS 人権ミーティングにおいて人権標語を募集
2012年9月の人権ミーティングは「職場の一人ひとりを大切にし、一致団結するため
に心掛けたいこと」をテーマに職場単位で話し合いました。それを「職場の人権標語」
として募集したところ、全社から935件の応募がありました。12月4日から1週間の人
権週間に先だって入賞作品を決定し、最優秀賞には生産管理部生産計画グループの「正
直に 伝える勇気と 聴く努力」が選ばれました。人権週間を起点として、従業員全員が
改めて人権の大切さを確認するとともに、それぞれの職場で宣言した「人権標語」に込
めた思いを具体的な言葉や行動にして、一人ひとりが持てる力を存分に発揮できる
職場づくりに取り組んでいます。

なお、優秀作品は以下のとおりです。
「思いやり 入っていますか その言葉」
　ツーリング製作部 第1製作課 第1製作係　中田職場 

「ありがとう 感謝で深まる 職場の絆」
　品質保証部 ブランド品質推進グループ

「Your problem is my problem. Your success is my happiness.」 
　グローバル広報企画部 企画・経営グループ 生産管理部生産計画グループメンバー

人権カードc
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■ 国内･海外のグループ会社での活動
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。
2012年度は、国内グループ会社の人権研修体制確立のための支援や国内･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（P28参照）などを通じた報告も受け付けています。

■ 社外との連携および地域社会への貢献
マツダは、行政や企業、社外団体などと連携し、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）。
2012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
ントへの参画･協力

● その他、県外の関連団体を招待しての工場見学会･意見交換会を実施

■ 取り組みの成果
2008年3月に、企業として全国で初めて法務省と全国人権擁護委員連合会が主催する「人
権擁護功労賞」を受賞しました。
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TOPICS 人権啓発講演会 —カラーユニバーサルデザイン—

2012年12月、R&Dセンター横浜と東京本社において、カラーユニバーサルデザイン
（CUD）をテーマに人権啓発講演会を実施し、計82名が参加しました。これは色弱の
方にもご満足いただけるクルマづくりやコミュニケーションについて理解を促進する
ことを目的に開催し、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構から講師を招いて、
色弱の歴史、眼球や遺伝の仕組みについての講義の後、特殊なレンズを用いて色の
見え方を実際に体感しました。路線図など身近な
CUDの事例とともに自動車業界の課題などを学
び、参加者からは「どのように見えるのか体験で
きて良かった」「カタログなども色を考え作成しな
ければいけないと思う」「自動車業界も積極的に
取り組む必要がある」などの声が聞かれました。

f

ed

「ヒューマンフェスタ2012 in 府中町」（2012年
12月）における開会式の様子

d

「ヒューマンフェスタ2012ひろしま」（2012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

e

人権擁護功労賞の表彰状f
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MPV（海外名 : Mazda8）

BT-50

Roadster
ロードスター
（海外名 : MX-5）

PREMACY
プレマシー
（海外名 : Mazda5）

グローバル販売台数 72,748
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

BONGO ボンゴ
グローバル販売台数 9,903
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

verisa ベリーサ
グローバル販売台数 5,134
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数 14,996

グローバル販売台数 6,253グローバル販売台数 59,263

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

CX-5
グローバル販売台数 200,385
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ATENZA
アテンザ
（海外名 : Mazda6）

グローバル販売台数 195,342
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

DEMIO
デミオ
（海外名 : Mazda2）

グローバル販売台数 183,962
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

AXELA
アクセラ
（海外名 : Mazda3）

グローバル販売台数 361,929
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

BIANTE ビアンテ
グローバル販売台数 8,713
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

CX-9
グローバル販売台数 40,184
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

CX-7
グローバル販売台数 17,592
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
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証券会社
101,336千株

3.4％
株式の所有者別の状況

金融機関
830,542千株

27.7％

外国法人など
1,164,982千株

38.8％

その他の法人
303,891千株

10.1％

個人・その他
598,627千株

20.0％

※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％
中南米35,313台

中国174,687台
14％

中近東／アフリカ 39,684台
3％

北米
370,726台

30％

欧州  171,542台
14％

オセアニア 111,281台
9％

アジア 115,022台
9％

日本216,257台
18％ （億円）

（年度）2011

35,000

20,331

2012

22,053

2010

23,257

2009

21,639

2008

25,359
30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

売上高

（年度）

20,000

19,000

18,000

17,000

16,000

0 2012

19,786

2011

19,159

2010

17,718

2008

18,010

2009

19,478

（年度）

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2011

4,744

2012

5,132

2010

4,305

2008

4,147

2009

5,098

0（年度）

1,200

1,000

800

600

400

200

2012

899

2011

917

2010

910

2008

960

2009

852

0

2010

447

2011

780

2012

772

2008

818

2009

298

（億円）

（年度）

1,000

800

600

400

200

0

設備投資

総資産 純資産研究開発費
（億円） （億円）（億円）

合計
1,234,512台

2012年度グローバル販売トップ10市場

連結財務ハイライト（2013年3月31日現在）

主要商品ラインアップ

MPV（海外名 : Mazda8）

BT-50

Roadster ロードスター
（海外名 : MX-5）

PREMACY
プレマシー
（海外名 : Mazda5）

グローバル販売台数 72,748
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

BONGO ボンゴ

グローバル販売台数 9,903
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

verisa ベリーサ
グローバル販売台数 5,134
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数 14,996

グローバル販売台数 6,253グローバル販売台数 59,263

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

CX-5
グローバル販売台数 200,385
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ATENZA アテンザ
（海外名 : Mazda6）

グローバル販売台数 195,342
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

DEMIO
デミオ
（海外名 : Mazda2）

グローバル販売台数 183,962
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

AXELA アクセラ
（海外名 : Mazda3）

グローバル販売台数 361,929
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

BIANTE ビアンテ
グローバル販売台数 8,713
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

CX-9
グローバル販売台数 40,184
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

CX-7
グローバル販売台数 17,592
販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

216,257

174,687

77,625100,000100,000

50,00050,000

150,000150,000

200,000200,000

250,000250,000

42,165
39,628

25,28325,601

米国 日本 中国 オーストラリア タイ カナダ ロシア ドイツ メキシコイギリス

※2012年度のグローバル販売台数・販売市場・生産拠点を掲載　※掲載車種は2013年3月末時点、マツダで生産している車両を掲載
※新・旧モデル、ボディタイプの違いはまとめて掲載　　　　　　　※生産は現地組立のみ(生産台数公表対象外)の市場を含む。
※国内で販売しているOEM車両は以下のとおり　キャロル、フレア、フレアワゴン、AZ-オフロード、スクラム、ファミリア（バン）、タイタン
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2013
2013

1920.1  東洋コルク工業株式会社として創立

1921.3  松田重次郎社長就任

1927.9  東洋工業株式会社に改称

1928.7  新しいシンボルマーク使用開始

1932　  3輪トラックの輸出開始
1936.4  3輪トラックで鹿児島̶
　　　　  東京間をキャラバン宣伝
1936.4  新しいシンボルマーク使用開始

1949.8  　3輪トラックの輸出を再開

1945.8  建物の一部を広島県に貸与。県庁の全機構が
             当社に移される（～1946.7）

1951.12 松田恒次社長就任
1951     新しいシンボルマーク使用開始

1959.7  新しいシンボルマーク使用開始
1958.4 「ロンパー」発売

1965.5   三次自動車試験場完成

1966.11 宇品乗用車専用工場完成

1967.3  欧州向け本格輸出開始

1970.4   米国向け本格輸出開始

1970.11 松田耕平社長就任

1975.1   新しいシンボルマーク使用開始

1977.12 山崎芳樹社長就任

1979.6   国内自動車生産累計1,000万台達成

1979.11 フォードと資本提携

1981.12  防府中関変速機工場稼働開始

1982.9   防府西浦工場本格操業開始

1984.5   マツダ株式会社へ社名変更

1984.10 マツダ財団設立

1984.11 山本健一社長就任

1985.1   米国生産会社（MMUC、のちのAAI）を設立

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台を達成

1987.6   技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

1987.12  古田徳昌社長就任

1988.4   マツダ工業技術短期大学を設立

1988.5   マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

1989.11  北海道剣淵耐寒自動車試験場完成

1991.12 和田淑弘社長就任

1990.5   マツダ欧州R&D事務所（MRE）完成

1995.11 フォードとタイに生産合弁会社
　　　　「オートアライアンス(タイランド)社(AAT)」を設立

1996.3   マツダ、ホームページを開設

1996.6   ヘンリー・D・G・ウォレス社長就任

1997.6   新しいシンボルマーク使用開始

1997.11 ジェームズ・E・ミラー社長就任

1999.12 マーク・フィールズ社長就任

2000.11 中期経営計画「ミレニアムプラン」発表

2002.1   北海道中札内試験場を竣工

2002.4  新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」を展開

2002.6 ルイス・ブース社長兼CEO就任

2003.8 井巻久一社長兼CEO就任

2004.11 中期計画「マツダ モメンタム」発表

2005.9 中国に合弁エンジン生産会社を設立
2006.2 中国の長安フォード（重慶工場）で
　　　　　Mazda3（日本名：アクセラ）生産開始

2003.1   中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
              生産開始

2005.8 中国技術支援センターを開設

2007.3 中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表

2007.3 技術開発の長期ビジョン
           「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」を策定

2007.12  美祢自動車試験場の新テストコースが完成

2008.6  ブランドを視覚的に表現するため
              グローバルビジュアルアイデンティティ導入

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2011.10 住友商事と合弁のメキシコ新工場起工式を実施
              （2013年度生産開始予定）

2010.3   トヨタとハイブリッドシステムの
　　　　　技術ライセンス供与に合意

2012.9  ロシアのソラーズ社と合弁生産会社「マツダソラーズ」を設立

2012.9  マレーシアのベツマツ社との合弁会社
             「マツダマレーシア」を設立

2012.11 トヨタと、マツダのメキシコ新工場における
              トヨタ車の生産について合意

2013.1   フィアット、アルファ ロメオ車の
              生産に向けた事業契約を締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任

2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式（2015年度生産開始予定）

1931.10
マツダ初の自動車、
3輪トラック「マツダ号DA型」の生産開始 

1950.6 
小型4輪トラック
「CA型」発売

1960.5
マツダ初の乗用車
「R360クーペ」発売 1962.2

初代「キャロル」発売

1961.7　独NSU社、バンケル社とロータリーエンジンに関し
　　　　 技術提携

1963.10
初代「ファミリア」
発売

1966.5
初代「ボンゴ」発売

1966.8
初代「ルーチェ」発売

1967.5
初のロータリーエンジン搭載車
「コスモスポーツ」
発売

1970.5
初代「カペラ」発売

1971.8
初代「タイタン」発売

1971.9 
初代「サバンナ」発売

1975.10
初代「コスモ」発売

1978.3
初代「サバンナRX-7」発売

1980.6
「ファミリア」フルモデルチェンジ
（1980-1981日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1982.9
｢カペラ｣フルモデルチェンジ
（1982-1983日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1989.9
初代「ロードスター」発売

1990.1
初代「MPV」発売

199１.6
第59回ルマン24時間レースでマツダ787Bが
　日本車史上初の総合優勝

199１.12
「RX-7」フルモデルチェンジ
（1991～1992年次RJCニューカー・オブ・ザ・イヤー）

1996.8
初代「デミオ」発売
（1996～1997年次RJCニューカー・オブ・ザ・イヤー）

1999.4
初代「プレマシー」発売

2000.7
「ロードスター」世界で最も多く生産された２人乗り
小型オープンスポーツカーとして“ギネス”に認定

2002.5
「アテンザ」発売
 （2003年次RJCカー・オブ・ザ・イヤー）

2003.4
「ＲＸ-8」発売
（2004年次RJCカー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2003.10
初代「アクセラ」発売

2004.6
「ベリーサ」発売 2005.8

「ロードスター」フルモデルチェンジ
（2005-2006日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2006.3
バンコク国際モーターショー
に「BT-50」を出品

2006.10
「CX-9」生産開始

2006.12
「CX-7」発売

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
「2008世界カーオブザイヤー」受賞

2007.7
「デミオ」フルモデルチェンジ
（2008年次RJCカー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2008.7
「ビアンテ」発売

2010.10
次世代技術
「SKYACTIV」発表

2011.6
新型ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G 1.3」搭載の「デミオ」発売

2011.9
新型変速機「SKYACTIV-DRIVE」搭載の
「アクセラ」発売

2012.2
CX-5発売
（2012-2013日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2012.11
先進安全技術「i-ACTIVSENSE
（アイ アクティブセンス）」を搭載の
「アテンザ」発売

1930

1990

2000

2010

1950

1940

1960

1970

1980

10,000,00010,000,000

2007.7   国内自動車生産累計4,000万台達成

40,000,00040,000,000

1963.3  国内自動車生産累計100万台達成

1,000,0001,000,000

20,000,00020,000,000

1995.4   国内自動車生産累計3,000万台達成

30,000,00030,000,000

経営領域 商品領域※ 経営領域 商品領域※

HISTORY OF M{ZD{HISTORY OF M{ZD{

19
20

19
20マツダの歴史

1930.9  広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

1997.6～

※発売は国内を基準に掲載 ※発売は国内を基準に掲載
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2013
2013

1920.1  東洋コルク工業株式会社として創立

1921.3  松田重次郎社長就任

1927.9  東洋工業株式会社に改称

1928.7  新しいシンボルマーク使用開始

1932　  3輪トラックの輸出開始
1936.4  3輪トラックで鹿児島̶
　　　　  東京間をキャラバン宣伝
1936.4  新しいシンボルマーク使用開始

1949.8  　3輪トラックの輸出を再開

1945.8  建物の一部を広島県に貸与。県庁の全機構が
             当社に移される（～1946.7）

1951.12 松田恒次社長就任
1951     新しいシンボルマーク使用開始

1959.7  新しいシンボルマーク使用開始
1958.4 「ロンパー」発売

1963.3  国内自動車生産累計100万台達成

1965.5   三次自動車試験場完成

1966.11 宇品乗用車専用工場完成

1967.3  欧州向け本格輸出開始

1970.4   米国向け本格輸出開始

1970.11 松田耕平社長就任

1975.1   新しいシンボルマーク使用開始

1977.12 山崎芳樹社長就任

1979.6   国内自動車生産累計1,000万台達成

1979.11 フォードと資本提携

1981.12  防府中関変速機工場稼働開始

1982.9   防府西浦工場本格操業開始

1984.5   マツダ株式会社へ社名変更

1984.10 マツダ財団設立

1984.11 山本健一社長就任

1985.1   米国生産会社（MMUC、のちのAAI）を設立

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台を達成

1987.6   技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

1987.12  古田徳昌社長就任

1988.4   マツダ工業技術短期大学を設立

1988.5   マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

1989.11  北海道剣淵耐寒自動車試験場完成

1991.12 和田淑弘社長就任

1990.5   マツダ欧州R&D事務所（MRE）完成

1995.11 フォードとタイに生産合弁会社
　　　　「オートアライアンス(タイランド)社(AAT)」を設立

1996.3   マツダ、ホームページを開設

1996.6   ヘンリー・D・G・ウォレス社長就任

1997.6   新しいシンボルマーク使用開始

1997.11 ジェームズ・E・ミラー社長就任

1999.12 マーク・フィールズ社長就任

2000.11 中期経営計画「ミレニアムプラン」発表

2002.1   北海道中札内試験場を竣工

2002.4  新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」を展開

2002.6 ルイス・ブース社長兼CEO就任

2003.8 井巻久一社長兼CEO就任

2004.11 中期計画「マツダ モメンタム」発表

2005.9 中国に合弁エンジン生産会社を設立
2006.2 中国の長安フォード（重慶工場）で
　　　　　Mazda3（日本名：アクセラ）生産開始

2003.1   中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
              生産開始

2005.8 中国技術支援センターを開設

2007.3 中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表

2007.3 技術開発の長期ビジョン
           「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」を策定

2007.12  美祢自動車試験場の新テストコースが完成

2008.6  ブランドを視覚的に表現するため
              グローバルビジュアルアイデンティティ導入

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2011.10 住友商事と合弁のメキシコ新工場起工式を実施
              （2013年度生産開始予定）

2010.3   トヨタとハイブリッドシステムの
　　　　　技術ライセンス供与に合意

2012.9  ロシアのソラーズ社と合弁生産会社「マツダソラーズ」を設立

2012.9  マレーシアのベツマツ社との合弁会社
             「マツダマレーシア」を設立

2012.11 トヨタと、マツダのメキシコ新工場における
              トヨタ車の生産について合意

2013.1   フィアット、アルファ ロメオ車の
              生産に向けた事業契約を締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任

2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式（2015年度生産開始予定）

1931.10
マツダ初の自動車、
3輪トラック「マツダ号DA型」の生産開始 

1950.6 
小型4輪トラック
「CA型」発売

1960.5
マツダ初の乗用車
「R360クーペ」発売

1962.2
初代「キャロル」発売

1961.7
独NSU社、バンケル社とロータリーエンジンに関し
技術提携

1963.10
初代「ファミリア」
発売

1966.5
初代「ボンゴ」発売

1966.8
初代「ルーチェ」発売

1967.5
初のロータリーエンジン搭載車
「コスモスポーツ」
発売

1970.5
初代「カペラ」発売

1971.8
初代「タイタン」発売

1971.9 
初代「サバンナ」発売

1975.10
初代「コスモ」発売

1978.3
初代「サバンナRX-7」発売

1980.6
「ファミリア」フルモデルチェンジ
（1980-1981日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1982.9
｢カペラ｣フルモデルチェンジ
（1982-1983日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1989.9
初代「ロードスター」発売

1990.1
初代「MPV」発売

199１.6
第59回ルマン24時間レースでマツダ787Bが
　日本車史上初の総合優勝

199１.12
「RX-7」フルモデルチェンジ
（1991～1992年次RJCニューカー・オブ・ザ・イヤー）

1996.8
初代「デミオ」発売
（1996～1997年次RJCニューカー・オブ・ザ・イヤー）

1999.4
初代「プレマシー」発売

2000.7
「ロードスター」世界で最も多く生産された２人乗り
小型オープンスポーツカーとして“ギネス”に認定

2002.5
「アテンザ」発売
 （2003年次RJCカー・オブ・ザ・イヤー）

2003.4
「ＲＸ-8」発売
（2004年次RJCカー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2003.10
初代「アクセラ」発売

2004.6
「ベリーサ」発売 2005.8

「ロードスター」フルモデルチェンジ
（2005-2006日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2006.3
バンコク国際モーターショー
に「BT-50」を出品

2006.10
「CX-9」生産開始

2006.12
「CX-7」発売

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
「2008世界カーオブザイヤー」受賞

2007.7
「デミオ」フルモデルチェンジ
（2008年次RJCカー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2008.7
「ビアンテ」発売

2010.10
次世代技術
「SKYACTIV」発表

2011.6
新型ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G 1.3」搭載の「デミオ」発売

2011.9
新型変速機「SKYACTIV-DRIVE」搭載の
「アクセラ」発売

2012.2
CX-5発売
（2012-2013日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2012.11
先進安全技術「i-ACTIVSENSE
（アイ アクティブセンス）」を搭載の
「アテンザ」発売

1930

1990

2000

2010

1950

1940

1960

1970

1980

10,000,00010,000,000

2007.7   国内自動車生産累計4,000万台達成

40,000,00040,000,000

1,000,0001,000,000

20,000,00020,000,000

1995.4   国内自動車生産累計3,000万台達成

30,000,00030,000,000

経営領域 商品領域※ 経営領域 商品領域※

HISTORY OF M{ZD{HISTORY OF M{ZD{

19
20

19
20マツダの歴史

1930.9  広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

1997.6～

※発売は国内を基準に掲載 ※発売は国内を基準に掲載
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ガイドライン対照表
GRIサステイナビリティ・リポーティング・ガイドライン第3.1版の開示要請項目およびISO26000について、本冊子において関連する内容を掲載
したページをを記載しています。 

ガイドラインの開示要請項目 ISO26000 該当ページ
プロフィール
1 戦略および分析
1.1 組織にとっての持続可能性の適合性と、その戦略に関する組織の最高意思決定者（CEO、会長またはそれに相当する上級幹部）の声明

6.2
3

1.2 主要な影響、リスクおよび機会に関する記述 3、10
2 組織のプロフィール
組織概要
2.1 報告組織の名称 2
2.2 主要な、ブランド、製品および／またはサービス 148
2.3 主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの、組織の経営構造 6.2 ―
2.4 組織の本社の所在地 2
2.5 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っているあるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名 2、149
2.6 所有形態の性質および法的形式 2
2.7 参入市場（地理的内訳、参入セクター、顧客／受益者の種類を含む） 149

2.8

・ 従業員数 2
・ 事業（所）数 2
・ 純売上高（民間組織について）あるいは純収入（公的組織について） 149
・ 負債および株主資本に区分した総資本（民間組織について） アニュアルレポート
・ 提供する製品またはサービスの量 アニュアルレポート

2.9
以下の項目を含む、規模、構造または所有形態に関して報告期間中に生じた大幅な変更
・ 施設のオープン、閉鎖および拡張などを含む所在地または運営の変更
・ 株式資本構造およびその資本形成における維持および変更業務（民間組織の場合）

―

2.10 報告期間内に受けた賞 13、110、136
3 報告要素
報告書のプロフィール
3.1 提供する情報の報告期間（会計年度／暦年など） 1
3.2 前回の報告書発行日（該当する場合） 1
3.3 報告サイクル（年次、半年ごとなど） 1
3.4 報告書またはその内容に関する質問の窓口 1
報告書のスコープおよびバウンダリー

3.5
以下を含め、報告書の内容を確定するためのプロセス
・ 重要性の判断
・ 報告書内のおよびテーマの優先順位付け
・ 組織が報告書の利用を期待するステークホルダーの特定

1、10、16-20

3.6 報告書のバウンダリー（国、部署、子会社、リース施設、共同事業、サプライヤー（供給者）など） 1
3.7 報告書のスコープまたはバウンダリーに関する具体的な制限事項を明記する ―

3.8 共同事業、子会社、リース施設、アウトソーシングしている業務および時系列でのおよび／または報告組織間の比較可能性に大幅な影響
を与える可能性があるその他の事業体に関する報告の理由 ―

3.9 報告書内の指標およびその他の情報を編集するために適用された推計の基となる前提条件および技法を含む、データ測定技法および計算の基盤 1、64、67、68

3.10 以前の報告書で掲載済みである情報を再度記載することの効果の説明、およびそのような再記述を行う理由（合併／買収、基本となる年
／期間、事業の性質、測定方法の変更など） ―

3.11 報告書に適用されているスコープ、バウンダリーまたは測定方法における前回の報告期間からの大幅な変更 50
GRI内容索引
3.12 報告書内の標準開示の所在場所を示す表 152-155
保証

3.13 報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行。サステナビリティ報告書に添付された保証報告書内に記載がない場合は、
外部保証の範囲および基盤を説明する。また、報告組織と保証の提供者との関係を説明する ―

4 ガバナンス、コミットメントおよび参画
ガバナンス
4.1 戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造（ガバナンスの構造）

6.2

22、23

4.2 最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す（兼ねている場合は、組織の経営におけるその役割と、このような人事になっ
ている理由も示す） 22

4.3 単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび／または非執行メンバーの人数と性別を明記する 22
4.4 株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム 22、23

4.5 最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬（退任の取り決めを含む）と組織のパフォーマンス（社会的および環境
的パフォーマンスを含む）との関係 ―

4.6 最高統治機関が利害相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス 22、23、28-30

4.7 経済的、環境的、社会的テーマに関する組織の戦略を導くための、最高統治機関およびその委員会メンバーの性別その他多様性を示す
指標についての配慮を含む、構成、適正および専門性を決定するためのプロセス 11

4.8 経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で開発したミッション（使命）およびバリュー（価値）について
の声明、行動規範および原則

5 、10 、28 、38 、58 、
108、145
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ガイドラインの開示要請項目 ISO26000 該当ページ

4.9 組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、マネジメントしていることを最高統治機関が監督するためのプロセス。関連のあ
るリスクと機会および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む 6.2

10-11

4.10 最高統治機関のパフォーマンスを、特に経済的、環境的、社会的パフォーマンスという観点で評価するためのプロセス ―
外部のイニシアティブへのコミットメント
4.11 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその方法はどのようなものかについての説明

6.2

24-25
4.12 外部で開発された、経済的、環境的、社会的憲章、原則あるいは組織が同意または受諾するその他のイニシアティブ 10-11

4.13

組織が以下の項目に該当するような、（企業団体などの）団体および／または国内外の提言機関における会員資格
・ 統治機関内に役職を持っている
・ プロジェクトまたは委員会に参加している
・ 通常の会員資格の義務を越える実質的な資金提供を行っている
・ 会員資格を戦略的なものとして捉えている

―

ステークホルダー参画
4.14 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト

6.2

16
4.15 参画してもらうステークホルダーの特定および選定の基準 16-20
4.16 種類ごとのおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ 16-20

4.17 その報告を通じた場合も含め、ステークホルダー参画を通じて浮かび上がった主要なテーマおよび懸案事項と、それらに対して組織がど
のように対応したか 16-20、32、110

5　マネジメント・アプローチおよびパフォーマンス指標（●：中核指標）
経済
マネジメントアプローチの開示 6.2、6.8 3、10
パフォーマンス指標
経済的パフォーマンス

●EC1. 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に対する支払いなど、創
出および分配した直接的な経済的価値

6.8、6.8.3、6.8.7、
6.8.9 77、87、90、149

●EC2. 気候変動による組織の活動に対する財務上の影響およびその他のリスクと機会 6.5.5 5、39、40、67
●EC3. 確定給付型年金制度の組織負担の範囲 ―
●EC4. 政府から受けた相当の財務的支援 ―
市場での存在感
EC5. 主要事業拠点について、現地の最低賃金と比較した性別ごとの標準的新入社員賃金の比率の幅 6.3.7、6.4.4、6.8 ―

●EC6. 主要事業拠点での地元のサプライヤー（供給者）についての方針、業務慣行および支出の割合 6.6.6、6.8、6.8.5、
6.8.7 31

●EC7. 現地採用の手順、主要事業拠点で現地のコミュニティから上級管理職となった従業員の割合 6.8、6.8.5、6.8.7 ―
間接的な経済的影響

●EC8. 商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて、主に公共の利益のために提供されるインフラ投資およびサービスの展開図と影響
6.3.9、6.8、6.8.3、
6.8.4、6.8.5、6.8.6、
6.8.7、6.8.9

72

EC9. 影響の程度など、著しい間接的な経済的影響の把握と記述
6.3.9、6.6.6、6.6.7、
6.7.8、6.8、6.8.5、
6.8.6、6.8.7、6.8.9

―

環境

マネジメント・アプローチの開示 6.2、6.5 3-4、5-6、10、38、39、
64、66

パフォーマンス指標
原材料
●EN1. 使用原材料の重量または量

6.5、6.5.4
68

●EN2. リサイクル由来の使用原材料の割合 52
エネルギー
●EN3. 一次エネルギー源ごとの直接的エネルギー消費量

6.5、6.5.4

50、68
●EN4. 一次エネルギー源ごとの間接的エネルギー消費量 50、68
EN5. 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 50

EN6. エネルギー効率の高いあるいは再生可能エネルギーに基づく製品およびサービスを提供するための率先取り組み、およびこれらの率先
取り組みの成果としてのエネルギー必要量の削減量 46、48

EN7. 間接的エネルギー消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量 ―
水
●EN8. 水源からの総取水量

6.5、6.5.4
68

EN9. 取水によって著しい影響を受ける水源 ―
EN10. 水のリサイクルおよび再利用量が総使用水量に占める割合 ―
生物多様性

●EN11. 保護地域内あるいはそれに隣接した場所および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域に所有、賃借、または管理している土地の
所在地および面積

6.5、6.5.6
―

●EN12. 保護地域および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域での生物多様性に対する活動、製品およびサービスの著しい影響の説明 58
EN13. 保護または復元されている生息地 58
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ガイドラインの開示要請項目 ISO26000 該当ページ
EN14. 生物多様性への影響をマネジメントするための戦略、現在の措置および今後の計画 6.5、6.5.6、6.8.3 58

EN15. 事業によって影響を受ける地区内の生息地域に生息するIUCN（国際自然保護連合）のレッドリスト種（絶滅危惧種）および国の絶滅危惧
種リストの数。絶滅危険性のレベルごとに分類する 6.5、6.5.6 ―

放出物、排出物および廃棄物
●EN16. 重量で表記する直接および間接的な温室効果ガスの総排出量

6.5、6.5.5
50、51、68

●EN17. 重量で表記するその他の関連ある間接的な温室効果ガス排出量 68
EN18. 温室効果ガス排出量削減のための率先取り組みと達成された削減量 50、51
●EN19. 重量で表記するオゾン層破壊物質の排出量

6.5、6.5.3

68
●EN20. 種類別および重量で表記するNOx、SOxおよびその他の著しい影響を及ぼす排気物質 68
●EN21. 水質および放出先ごとの総排水 61
●EN22. 種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量 68
●EN23. 著しい影響を及ぼす漏出の総件数および漏出量 ―

EN24. バーゼル条約付属文書Ⅰ、Ⅱ、ⅢおよびⅧの下で有害とされる廃棄物の輸送、輸入、輸出、あるいは処理の重量、および国際輸送された廃棄
物の割合 ―

EN25. 報告組織の排水および流出液により著しい影響を受ける水界の場所、それに関連する生息地の規模、保護状況、および生物多様性の価
値を特定する

6.5、6.5.3、6.5.4、
6.5.6 ―

製品とサービス

●EN26. 製品およびサービスの環境影響を緩和する率先取り組みと影響削減の程度 6.5、6.5.4、6.6.6、
6.7.5 46-49、52、68

●EN27. カテゴリー別の再生利用される販売製品およびその梱包材の割合 6.5、6.5.3、6.5.4、
6.7.5 46-49、52、68

法令遵守
●EN28. 環境規制への違反に対する相当な罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 6.5 ―
輸送
EN29. 組織の業務に使用される製品、その他物品、原材料の輸送および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響 6.5、6.5.4、6.6.6 51、53、68
その他全般
EN30. 種類別の環境保護目的の総支出および投資 6.5 67
社会
労働慣行とディーセントワーク
マネジメント・アプローチの開示 6.2、6.4、6.3.10 3-4、10-15、133、145
パフォーマンス指標
雇用
●LA1. 性別ごとの雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力

6.4、6.4.3
―

●LA2. 新規従業員の総雇用数および雇用率、従業員の総離職数および離職率の年齢、性別および地域による内訳 ―
LA3. 主要事業拠点についての、主要な業務ごとの派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが、正社員には提供される福利 6.4、6.4.3、6.4.4 138、139、142
●LA15. 性別ごとの育児休暇後の復職および定着率 6.4、6.4.4 138
労使関係

●LA4. 団体交渉協定の対象となる従業員の割合 6.3.10、6.4、6.4.3、
6.4.4、6.4.5 144

●LA5. 労働協約に定められているかどうかも含め、著しい業務変更に関する最低通知期間 6.4、6.4.3、6.4.4、
6.4.5 ―

労働安全衛生
LA6. 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う、公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる総従業員の割合

6.4、6.4.6
―

●LA7. 地域別および性別ごとの、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合および業務上の総死亡者数 141

●LA8. 深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている教育、研修、カウンセリング、予防
および危機管理プログラム 6.4 、6.4.6 、6.8 、

6.8.3、6.8.4 、6.8.8
142

LA9. 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ 141
研修および教育
●LA10. 従業員のカテゴリー別および性別ごとの、従業員あたりの年間平均研修時間 6.4、6.4.7 135

LA11. 従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム 6.4、6.4.7、6.8.5 134-136

LA12. 定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている性別ごとの従業員の割合 6.4、6.4.7 135
多様性と機会均等

●LA13. 性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体（経営管理職）の構成およびカテゴリー別の従業員の
内訳

6.3.7、6.3.10、6.4、
6.4.3 140

女性・男性の平均報酬

●LA14. 従業員のカテゴリー別および主要事業所別の、基本給与と報酬の男女比 6.3.7 、6.3.10、6.4、
6.4.3、6.4.4 ―

人権

マネジメント・アプローチの開示 6.2 、6.3 、6.3.3 、
6.3.4、6.3.6、6.6.6 3-4、10、31、145

パフォーマンス指標
投資および調達慣行

●HR1. 人権への関心に関連する条項を含む、人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた重大な投資協定および契約の割合と
その総数

6.3、6.3.3、6.3.5、
6.6.6 ―
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●HR2. 人権に関する適正審査を受けた主なサプライヤー（供給者）および請負業者およびその他のビジネス・パートナーの割合と取られた措置 6.3、6.3.3、6.3.5、
6.6.6 ―

HR3. 研修を受けた従業員の割合を含め、業務に関連する人権的側面に関わる方針および手順に関する従業員研修の総時間 6.3、6.3.5 145-147
差別対策

●HR4. 差別事例の総件数と取られた矯正措置 6.3、6.3.6、6.3.7、
6.3.10、6.4.3 ―

組合結成と団体交渉の自由

●HR5. 結社の自由および団体交渉の権利行使が侵害されるか、もしくは著しいリスクに曝されるかもしれないと判断された業務および主なサプライヤー
（供給者）と、それらの権利を支援するための措置

6.3、6.3.3、6.3.4、
6.3.5、6.3.8、6.3.10、
6.4.3、6.4.5

―

児童労働

●HR6. 児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務および主なサプライヤー（供給者）と、児童労働の効果的廃絶に貢献する
ための対策

6.3、6.3.3、6.3.4、
6.3.5、6.3.7、6.3.10、
6.6.6

10、28、31

強制・義務労働

●HR7. 強制労働の事例に関して侵害されるか、もしくは著しいリスクがあると判断された業務および主なサプライヤー（供給者）と、あらゆる形態
の強制労働の防止に貢献するための対策

6.3、6.3.3、6.3.4、
6.3.5、6.3.7、6.3.10、
6.6.6

10、28、31

保安慣行

HR8. 業務に関連する人権の側面に関する組織の方針もしくは手順の研修を受けた保安要員の割合 6.3、6.3.5、6.4.3、
6.6.6 ―

先住民の権利

HR9. 先住民の権利に関係する違反事例の総件数と取られた措置 6.3、6.3.6、6.3.7、
6.3.8、6.6.7 ―

評価

●HR10. 人権の調査および／もしくは影響の評価を必要とする業務の比率と総数 6.3、6.3.3 、6.3.4、
6.3.5 145-147

改善
●HR11. 人権に関する苦情申し立ての数および、正式な苦情対応システムを通じて対処・解決された苦情の数 6.3、6.3.6 146
社会
マネジメント・アプローチの開示 6.2、6.6、6.8 3-4、10-15
パフォーマンス指標
地域コミュニティ

●SO1. 地域コミュニティとの取り決め、影響評価、開発計画などの履行をともなう事業（所）の比率 6.3.9、6.8、6.8.3、
6.8.9 72

●SO9. 地域コミュニティに及ぼす可能性の高い、または実際に及ぼしているネガティブな影響のある事業（所） 6.3.9、6.5.3、6.5.6、
6.8 

―
●SO10. 地域コミュニティにネガティブな影響を及ぼす可能性の高い、または実際に及ぼしている事業（所）で実施されている防止策や軽減策 ―
不正行為
●SO2. 不正行為に関連するリスクの分析を行った事業単位の割合と総数

6.6、6.6.3
―

●SO3. 組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合 28-30
●SO4. 不正行為事例に対応して取られた措置 ―
公共政策
●SO5. 公共政策の位置づけおよび公共政策立案への参加およびロビー活動

6.6、6.6.3、6.8.3
―

SO6. 政党、政治家および関連機関への国別の献金および現物での寄付の総額 ―
非競争的な行動
SO7. 反競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の総件数とその結果 6.6、6.6.5、6.6.7 ―
法令遵守

●SO8. 法規制の違反に対する相当の罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 6.6、6.6.3、6.6.7、
6.8.7 ―

製品責任
マネジメント・アプローチの開示 6.2、6.6、6.7 3-4、10-15、108
パフォーマンス指標
顧客の安全衛生

●PR1. 製品およびサービスの安全衛生の影響について、改善のために評価が行われているライフサイクルのステージ、ならびにそのような手順
の対象となる主要な製品およびサービスのカテゴリーの割合 6.3.9、6.6.6、6.7、

6.7.4、6.7.5 
108

PR2. 製品およびサービスの安全衛生の影響に関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 111
製品とサービスのラベリング

●PR3. 各種手順により必要とされている製品およびサービス情報の種類と、このような情報要件の対象となる主要な製品およびサービスの割
合 6.7、6.7.3、6.7.4、

6.7.5、6.7.6、6.7.9
―

PR4. 製品およびサービスの情報、ならびにラベリングに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 ―

PR5. 顧客満足度を測る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行 6.7、6.7.4、6.7.5、
6.7.6、6.7.8、6.7.9 108

マーケティング・コミュニケーション
●PR6. 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する法律、基準および自主規範の遵守のためのプログラム 6.7、6.7.3、6.7.6、

6.7.9
115

PR7. 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 ―
プライバシーの尊重
PR8. 顧客のプライバシー侵害および顧客データの紛失に関する正当な根拠のあるクレームの総件数 6.7、6.7.7 ―
法令遵守
●PR9. 製品およびサービスの提供、および使用に関する法規の違反に対する相当の罰金の金額 6.7、6.7.6 ―
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第三者意見

　今回の報告対象期間（2012年4月から2013年3月）におけるCSR
活動の最大の特徴は、ISO26000の7つの中核主題を念頭において、
2013年度CSR目標を策定し、開示した点にあります。ISO26000へ
の対応は、CSRのグローバルスタンダードを視野に入れたものです。
これは、2013年度にメキシコでの生産を開始することで国外の生産
拠点が12箇所に達し、販売台数の海外比率が8割以上に及ぶグロー
バル企業体のマツダグループにとって、非常に重要な決断であったと
思います。同時に、レポート冒頭のトップメッセージにあるとおり、これ
を機に、従業員に対して「これまで一人ひとりの日々の業務に内在し
ていたCSR視点を『見える化』した」ことの意味も大きいでしょう。自ら
がグローバルに活動する企業体であることを十分に認識し、社会から
の期待に応えるべく、真面目に素早く対応したマツダの姿勢を何より
も高く評価したいと思います。
　特集記事では、先進安全技術である「i-ACTIVSENSE」が取り上げ
られています。2007年3月に発表した「サステイナブル“Zoom-Zoom”
宣言」は、すべてのお客さまに”走る歓び”と環境・安全性能を提供する
技術開発の長期ビジョンでしたが、このビジョンのもと、2012年度に
は「i-ACTIVSENSE」を導入して、安全面でさらに一歩前進した印象
を受けました。
　環境保全面で特筆すべきは、Scope3に対応したデータ開示の範
囲が拡大したことです。今回は、企業自身が直接的に排出した温室効
果ガス（Scope1）や間接的に排出した温室効果ガス（Scope2）に加えて、
サプライチェーン全体で排出した温室効果ガス（Scope3）に関するデー
タ開示が充実しました。とりわけ、カテゴリー11の「販売した製品の使

　昨年の第三者意見では、ISO26000への対応とステークホルダー
エンゲージメント、グローバル視点の一層の導入、レポートの活用状
況の把握、CSRコミュニケーション面での工夫を求めました。これら
については、いずれも大いに改善されました。とりわけ、中期的課題
として指摘したISO26000への対応が迅速に遂行されたことに驚
きを感じるとともに、マツダグループが「企業の社会的責任」を真剣
に考える意識の高い企業体であることを実感しました。
　ただし、それでも、いくつか残された課題があります。
　まず、来年度以降は、ISO26000の7つの中核主題をふまえて策
定した2013年度CSR目標の実績を評価しPDCAを回していくとと
もに、現在、設定している6つの取り組み分野と3つの重点領域を
見直し、急激な経営環境の変化に対応した「マツダグループらしい

用」による排出が付け加わった点は、大いに評価したいと思います。モ
ノの製造・販売に携わる企業が、CSR活動を通じて達成すべき地球環
境への配慮の一つとして、お客さまに製品を提供することで、どのよう
にお客さま側の温室効果ガス排出量を削減するのか、という取り組み
があります。カテゴリー11のデータを収集し開示することは、お客さま
による温室効果ガス排出についてもマツダが自らの社会的責任の範
囲としてとらえ、お客さまと一緒にその削減のために持続的に努力す
る意識があることを示しています。耐久消費財をあつかう自動車メーカー
として、このように誠実な企業姿勢は、高く評価されるべきだと思います。
　ここで、今回のレポートが、CSRコミュニケーションの面でも一層改
善されたことについて、触れておきたいと思います。冊子版は、カラー
ユニバーサルデザイン認証を取得予定であり、色の見え方が一般と
異なる方々にも情報がきちんと伝わるように配慮されたデザインが
なされています。また、もともとマツダグループは、「人間尊重」をCSR
活動の3つの重点領域の1つとして設定しており、従業員のダイバー
シティ（多様性）やワークライフバランスに配慮した経営を行っていま
すが、今年度のレポートでは、各分野の扉ページや社会貢献の事例
紹介のページ等で、異なる国籍・性別・年齢の従業員やステークホル
ダーが数多く登場し、どのような思いに支えられて日々仕事をしてい
るか、あるいは、マツダグループに対して何を期待しているか、といっ
た生の声をバラエティに富む形で寄せています。読者の方々は、これ
らを通じて、マツダが国籍・性別・年齢を超えた多様性を尊重する企
業風土を持つことをよく理解されるのではないでしょうか。着実な前
進として、高く評価したいと思います。

CSR」を新たに組み立てていただきたいと思います。その際、グロー
バル化したステークホルダーの関心や懸念を把握して経営に反映さ
せるため、ステークホルダーエンゲージメントを一層充実させること
も重要でしょう。
　また、上記の点とも密接に関わりますが、2013年5月に改訂され
たGRIガイドライン第4版をふまえ、サステナビリティパフォーマンス
情報を開示する際に、重要性へのフォーカスを徹底させる必要があ
ります。何を重要と考え、どのように開示情報を特定したのかをしっ
かりと説明するためには、GRIガイドライン第4版を良い機会ととらえて、
コーポレートビジョンとCSR経営の関連づけをもう一度整理し直す
必要がありそうです。マツダグループの成長とCSR経営の進展が、
方向性において一つに重なるようなフォーカスを期待したいと思います。

「マツダサステナビリティレポート2013」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

改善すべき点

特に評価できる点






