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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

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（176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、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.com/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。

ウェブサイト

■	マツダの6つのCSR取り組み分野である「お客さま満足」「環境保全」「社会貢献」「人間尊重」
「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。
■	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
2013年4月から2014年3月を中心に報告。一部、2014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、「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：2014年8月（前回発行2013年8月、次回発行2015年夏予定）
※ダイジェスト版（PDF／電子ブック、冊子）は2014年9月に発行予定です。

英語版：2014年9月予定（前回発行2013年9月、次回発行2015年秋予定）
※ダイジェスト版（PDF／電子ブック、冊子）は2014年10月に発行予定です。

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

クラスの概念を打ち破るコンパクトカー新型
デミオ／Mazda2が新緑の中を疾走。マツ
ダグループが一丸となって挑戦・革新・共創
に取り組み、地球・社会とともに、前進・成長
する姿を表現しています。

表紙について

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）”

「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

2

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
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（2007年3月発表）。
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。

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※1 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	117,187名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数 単体	合計	：			20,473名（当社からの出向者を除き、他社か
ら当社への出向者を含む）

連結	合計	：	40,892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、メキシコ※2、米国※3、コロンビア※4、ジンバブエ、南ア
フリカ、エクアドル、台湾※5、ベトナム※5、マレーシア※6、ロシア※6

販 売 会 社 国内	251社		海外	141社	（2013年12月31日）

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

会社概要（2014年3月31日現在）

「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	：

※1	2014年8月1日付で実施した株式併合により、発行可能株式総数は
						1,200,000,000株、発行済株式総数は599,875,479株。
※2	2014年1月に稼動開始。
※3	2012年8月にMazda6の生産を終了。
※4	2014年4月末にマツダ車の生産を終了。
※5	一部車種は現地組立（生産台数は公表対象外）。
※6	現地組立のみ（生産台数は公表対象外）。



　2014年3月期は2016年3月期に向けた「構
造改革プラン※1」を推進する中で、新商品の導
入や「モノ造り革新」の加速（P7-10参照）、グロー
バル生産体制の再構築において、着実な成果を
あげることが出来ました。グローバルアライアン
スの推進も順調に進んでいます。
　商品面では、グローバルで高い評価をいただ
いているSKYACTIV技術（P53参照）とデザイ
ンテーマ「魂

こ ど う
動―Soul of Motion」を採用した

CX-5、アテンザ／Mazda6に続く第3弾のモデ
ルとして、新型アクセラ／Mazda3を順調にグ
ローバル導入しました。
　生産面ではメキシコ新工場での新型Mazda3
の生産を1月より開始しました。
　これらの取り組みなどにより、マツダグルー
プの売上高は2兆6,922億円（前期比4,870億
円増加）、営業利益は1,821億円（同1,282億
円増加）、当期純利益は1,357億円（同1,014
億円増加）となりました。
　メキシコでのエンジン機械加工工場の建設や
タイでの新トランスミッション工場の建設、国内
でのSKYACTIVエンジンやトランスミッション
の生産能力増強は計画通り進めています。

　企業として持続的な利益ある成長を目指しつ

地球・社会と共存し
持続的な成長の実現を目指します

TOP MESSAGE

※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 （P156参照）。
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「構造改革プラン」を推進し着実な成果を
あげることが出来ました

2014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

チャレンジングな目標を設定しPDCAサイ
クルを回していきます

マツダの社会的責任（CSR）について教えてくださいQ

トップメッセージ



つ地域社会を中心として社会全体の発展に貢献するこ
とが重要です。
　加えて、本レポートで主に取り上げている非財務面の
社会的責任については、取り組むべき課題も関係する
ステークホルダーも幅広いと考えており、マツダでは6
つのCSR取り組み分野※2を定めています。マツダを取
り巻くビジネス環境の変化を踏まえ、重点取り組み領域
の見直しを開始しました（P13参照）。また、ISO26000
の7つの中核主題を踏まえ、業務計画から抽出した日々
の業務に内在している取り組みをCSR目標として設定
しています。本レポートでは2013年度実績評価・2014
年度目標（P14-15参照）を報告しています。地球温暖
化をはじめとした環境問題については、マツダグリーン
プラン2020（P48-51参照）においてさらに詳細な年度
目標を定めて対応しています。今後もチャレンジングな
目標を設定し、従業員一人ひとりの行動を通して計画・
実行・評価・改善というPDCAサイクルを回し継続的に
改善していきます。

　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、特に環境面、
安全面における取り組みは重要です。マツダは技術開
発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣
言」（P2参照）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」
を提供することで、お客さまから熱烈に支持されるブラ
ンドになることを目指しています。
　環境面では、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
気デバイスを導入するビルディングブロック戦略（P52

参照）を推進しています。2020年時点でもグローバル
市場における自動車の動力技術は内燃機関が主流で
あるとの予測に基づき、まず徹底したベース技術の改善
を行っています。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
のお客さまに手の届きやすい価格で、環境性能に優れ
たクルマを提供することでグローバルなCO2排出量削
減に貢献していきます。
　革新的なベース技術の総称であるSKYACTIV技術
をフル搭載したクルマを既に3車種導入していますが、
新たに小型排気量クリーンディーゼルエンジンを開発し、
新型デミオ（海外名:Mazda2）に搭載し2014年秋に
日本市場より導入を開始します。これはハイブリッド車、
軽自動車を除く、内燃機関搭載車として最高のモード
燃費※3と大幅な実用燃費の改善を図っています。今後、
SKYACTIV技術搭載車種はさらに拡大し、2016年
3月末時点の同技術搭載車比率は当初計画を上回る
85％以上となる見通しです。
　安全面では、「事故のない安全なクルマ社会」を目指し、

「クルマ」「人」「道路・インフラ」の3つの視点で安全への
取り組みを進めています。具体的には、「ドライバー・人
間を尊重する」とした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
行い、先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P42参照）を本
格的に導入しています。

新型デミオ／Mazda2（2014年秋導入予定）

※2 6つの取り組み分野は「お客さま満足」「環境保全」「社会貢献」「人間尊重」「コンプライアンス」「情
報開示」（P12参照）。

※3 JC08モード燃費。
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サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言で重視し
ている優れた環境・安全性能を提供します

本業であるクルマづくりにおいて、どのような社会的
責任を果たしますか?Q



マツダは2002年以降現在に至るまで一貫してブランドメッセージ“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”（P2参照）を展開して来ました。そして、
2007年にはこれを進化させた技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」（P2参照）を発表し、「『走る歓び』と『優れた
環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポリシーとしています。

マツダはこれまで、「走る歓び」を最も重要なブランドエッセンスとして大切にしてきました。加えて、2013年に改めてマツダグループ全従業
員が共有すべき価値観として「ブランド理念」を制定しました。これにより「ブランド価値経営」を推進します。

マツダグループ従業員がマツダブランドを誇りに思い、自分の行動
を変革しようという風土を醸成するための話し合いを、2013年7月
より進めています。「ブランド価値経営」をテーマに、マツダの役員、従
業員、国内・海外のマツダグループ従業員が参加し、「自らの行動を
どのように変革するか」「この理念をどのように実行していくか」など
の話し合いを行っています。これは2000年から実施しているマツダ
独自のビジネスリーダー育成プログラム「マツダ・ビジネスリーダー
開発（MBLD）」（P128参照）」の一環として実施するものです。この
活動は2014年度もマツダグループ全体で継続実施する予定です。

ブランドは「お客さまの心の中」にあるものです。「ブランド価値経営」を宣言したからと言って、マツダが自社のブランドイメージをコントロー
ルすることはできません。マツダグループのすべての活動をお客さま視点でとらえる以外にブランド価値向上の道はないと認識しています。
マツダグループ従業員が「ブランド理念」に基づき、ブランドの価値を明確にし、一貫した取り組みを行うことが重要です。品質、商品、販売、
アフターサービス、コミュニケーション、人などのあらゆる接点でお客さまの期待を超える価値を、カー
ライフを通じて提供し続けることで、お客さまの人生をより豊かにし、お客さまとの間に特別な絆を持っ
たブランドになることを目指します。

マツダは、構造改革プランを進める上で「ブランド価値経営」を重要な考え方として位置づけ、従業員
一人ひとりが革新・共創・挑戦する風土を醸成しています。お客さまのみならず、サプライヤー、株主・投
資家、地域社会をはじめ、全てのステークホルダーから広く信頼される企業グループとして成長してい
きます。
この取り組みは始まったばかりです。幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながらブラ
ンド価値の向上を目指します。本レポートでは、その取り組みの一端を各項目の中で紹介しています。

ブランド価値に焦点を当てた経営の推進
～お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドになることを目指して～

※ ブランド価値経営と構造改革プランとの関係についてはアニュアルレポート2014（ http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/ ）をご参照下さい。

カーライフを通じて人々に人生の輝きを提供する。1.

地球・社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供する。2.

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。
どう

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きたい。
未来においても地球・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。

【ブランド理念】
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マツダを支持してくださるお客さまを着実に増やし続け
ることを狙いとし、グローバル販売台数を152万台（18
万台減）としました。これにより販売台数増とブランド価
値の維持・向上をバランスさせながら、将来に向けた基
盤づくりを着実に前進させていきます。
　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マツダらし
い魅力ある商品を届けることで目標を達成します。

　私は、「協調」という言葉を大切にしています。マツダ
グループの存続・成長のためには、関係するすべての人々
が目標やそこに至るプロセスをも共有し協調すること
が重要です。特に新しいことにチャレンジする時は有効
であり、SKYACTIV技術の開発や「モノ造り革新」は、協
調の成果の例であると確信しています。今後も「協調」を
マツダグループの強みとして、バリューチェーン全体で
成長していきます。
　「ブランド価値経営」は取り組みを開始したばかりで
まだまだ目標通りの姿には至っていません。マツダは
2020年、オリンピックが東京で開催される年に創立
100周年を迎えますが、その時にお客さまをはじめとし
てマツダに関わる世界中のステークホルダーの皆さま
から愛され、真に信頼される企業として認知されている
ようマツダグループで一丸となって取り組みます。そして、
地球・社会と共存し持続的な成長の実現を目指します。

　国内では広島県、山口県に生産拠点をもつ企業であり、
地域経済、雇用に対する責任は大きいと考えています。
今後も85万台規模の国内生産を維持することは、地域
社会の成長への継続的な貢献、日本のモノづくり技術
の熟成とその技術の海外拠点への水平展開という両面
で重要です。
　一方、グローバル生産体制の再構築において最も重
要な拠点が1月から生産開始したメキシコ工場です。同
工場をはじめ、事業を行う各国においても地域社会とと
もに成長するという基本的な考え方を踏襲し、幅広い
意味での社会的責任を果たしていきます。環境保全や
ダイバーシティを重視した人材育成、高い品質の維持、
そして人権配慮や地域への社会貢献などに取り組みます。

　マツダは2013年より「ブランド価値経営」の推進に
本格的に取り組んでいます。これは、さまざまな接点を
通じて、お客さまの人生をより豊かにし、お客さまとの間
に特別な絆を持ったブランドになることを目指す取り組
みです。マツダグループ全従業員が共有すべき価値観
として「ブランド理念」（P6参照）を定め、マツダブランド
の価値を明確にし、一貫した取り組みを行うことが重要
です。
　現在取り組んでいる構造改革プランでは、「ブランド
価値経営」の取り組みも踏まえ、2016年3月期の経営
指標の見直しを行いました。具体的には営業利益を2,300
億円（800億円増）とする一方で、一人ひとりのお客さ
まとマツダの感情的なつながりをより強固なものにし、

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO

■ 株主・投資家情報サイト トップメッセージ
 http://www.mazda.com/jp/investors/policy/message.html

「ブランド価値経営」を推進し持続的に成長して
いきます

マツダの今後のビジョンについてお聞かせくださいQ

バリューチェーン全体で社会的責任を果たし
ます

ステークホルダーへのメッセージをお聞かせくださいQ

地域社会とともに成長できるよう継続的に貢献
します

「グローバル生産体制の再構築」において重視している
点を教えてくださいQ
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マツダは2002年以降現在に至るまで一貫してブランドメッセージ“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”（P2参照）を展開して来ました。そして、
2007年にはこれを進化させた技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」（P2参照）を発表し、「『走る歓び』と『優れた
環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポリシーとしています。

マツダはこれまで、「走る歓び」を最も重要なブランドエッセンスとして大切にしてきました。加えて、2013年に改めてマツダグループ全従業
員が共有すべき価値観として「ブランド理念」を制定しました。これにより「ブランド価値経営」を推進します。

マツダグループ従業員がマツダブランドを誇りに思い、自分の行動
を変革しようという風土を醸成するための話し合いを、2013年7月
より進めています。「ブランド価値経営」をテーマに、マツダの役員、従
業員、国内・海外のマツダグループ従業員が参加し、「自らの行動を
どのように変革するか」「この理念をどのように実行していくか」など
の話し合いを行っています。これは2000年から実施しているマツダ
独自のビジネスリーダー育成プログラム「マツダ・ビジネスリーダー
開発（MBLD）」（P128参照）」の一環として実施するものです。この
活動は2014年度もマツダグループ全体で継続実施する予定です。

ブランドは「お客さまの心の中」にあるものです。「ブランド価値経営」を宣言したからと言って、マツダが自社のブランドイメージをコントロー
ルすることはできません。マツダグループのすべての活動をお客さま視点でとらえる以外にブランド価値向上の道はないと認識しています。
マツダグループ従業員が「ブランド理念」に基づき、ブランドの価値を明確にし、一貫した取り組みを行うことが重要です。品質、商品、販売、
アフターサービス、コミュニケーション、人などのあらゆる接点でお客さまの期待を超える価値を、カー
ライフを通じて提供し続けることで、お客さまの人生をより豊かにし、お客さまとの間に特別な絆を持っ
たブランドになることを目指します。

マツダは、構造改革プランを進める上で「ブランド価値経営」を重要な考え方として位置づけ、従業員
一人ひとりが革新・共創・挑戦する風土を醸成しています。お客さまのみならず、サプライヤー、株主・投
資家、地域社会をはじめ、全てのステークホルダーから広く信頼される企業グループとして成長してい
きます。
この取り組みは始まったばかりです。幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながらブラ
ンド価値の向上を目指します。本レポートでは、その取り組みの一端を各項目の中で紹介しています。

ブランド価値に焦点を当てた経営の推進
～お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドになることを目指して～

※ ブランド価値経営と構造改革プランとの関係についてはアニュアルレポート2014（ http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/ ）をご参照下さい。

カーライフを通じて人々に人生の輝きを提供する。1.

地球・社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供する。2.

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。
どう

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きたい。
未来においても地球・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。

【ブランド理念】
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「世界中の自動車メーカーが驚くような革新的なベース技術を搭載したクルマをつくる」ことを目的に全社一体となって進めてきたマツダの「モノ造り革新」。
日本で誕生し、クルマづくりのプロセスをゼロから見直すこの取り組みは今、海外生産拠点への展開が開始され、ブランド価値を強化するクルマづくりが
グローバルに展開されつつある。

  「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」とともにスタートした「モノ造り革新」

  「モノ造り革新」で何が変わったか

　「『コモンアーキテクチャー構想』は、単なる規格統一で
はない。時代や車種に左右されない“普遍的に最適と言え
る理想構造”をカタチにしたもの」だと菅は言う。「量産効
率だけではなく、商品力の向上や、リードタイムの短縮、さ
らには省資源化にも、『一括企画』や『コモンアーキテクチ
ャー構想』『フレキシブル生産構想』は大きな役割を果たし
ている」。
　例えば、商品力の要となるデザインにおいては、デザイ
ン意匠を忠実に量産のクルマに織り込んでいく取り組み
が進められた。従来は開発部門がクルマのデザインを決定
した後、生産部門が部品をつくる金型製作に着手していた
が、それでは技術的な制約から開発部門が考え抜いたマ

  マツダ独自の活動「一括企画」を全社で推進し、理想の構造・工程を追求

ツダが目指すデザインを完璧に再現できないこともあっ
た。そこで、開発と生産が一体となった活動の中で、相互の
実現したい想いを、より早く正確に理解しあう「一括企画」
の活動を導入。デザイン確定前に成形シミュレーションを
行い、生産部門からデザイン再現のための構造を提案す
るなど、部門の壁を取り払い共働でデザイン意匠の忠実な
再現に取り組んだ。これにより、コンセプトカーに見劣りし
ないシャープさを量産モデルでも実現することができ、
Mazda6(日本名：アテンザ)、新型Mazda3(日本名：アクセラ
)の2車種が続けて「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」
でベスト3選出という国内メーカー初の実績も上げた。
　また、資源の有効利用という面での成果事例として「プレ

■ 事例：デザイン意匠を忠実に再現

ブレーク
スルー

ブレーク
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ブレーク
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商
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争
力
を
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性（FLEXIBILITY

）
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BR
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K

HRO
UGH

ベストバランスの考え方

コンセプトカー

量産モデル

菅 康宏

技術本部
車体技術部長

　2007年に「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表
したマツダ。すべてのお客さまに、「走る歓び」と「優れた環境・
安全性能」をお届けするため、「世界のベンチマークになるよ
うな革新的なベース技術を搭載したクルマを開発・販売す
る」ための挑戦が始まった。マツダの生産規模は年間約120
万台。1,000万台以上も生産・販売するトップ企業と同じこと
をしていたのでは、競争に勝ち残ることはできない。

　お客さまの期待を超える商品を開発し、トップ企業と同
等以上の量産効果を達成するためには従来の"改善"とい
ったレベルでなくクルマの構造を見直すと同時に、クルマ
のつくり方そのものを革新していかなければならない。こ
うした強い決意のもと関連部門が一丸となってマツダ「モ
ノ造り革新」がスタートした。

　商品競争力を高める多様性と量産効率を高める共通
性。従来トレードオフの関係にあるとされていたこの2つを
高次元で両立させることが、「モノ造り革新」の狙いであっ
た。「さまざまな商品を開発・生産しながら、あたかも単独車
種をつくっているかのようなスケールメリットを生み出すに
はどうすれば良いか」と考える中、ブレークスルーの着眼点
となったのが「一括企画」「コモンアーキテクチャー（基本骨

格）構想」「フレキシブル生産構想」であった。
　「一括企画」とは、開発、生産、購買、そしてサプライヤーま
でが一体となり、「将来を見通した商品・技術」について議論
し、お互いの立場を超えて、同じ価値観で協議し、具体的な
活動プランを立案すること。全社一体となって5～10年先
を予測して、全車種を対象に企画することから始められた。
「それまでは、車種ごとに開発し、開発・生産がそれぞれ追

求した思いをお互いの立場からぶつけあって合意を形成
していた。しかし『一括企画』では、“将来を見通し、マツダ
が本当に目指すべき商品とは何か、技術とは何か”を関係
者で議論し、今後導入する
モデル共通の形状・構造を
『固定領域』、車種やモデ
ルによって変化・変更すべ
きものを『変動領域』と定
義していった」と技術本部
車体技術部長の菅は語る。
　さらに車種ごとの「一括
企画」を行い、「固定領域」
については量産効率を高
める「コモンアーキテクチャ
ー構想」にのっとって、単独
車種生産に近いスケールメ

リットを生み出した。「変動領域」については「フレキシブル
生産構想」にのっとって設計構造や生産プロセスの技術革
新による商品バリエーションを実現した。

70.3%材料歩留り率

グローバルに展開されるマツダの「モノ造り革新」
“お客さまの1台”に100%の品質と期待を超える価値を実現する

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

ブレークスルーの着眼点
● 一括企画
● コモンアーキテクチャ構想
● フレキシブルライン構想

相反する2特性のトレードオフを打破し、技術革新を伴うさまざまな
商品を開発・生産しながら、単独車種に近いビジネス効率を目指す

ボリューム効率を高める生産工程をサポート

競合力のある多品種生産をサポート

■ アニュアルレポート2014（P29参照）　http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/

特集 2
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「世界中の自動車メーカーが驚くような革新的なベース技術を搭載したクルマをつくる」ことを目的に全社一体となって進めてきたマツダの「モノ造り革新」。
日本で誕生し、クルマづくりのプロセスをゼロから見直すこの取り組みは今、海外生産拠点への展開が開始され、ブランド価値を強化するクルマづくりが
グローバルに展開されつつある。

  「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」とともにスタートした「モノ造り革新」

  「モノ造り革新」で何が変わったか

　「『コモンアーキテクチャー構想』は、単なる規格統一で
はない。時代や車種に左右されない“普遍的に最適と言え
る理想構造”をカタチにしたもの」だと菅は言う。「量産効
率だけではなく、商品力の向上や、リードタイムの短縮、さ
らには省資源化にも、『一括企画』や『コモンアーキテクチ
ャー構想』『フレキシブル生産構想』は大きな役割を果たし
ている」。
　例えば、商品力の要となるデザインにおいては、デザイ
ン意匠を忠実に量産のクルマに織り込んでいく取り組み
が進められた。従来は開発部門がクルマのデザインを決定
した後、生産部門が部品をつくる金型製作に着手していた
が、それでは技術的な制約から開発部門が考え抜いたマ

  マツダ独自の活動「一括企画」を全社で推進し、理想の構造・工程を追求

ツダが目指すデザインを完璧に再現できないこともあっ
た。そこで、開発と生産が一体となった活動の中で、相互の
実現したい想いを、より早く正確に理解しあう「一括企画」
の活動を導入。デザイン確定前に成形シミュレーションを
行い、生産部門からデザイン再現のための構造を提案する
など、部門の壁を取り払い共働でデザイン意匠の忠実な再
現に取り組んだ。これにより、コンセプトカーに見劣りしな
いシャープさを量産モデルでも実現することができ、
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でベスト3選出という国内メーカー初の実績も上げた。
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■ 事例：デザイン意匠を忠実に再現
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技術本部
車体技術部長

　2007年に「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表
したマツダ。すべてのお客さまに、「走る歓び」と「優れた環境・
安全性能」をお届けするため、「世界のベンチマークになるよ
うな革新的なベース技術を搭載したクルマを開発・販売す
る」ための挑戦が始まった。マツダの生産規模は年間約120
万台。1,000万台以上も生産・販売するトップ企業と同じこと
をしていたのでは、競争に勝ち残ることはできない。

　お客さまの期待を超える商品を開発し、トップ企業と同
等以上の量産効果を達成するためには従来の"改善"とい
ったレベルでなくクルマの構造を見直すと同時に、クルマ
のつくり方そのものを革新していかなければならない。こ
うした強い決意のもと関連部門が一丸となってマツダ「モ
ノ造り革新」がスタートした。

　商品競争力を高める多様性と量産効率を高める共通
性。従来トレードオフの関係にあるとされていたこの2つを
高次元で両立させることが、「モノ造り革新」の狙いであっ
た。「さまざまな商品を開発・生産しながら、あたかも単独車
種をつくっているかのようなスケールメリットを生み出すに
はどうすれば良いか」と考える中、ブレークスルーの着眼点
となったのが「一括企画」「コモンアーキテクチャー（基本骨

格）構想」「フレキシブル生産構想」であった。
　「一括企画」とは、開発、生産、購買、そしてサプライヤーま
でが一体となり、「将来を見通した商品・技術」について議論
し、お互いの立場を超えて、同じ価値観で協議し、具体的な
活動プランを立案すること。全社一体となって5～10年先
を予測して、全車種を対象に企画することから始められた。
「それまでは、車種ごとに開発し、開発・生産がそれぞれ追

求した思いをお互いの立場からぶつけあって合意を形成
していた。しかし『一括企画』では、“将来を見通し、マツダ
が本当に目指すべき商品とは何か、技術とは何か”を関係
者で議論し、今後導入する
モデル共通の形状・構造を
『固定領域』、車種やモデ
ルによって変化・変更すべ
きものを『変動領域』と定
義していった」と技術本部
車体技術部長の菅は語る。
　さらに車種ごとの「一括
企画」を行い、「固定領域」
については量産効率を高
める「コモンアーキテクチャ
ー構想」にのっとって、単独
車種生産に近いスケールメ

リットを生み出した。「変動領域」については「フレキシブル
生産構想」にのっとって設計構造や生産プロセスの技術革
新による商品バリエーションを実現した。

70.3%材料歩留り率

グローバルに展開されるマツダの「モノ造り革新」
“お客さまの1台”に100%の品質と期待を超える価値を実現する

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

ブレークスルーの着眼点
● 一括企画
● コモンアーキテクチャ構想
● フレキシブルライン構想

相反する2特性のトレードオフを打破し、技術革新を伴うさまざまな
商品を開発・生産しながら、単独車種に近いビジネス効率を目指す

ボリューム効率を高める生産工程をサポート

競合力のある多品種生産をサポート

■ アニュアルレポート2014（P29参照）　http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/

特集 2
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  ブランド価値を強化する「生産」へ、「モノ造り革新」をさらに進化
　「モノ造り革新」のスタートから8年が経とうとしている
今、マツダは「ブランド価値を強化する生産へ」と、さらに

「モノ造り革新」を進化させようとしている。
　マツダが生産の視点でお客さまにお届けすべき「ブラン
ド価値」。それを象徴する言葉の一つが「100－1=0」だ。こ
れが意味するのは、「クルマ100台のうち、1台でも不良が
あればすべて無に帰す。なぜなら、お客さまにとってその1
台は100分の1ではなく、唯一無二の1台だから」というも
の。お客さまの1台に100％の品質を目指す強い思いが、

そこには込められている。
　菅は、「“お客さまの1台を大切にするクルマづくり”を追
求し、ゼロディフェクト（無欠陥）を実現した上で、マツダブ
ランドの特色である“走る歓び”を体現する、“魂動デザイ
ン”“人馬一体※2”“燃費性能”など、お客さまの期待を超え
る価値を実現したい」と、抱負を語る。
　「退屈なクルマはつくらない」を合い言葉に、「モノ造り革
新」は進化を続けている。

  グローバル生産体制に対応した最適なモノづくりの実現へ

ス加工における歩留まり※1向上」を上げることができる。60
％が限界と言われていた材料歩留り率を「CX-5」では、一気
に70％まで引き上げた。形状・構造の共通化を進め、未利用
材活用などを前提とした製品設計を行うことで、プレス加工
における歩留まり向上に大きな進展が見られた。同時に、従
来と比較して小さいプレス部品を増やすことにより、必要強
度に応じた厚さの材料を使用できるようになったことで、1
台当たりの鋼板使用量を大幅削減し、結果としてクルマ全
体の軽量化・燃費向上に寄与した。「従来は大きな部品では
最も強度が必要な部分に合わせた厚みでプレスしていた
が、開発と議論を通じて、一つだった部品を分割し、それぞ
れ適した板厚と材質にして組み立てた方が、軽量化にもつ
ながり、全体効果が大きい場合があることに気付いた。今後
も開発部門と連携し、商品の理想構造と生産の理想工程を
追求することで商品価値向上とコスト削減を同時に実施し
ていきたい」と菅は説明する。
　「高歩留まりプレス加工の実現は、サプライヤーさんの協力
があってこそ」と、菅は材料歩留まり率向上の功労者として、

一体部品 CX-5 部品

メキシコの自動車産業をリードする人材を育成し
経済発展・地域活性化に貢献していきたい

　MMVOはマツダの「モノ造り革新」の考え方に基づ
き、日本と同レベルの高い品質を持つ車両をグローバ
ルに供給できる体制づくりに取り組んでいます。2014
年7月までに180名のエンジニアおよび管理監督者を
マツダの本社工場や防府工場へ研修のために派遣し、
マツダのブランド価値強化につながる生産体制が構築
できたと考えています。
　また、MMVOでは地域経済・自動車産業への貢献、
環境保全への貢献、地域の皆さまとの交流を大切にし
ています。経済・自動車産業への貢献としてはMMVO
および工場敷地内に建設したサプライヤーパーク※へ
の進出サプライヤーさまと合わせて6,000名以上の雇
用を創出しています。そのほか、希少木（メスキーテな
ど）の保護や土砂の管理を通じた自然保護活動などの
環境保全活動（P110参照）や、敷地内への多目的広場・
ミニミュージアムの設置といった地域の皆さまとの積極
的な交流など、さまざまな取り組みを進めています。

　これらを通じて、マツダのモノづくりの歴史やモノづ
くりのスピリットを伝え、ここメキシコでのブランドエッセ
ンスの発信基地になっていきたいと思います。
　今後もメキシコの自動車産業を支えリードする人材を
育成するとともに、モノづくりを通じてメキシコ経済の発
展に貢献し、地域の方々とともに成長できる生産拠点と
なれるよう取り組んでいきます。 

MMVO 執行副社長  富永 修

■ 最適な材質・板厚の追求

　世界中のすべてのお客さまに、マツダの「ブランド価値」
を届けていくためには、「モノ造り革新」のグローバル生産
拠点への展開は重要な課題である。現在、マツダの主要生
産拠点は、日本の広島・防府のほか、タイ、中国、それに
2014年1月に生産開始したメキシコの5拠点。
　「私たちが長年にわたって技術を集積してきた広島とい
う地から生まれた『モノ造り革新』をどうグローバルに展開
するのか。マツダにとって、これは大きなチャレンジだ」と語
る菅。将来的に海外生産比率を50％に引き上げることを
目指すマツダにとって「単に技術やノウハウを移管すると
いうことではなく、現地従業員や初めてお取り引きするサ

プライヤーさまに、“マツダが目指すもの”を理解・共感して
もらい、真に『モノ造り革新』をその地に根付かせていくこ
とが大事だと考えている」と、「モノ造り革新」のグローバル
展開の意義について言及する。
　目指す姿はManufacturing for Customer Value

（お客さま価値のための生産）。世界中のお客さま一人ひと
りに、100％の品質と、お客さまの期待を超える価値を実
現するために、マツダグループのすべての生産拠点が1つ
のチームとなって取り組んでいく。

メキシコ工場を建設
「モノ造り革新」を展開したグローバル生産拠点として

from
Mexico

100-1=0

50%海外生産比率

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

■ 良き企業市民としてメキシコ経済・自動車産業のさらなる発展ならびに地域の活性化に貢献する。
■ 重要なグローバル戦略拠点として、マツダの構造改革を成功に導き新たな歴史を築く。
■ SKYACTIV技術搭載車をより多くのお客さまにお届けし地球環境保全に貢献する。

部位ごとに必要な強度、機能（防錆など）
を実現する最適材質、板厚

生産開始
生産能力
従業員数
建屋面積
敷地面積

2014年1月
完成車140,000台＊
約3,100名＊
約188,000㎡＊
約2,560,000㎡（256ha）

概要

※1　材料の投入量から期待される生産量に対して、実際に得られた製品生産量比率。 
※2　「人とクルマが一体となって最高の走行状況をつくり出し、心まで通じ合うことを目指す」という
　　　マツダ独自の走りの哲学。

※ サプライヤーの生産拠点集積地。 

※ 「マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコ S.A. de C.V.」と「マツダモトールオペラシオネスデメヒコS.A. de C.V.」を総称した名前。 

3つの使命

　マツダは、住友商事株式会社と合弁でメキシコ合衆国グアナファト州サラマンカ市に新工場「マツダデメヒコ 
ビークルオペレーション※」（以下、MMVO）を建設。2014年1月に新型Mazda3（日本名：アクセラ）を生産開始
したMMVOは、北米、中南米、欧州への重要な戦略的供給拠点に位置づけられている。

Mexico

従来 新方案

1

2

3

4

5

6

＊ 生産開始時
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　目指す姿はManufacturing for Customer Value

（お客さま価値のための生産）。世界中のお客さま一人ひと
りに、100％の品質と、お客さまの期待を超える価値を実
現するために、マツダグループのすべての生産拠点が1つ
のチームとなって取り組んでいく。

メキシコ工場を建設
「モノ造り革新」を展開したグローバル生産拠点として

from
Mexico

100-1=0

50%海外生産比率

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

■ 良き企業市民としてメキシコ経済・自動車産業のさらなる発展ならびに地域の活性化に貢献する。
■ 重要なグローバル戦略拠点として、マツダの構造改革を成功に導き新たな歴史を築く。
■ SKYACTIV技術搭載車をより多くのお客さまにお届けし地球環境保全に貢献する。

部位ごとに必要な強度、機能（防錆など）
を実現する最適材質、板厚

生産開始
生産能力
従業員数
建屋面積
敷地面積

2014年1月
完成車140,000台＊
約3,100名＊
約188,000㎡＊
約2,560,000㎡（256ha）

概要

※1　材料の投入量から期待される生産量に対して、実際に得られた製品生産量比率。 
※2　「人とクルマが一体となって最高の走行状況をつくり出し、心まで通じ合うことを目指す」という
　　　マツダ独自の走りの哲学。

※ サプライヤーの生産拠点集積地。 

※ 「マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコ S.A. de C.V.」と「マツダモトールオペラシオネスデメヒコS.A. de C.V.」を総称した名前。 

3つの使命

　マツダは、住友商事株式会社と合弁でメキシコ合衆国グアナファト州サラマンカ市に新工場「マツダデメヒコ 
ビークルオペレーション※」（以下、MMVO）を建設。2014年1月に新型Mazda3（日本名：アクセラ）を生産開始
したMMVOは、北米、中南米、欧州への重要な戦略的供給拠点に位置づけられている。

Mexico

従来 新方案

1

2

3

4

5

6

＊ 生産開始時
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企業価値・ブランド価値向上につながるイベントを実行します
環境や社会貢献などのCSR関連イベントの企画・推進を担当しています。2013年12月に日
本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2013」のマツダブースで説明員を担当した際は、
来場者にマツダの考え方や具体的な取り組みを正しく伝え、共感いただくことの大切さを学
びました。
今後も社内の各部門と連携し、マツダの企業価値・ブランド価値向上につながるイベントを
実行していきます。

CSR・環境部
 小林 由季子

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

■ 基本的な考え方
「Mazda Way」(P125参照)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。

■ CSRの6つの分野
マツダは、CSRの取り組みを（一社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章※2」などを
参考に、「お客さま満足」「環境保全」「社会貢献」「人間尊重」「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。
■  「お客さま満足」 ： あらゆる接点を通して、お客さまの期待を上回る所有体験を提供
■ 「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
■ 「社会貢献」 ： 良き企業市民としての、地域社会への貢献
■ 「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
■ 「コンプライアンス」 ： 法令順守はもとより、「マツダ企業倫理行動規範」に沿った取

り組み
■ 「情報開示」 ： 適時・適切な情報の開示

12

マツダのCSR コーポレートビジョンの実現を通じ、社会と共に成長、発展していきます。
ステークホルダーの要望と期待に応えるよう努力しながら、日々の事
業活動を通じてCSRの取り組みを推進します。

a

※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、（一社）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。

コーポレートビジョン※1

Vision

Mission

Value

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。

Mazda Way

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

人間尊重
コンプライアンス

情報開示

社会貢献

環境保全

お客さま満足

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

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

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

a 6つの取り組み分野

ステークホルダーエンゲージメント
についてはP157〜162に掲載
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■ 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

■   2013年度は、2013年度CSR目標の策定および進捗フォロー（P14-15参照）、環
境中期計画（マツダグリーンプラン）の実績評価（P48-51参照）、CSRについての
社外評価分析結果、CSRについての従業員への啓発（P16参照）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
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、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CSR目標」を策定しました。2013年度実績、
2014年度目標はCSR経営戦略委員会で承認されました。今後も計画、実行、評価、
改善というPDCAサイクルを回し、グローバル・スタンダードに沿ったCSR経営を目
指します。

■ CSR重点取り組み領域の見直し
マツダは、GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」（G4）を参考に、
2013年度より重点取り組み領域（マテリアリティ）の検討を開始しました。
お客さまをはじめとするさまざまなステークホルダーや有識者の意見を反映するととも
に、マネジメントおよび関連部門の考えを踏まえ、将来のG4準拠を目指しています。
具体的には、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取り組
み領域を特定し、検討プロセスを開示する予定です。

b

b 体制図

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

お
客
さ
ま
満
足

環
境
保
全

社
会
貢
献

人
間
尊
重

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

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
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■ 2014年度CSR目標
ISO26000
中核主題 項目

2013年度
自己評価

2014年度

目標 実績 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

①「2013年度CSR目標」を策定、「マツダサステ
ナビリティレポート2013」で開示し、社内関連
部門とのPDCAを開始
②従業員意識調査結果などを活用し、階層別
研修＊1（24回実施）、CSRについての情報発信

（37回発信）などで、従業員への啓発を継続

○

①G4対応に向け重点取り組み領域の検
討および検討プロセスの開示準備
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

メキシコ、ロシア、マレーシアの新設会社で監査
委員会設置に向けた準備を実施 ○ 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・運用・維持

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

さまざまな形式でのステークホルダーエンゲー
ジメントを計画通りの頻度で実施

（サステナビリティレポート2014 P.157-162参照）
○ 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

想定されるリスクを洗い出し、リスク低減活動
を継続実施。主な取り組みは以下。
・   地震・津波リスクに対して、防災自衛団組織を

結成し、初動対応の確認・見直し実施
・   機密漏えいリスクに対して、警備業務を整備し、

現状に即したルールに変更

○ 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」および「労働における
基本的原則および、権利に関するILO（国
際労働機関）宣言」への支持明確化

①人権意識高揚のため、以下の活動を計画通
り実施
階層別研修、人権ミーティング、パワーハラスメント防
止に向けた管理者向け e ラーニングなど
②「マツダサステナビリティレポート2013」など
で両宣言への支持を明確化

（サステナビリティレポート2014 P.137参照）

○

①階層別研修や人権ミーティングなど、
人権意識高揚のための活動継続
②「世界人権宣言」および「労働における
基本的原則および権利に関するILO（国
際労働機関）宣言」への支持継続

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

①連結子会社代表者または副社長の後継候補
計画を策定し、シニアマネジメント間で共有、計
画的な育成・活用の進化を継続
②女性の復職支援施策の検討を完了し、次年
度の計画策定へ向けた基盤を確立
③採用強化などにより、障がい者雇用率が向上。
ただし法定雇用率には未達。
2013年度1.98％（2012年度1.88％から0.1％
向上）

△

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女性幹部登用数目標の設定、および育
成計画の策定
③障がい者法定雇用率（2.0%）の達成お
よび、知的/精神障がい者の採用・活用の
促進

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

国内および海外のサプライヤー500社を対象に、
CSR取り組み（人権を含む）の実施体制や運用
状況についてのアンケート調査を実施

○ バリューチェーンにおける人権取り組み状
況の把握および、調査の継続

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 各拠点における健全な労使関係を維持 ○ 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

以下アクションにより、ワークライフバランス取
り組みの質が向上
・   有給休暇の計画的な取得について、労使合意
（全員年間5日以上取得）を100％達成

・   男性の育児参画促進へ向け、広島県主催の「イ
クメン企業同盟」へ参画

・   終業後のプライベート活動を支援する観点か
ら、製造領域の定時退社日（月１回）について、
夜勤時でなく昼勤時に確実に設定するよう見
直し

○ ワークライフバランスの更なる定着に向
けた、諸施策の質の向上

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

①各領域でのリスクアセスメントを継続
特に製造領域では作業要素ごとに実施し、内容
の深掘りを進めた
②内部監査項目を見直し、防火防災領域を含
めた内容を強化
③国内トップレベルの労働災害発生率を維持
全度数率＊2 0.40、自工会14社中第4位

○

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
②2013年度の監査結果を踏まえて監査
項目の見直しを行い、監査チェックシート
を更新、最適化
③国内トップレベルの安全成績の維持

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

以下アクションによりMazda Way浸透度を維
持・向上
・   キャリアミーティン グ 各 ステップ で の
「Mazda Way 話し合いガイド」の展開

・   「職場連絡資料」の配信（2カ月ごと）
・   階層別研修でのMazda Way研修の実施
・   海外拠点からの研修生に対するMazda 

Way研修の実施

○

・   キャリアミーティングなどを活用した
Mazda Way浸透度の維持・向上

・   ブランド価値向上に向けた人材・チーム
力の強化

＊1 新入社員、中途採用社員、新任等級5社員（係長級）、新任幹部社員研修。
＊2   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。

(自己評価の基準　○：達成、△：ほぼ達成、×：大幅未達)
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ISO26000
中核主題 項目

2013年度
自己評価

2014年度

目標 実績 目標

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（P48-51参照）
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

①コンプライアンスセミナー（年1回）、入社時
研修（毎月）、階層別研修などの社内啓発を計
画通り実施
②グループ会社5社への研修資料の提供（毎月）、
タイムリーな情報提供など、サポートを継続

○

①啓発活動の継続などによるコンプライ
アンスの確保およ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
供など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

①マツダサプライヤーCSRガイドラインを改定
し、紛争鉱物などの不使用についてマツダの考
え方を明記するとともに、既存の項目を含め、サ
プライヤーへの順守を要請
②国内および海外のサプライヤー500社を対
象に、CSR取り組みの実施体制や運用状況に
ついてのアンケート調査を実施

○

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主要取
引先調査の継続

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

①階層別研修にて情報管理の啓発活動を継続
（24回実施）
②セキュリティレベルの高いグローバル情報交
換・共有サービスを計画通り導入

○
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

①デザイン・技術を幅広く知的財産で保護する
ための権利化活動を強化し、その管理状況につ
いて年次のマネジメントレビュー（知的財産委
員会）を実施
②以下の啓発活動を継続
　・   階層別研修での知的財産教育（17回）
　・   全社通達などを通じた事例紹介（2回）
　・   知財契約締結時などにおける、知的財産

チェックの継続

○

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継続的強化

（全社知財教育体制の再整備）
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

「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（目標欄に記載）を新
型アクセラ／Mazda3で具現化し、市場導入

○

「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)をさ
らに進化させた次世代商品づくりを行う
・   「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

販売・サービス領域において、お客さまの要望や
期待に応えるための活動を計画通り実施（サス
テナビリティレポート2014 P.29-39参照）

○

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 商品とお客様への
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

①新型アクセラ／Mazda3にi-ACTIVSENSE
を導入
②各国NCAPでの最高評価を獲得*
　[J-NCAP 5☆]　　CX-5、アテンザ
　[Euro-NCAP 5☆]　Mazda6、新型Mazda3
　[US-NCAP 5☆]　CX-5、新型Mazda3
　[US-IIHS TSP+]　CX-5、Mazda6、新型Mazda3

○

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 各リージョンの地域貢献方針に基づいた
プログラムの継続

各リージョンの地域貢献方針に基づいたプロ
グラムを継続/新規に実施（約420件） ○ 各リージョンの地域貢献方針に基づいた

プログラムの実施

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

①社会貢献活動を通じて、社会的課題解決に
努めた。結果は、サステナビリティレポートを通
じて開示。さらに国内では社会貢献活動レポート

（年9回発行）、マツダ短信（年4回発行）、SNS
などを通じて開示
②社会の視点と企業（マツダグループ）の視点
の両面から構成される影響評価指標を設定

○

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に基づく
PDCAの開始

＊導入国の名称で記載。アテンザ／Mazda6、アクセラ／Mazda3。
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。

(自己評価の基準　○：達成、△：ほぼ達成、×：大幅未達)
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■ CSRについての社外評価（2014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。

■   2013年10月1日より、Ethibel EXCELLENCEに選定されています。
Forum ETHIBEL（フォーラム・エティベル）はベルギーに拠点を置く非営利組織で、
欧州においてSRIとCSRを推進している団体。

■   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、2013
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87兆USドル、722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（CDP2013年の調
査時点）。

■ 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.階層別研修
2013年度は、以下のようなCSR研修を実施しました。

■  講義形式（約840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380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、
　「自分達の普段の行動がCSRにつながっていることを理解できた」
　「自社の環境や社会貢献などの良い取り組みを、社内外に伝えるべきだと感じた」
　「本業と結びつけたCSRの取り組みをやってみたい」
　「業務の中にCSRにつながる種があると感じた。これをブランド造りに役立てたい」
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。

2.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（P22参照）

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（P148参照）
■  「人権週間社長メッセージ」などの人権研修／啓発（P138参照）

3.浸透度の確認
2013年度の社員意識調査でCSRの浸透度を2012年度に続き確認しました。※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。

c

d

e

f

c

e

d

f

hg

g 新任等級5社員研修

h 2013年度グループワーク研修
アンケート結果（約380名）
1.CSRへの興味、知識、理解

2.研修を通して、社会に貢献しようとする意識が高まったか

研修前

研修後

非常に高い 高い 低い 非常に低い

67.2％67.2％

41.7％41.7％ 41.1％
5.2％

0.5％

7.6％

0.5％

4.9％

62.2％62.2％

12.0％12.0％

24.7％24.7％

32％32％

※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、（一社）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2014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」などの順守を
要請するとともにCSR取り組み状況についてのアンケートを実施し、サプライチェー
ン全体でのCSR取り組みを推進しています（P150参照）。

■  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
■  CSR取り組み状況についてのアンケート実施

i

i 技術通信



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

欧州の販売・マーケティング戦略に研修での学びを生かしていきます
ポーランドの販売会社で商品計画領域を担当しています。マツダ本社で2014年1月から6カ
月間の研修を受け、マツダのブランド価値の背景にある日本文化について理解を深めるとともに、
ビジネスにおける広い視野の必要性に気づくことができました。また、商品開発の今後の方向
性を知ることでマツダの将来性を確信しました。研修で学んだことを生かし、今まで以上に自
信を持ってポーランドでの担当業務を進め、今後の販売・マーケティング戦略を立案していきます。

マツダモーターポーランド　マーケティング部門
 グジェグジ・リーバク

お客さま満足

18 Mazda Sustainability Report 2014



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きたい。未来においても地
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人々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

人々に提供する。
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。
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■ お客さまの期待を上回る所有体験の提供
マツダは、お客さまの期待を上回る所有
体験を提供し、特別な絆を持ったブランド
として感じていただくことを目指して、品
質、商品、販売、アフターサービス、人など
あらゆる接点を通して、ブランド理念に基
づいてマツダらしい価値をお客さまにお
届けしています。

■ 品質方針
ブランド理念に基づき、これまで積み上げてきた取り組みをさらに進化させ、すべての
領域が一体となって協業し、マツダらしい価値を高め続けています。

■ 品質向上に向けての取り組み
カーライフを通じてお客さまに「安心」、「信頼」、「感動」をお届けするため、「新商品の品
質つくり込み」「お客さまの期待を上回る品質の実現」「お客さまの笑顔のために考え、
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。

■ マツダ品質マネジメントシステム（M-QMS）
確かな仕事を積み上げ、業界トップレベルの商品品質、販売・サービス品質を達成する
ため、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、商品
の設計開発から生産、販売・サービスにいたる一連のプロセスに適用しています。
2013年度は、新たな生産拠点として操業を開始したメキシコのMMVO※2へ拡大展開し、
現地従業員が自立的に品質改善を行う仕組みを構築しました。今後、海外で新たに設
立される生産・統括拠点にも順次展開し、世界各地で生産・販売されるマツダ車の品
質向上に取り組んでいきます。

19

お客さまへの取り組み あらゆる接点を通して、お客さまの期待を上回る所有体験を提供します。

b

お客さまとの特別な絆を持ったブランド

商品 販売／アフターサービス

ブランド理念

お客さま

人

＝ ブランド価値
a ブランド理念

b 品質方針のこころ

品質

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。

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）

②

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）

P
D

A
C

① お客さまに喜んでいただくことが私たちの願いです。

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。

③ 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）。

量産準備

1. 新商品の品質つくり込み お客さま
保有

購入検討

購入他者推奨
再購入意思

2. お客さまの期待を上回る品質の実現

3. お客さまの笑顔のために考え、行動できる人づくり

販売・アフターサービス

品質改善

新規顧客

商品企画

開発・設計

量産準備 生産 検査 物流

※1  品質管理および品質保証の国際規格。
※2 マツダデメヒコビークルオペレーション。

＊1 製品やサービスの品質を保証するための国際品質保証規格。
＊2 オートアライアンス・インターナショナル,Inc.。
＊3 オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.。
＊4 長安マツダ汽車有限公司。
＊5 長安フォードマツダエンジン有限公司。
＊6 マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd。

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

して初）
 対象 ： 本社工場、防府工場生産車
■ 1996年 ： ISO9001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＊2、AAT＊3、

特装車（TESMA）など
■ 2007年 ： ISO9001対象領域を拡大
 対象 ： CMA＊4、CFME＊5

■ 2015年 ： ISO9001対象範囲を拡大予定
 対象 ： MMVO、MPMT＊6

a



マツダのモノづくり
の考え方や取り組み

日本国内と
等価な品質

量産

量産準備 量産

量産準備 量産

広島／
防府工場

海外生産
拠点
メキシコ

タイ

量産準備

量
産
状
況
を
共
有

高
品
質
の
実
現

【開発段階での品質のつくり込み】

【工程内品質のつくり込み】

【品質保証体制の整備】

過去の不具合情報 生産要件

品質管理

自工程保証

開発／量産準備管理 量産管理体制

工程設計

前
工
程

後
工
程

お
客
さ
ま
な
ど

工程の
つくり込み 全数保証

モノづくり

品質保証体制

コミュニケーション
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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、生産過程で発生するばらつきを含めて機能保
証ができる生産工程の設計を行っています。
さらに、お客さまに、商品を通じて「走る歓び」を感じていただくために、「走る歓び」を体
現する機能や性能を、お客さまがクルマに乗る前から走り出した後までのシーンごとに
明確にし、ばらつきがない品質をつくり込んでいく取り組みを強化しています。

■ 海外生産拠点における品質保証
海外生産拠点で生産されるクルマにおいても国内生産車と同等の商品品質でお客さ
まにお届けする品質保証体制を確立し、取り組んでいます。
＜生産・検査工程のつくり込み＞
国内生産車と同等の商品を生産するために、日本国内と同様の生産・検査工程を導入
した品質のつくり込みや、量産準備情報と商品品質の育成状況のグローバル生産拠
点への水平展開などを行っています。
＜人材の育成＞
現地で生産に携わる人材を育成するため、マツダのモノづくりの考え方や取り組みを
現場現物で理解できるよう日本での研修の実施や熟練スタッフによる現地での指導を行っ
ています。
＜購入品品質のつくり込み＞
グローバルでの部品調達が進む中で購入品の品質向上を図るために、サプライヤーと
の品質保証体制、モノづくり、およびコミュニケーションの3つの視点で品質保証の実
力を把握し、それに応じた購入品の品質育成や品質改善、サプライヤーの品質保証レ
ベルの向上を行っています。
このような取り組みを通して、2014年1月にメキシコで、2014年2月にタイで新た
に生産を開始した新型Mazda3（日本名：アクセラ）においても高い品質を実現して
います。今後、海外で新たに設立される生産・統括拠点において順次人材育成を行い、
世界各国・地域で生産される商品の品質向上に取り組んでいきます。

■ 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、2013年度は生
産工場から販売会社までの物流工程について、国内・海外の統一基準として物流品質
保証体系を整備し、出荷以降の品質保証活動の強化を図っています。この体系に基づ
いて、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・改善をグローバルで行えるようになりました。
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1. 新商品の品質つくり込み

c

d

e

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

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

d 生産・検査工程のつくり込み

e サプライヤーとの品質つくり込み
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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。

■ 迅速かつ網羅的な品質改善
お客さまからいただいた声をもとに、「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て迅速な品質改善に取り組んでいます。
その取り組みの一つとして国内・海外の販売会社から、品質に関する正確かつ詳細な
情報を網羅的にリアルタイムで収集するとともに、それらの情報を一元管理してお客さ
まの声の大きさを定量的に把握し、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。

■ お客さまが感じる期待や不満への取り組み
お客さまが感じる「こういう機能があったら良いのに」、｢ここが使いにくい」という期待
や不満に応えることは、品質改善の重要な要素です。マツダは、外部調査機関の評価、
市場調査や販社会社への訪問などを通じてお客さまの期待や不満を１件１件見えるよ
うにし、開発・生産・品質部門が一体となって、新車開発への反映や、量産車の品質改
善に取り組んでいます。
また、お客さまに商品や新たな機能を快適にお使いいただくために、販売・アフターサービス・
品質部門が連携して商品や新機能を説明する資料に反映する取り組みを行っています。
＜調査・分析の事例＞

■ マツダ独自の市場調査に基づくお客さまの声の収集
■ 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

■ 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
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、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※1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。
国内については、リコール情報をオフィシャルウェブサイト※2で適時開示し、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、利便性向上に努めています。
リコール対応の手順（概要）

■ 各国の法規と手順に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）
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f

2. お客さまの期待を上回る品質の実現

g

f

品質改善の早期化

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

● 
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員
か
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現
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調
査
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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

販売会社・
ディストリビューター

サプライヤー

グローバル
調達

グローバル
生産拠点 開発

品質

アフター
サービス

お客さま

社外情報 市場の
品質情報など 一回確実

修理

故障診断

SNS 車両情報

情報のリアルタイム共有 品質改善の迅速化

活用

分析

品質に関する
情報を一元化

※1  各国の販売会社情報　http://www.mazda.com/about/d-list/
※2  国内のリコール情報　http://www.mazda.co.jp/service/recall/

g リアルタイムな情報収集

http://www.mazda.com/about/d-list/
http://www.mazda.co.jp/service/recall/
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従業員一人ひとりがお客さまに喜んでいただくために自ら考え、行動できる人材となるため、
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、従業員どうしの討議を
通じて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、ブランド価値の
向上につなげる活動を行っています。2013年度は、お客さまの期待や不満に真摯に向
き合い、お応えしようとしている職場の取り組み事例を共有し、従業員一人ひとりが自
らの業務や取り組み姿勢を振り返り、お客さまの笑顔のために自らの行動をどう変え
るかを真剣に考え、話し合い、自らの仕事に反映する取り組みを行いました。さらに、ブ
ランド価値向上に向けた「変革行動宣言」として、全役員、全従業員が、自らの行動変
革を宣言し合い、その内容の共有化を図るようにしました。
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・海外のグループ会社従業員を対象に、従業
員のレベルや階層に応じた教育コースを設定し、品質管理教育を実施しています。
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
産拠点でQCサークル活動を実施しています。毎年、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、品質改善活動の成果発表を行っています。中国、タイなど
の海外拠点のサークルも招待し、グローバルな大会へと進出させています。2013年は、オー
ルマツダQCサークル大会の優秀サークルが全日本選抜QCサークル大会に2年連続
16回目の出場を果たすなど、社外から高い評価を得ています。
One Mazda Challenge プロジェクト
２０１３年１０月より、部門横断的に若手従業員約１０名が週一回集まり、全従業員一人
ひとりがマツダブランドへの共感／愛着／誇りを高める取り組みを検討するプロジェ
クトを開始しました。２０１４年度は、マツダOBなどの匠の技を持つ技術者と協力し、「歴
代名車のレストア（修復）」に挑戦し始めました。これは、過去から未来に語り継ぐべき
マツダの思想／哲学／価値観を体感することにより、従業員の理解／共感を深めるこ
とを目的としています。
従業員を対象とした試乗会
マツダが商品に込めた想いや哲学に至るまで従業員が理解を深めるために、販売に
携わる従業員を対象に、試乗体験を中心とした研

けんさん
鑽育成活動（人馬一体アカデミー）を

行っています（P30参照）。2014年度はこの活動の対象範囲を広げる予定です。
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3. お客さまの笑顔のために考え、行動できる人づくり

h

i

j

j オールマツダQCサークル大会

h 品質ミーティング

i 品質管理教育一覧

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 品質管理初級コース
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 品質管理中級コース
問題解決の考え方と進め方、専門手法を
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 係長・主任向け
Quality向上セミナー

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。
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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。
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4. 品質向上の取り組みの成果

2014年度（2014年4月～2014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 2014年初期品質調査（ＩＱＳ）＊5 コンパクトスポーツカー部門 第１位 J.D.パワー社

Mazda2
（デミオ） 米国 2014年初期品質調査（ＩＱＳ） スモールカー部門 第1位 J.D.パワー社

Mazda5
（プレマシー） 米国 2014年初期品質調査（ＩＱＳ） コンパクトMPV部門 第2位 J.D.パワー社

Mazda6
（アテンザ） 米国 2014年自動車商品魅力度調査

（APEAL）＊6 ミッドサイズカー部門 第1位 J.D.パワー社

※その他各国におけるJ.D.パワー社およびJ.D.パワーアジア・パシフィック社実施の調査の詳細は、J.D.パワーグローバルサイト（http://www.jdpower.com/）にて、ご確認いただけます。

2013年度（2013年4月～2014年3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）＊1 コンパクトスポーツカー部門 第１位 J.D.パワー社

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.パワー社

Mazda5
（プレマシー） 米国 2013年初期品質調査（ＩＱＳ） コンパクトMPV部門 第2位 J.D.パワー社

プレマシー 日本 2013年初期品質調査（ＩＱＳ）＊2 ミニバン部門 第2位 J.D.パワー・アジア・パシフィック社

Mazda3
（アクセラ） タイ 2013年初期品質調査（ＩＱＳ）＊3 ミッドサイズ部門 第1位 J.D.パワー・アジア・パシフィック社

Mazda3
（アクセラ） ドイツ 2013年自動車保有満足度調査（VOSS）＊4 コンパクトカー部門 第2位 J.D.パワー社

※その他各国におけるJ.D.パワー社およびJ.D.パワーアジア・パシフィック社実施の調査の詳細は、J.D.パワーグローバルサイト（http://www.jdpower.com/）にて、ご確認いただけます。

＊1   J.D.パワー社 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。

＊2   JJ.Dパワー・アジア・パシフィック社 2013年日本自動車初期品質調査SM（IQS）。11,000名以上
の新車購入者の回答による。調査実施時期は2013年5月。

＊3   J.Dパワー・アジア・パシフィック社 2013年タイ自動車初期品質調査SM（IQS）。5,000名以上の
新車購入者の回答による。調査実施時期は2013年4月から2013年8月。

＊4   J.D.パワー社 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名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。

＊5   J.D.パワー社 2014年米国自動車初期品質調査SM（IQS）。86,000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2014年2月から5月。

＊6   J.D.パワー社 2014年米国自動車商品魅力度調査SM（APEAL）。86,000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2014年2月から5月。

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。

「iシリーズ」ラインアップ （2014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）

● 車いす移動車：車いすのまま簡単に乗車が可能な専
用スロープを装備した車両（フレアワゴン）

プレマシー助手席
リフトアップシート車
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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（P2参照）
に基づき、すべてのお客さまに「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の提供を実現する
SKYACTIV技術（P53参照）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（国内）
ドライバーと同乗者にとって楽しく、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、アテンザ、プレマシー、ビアンテ、新型アクセラの7車種
に導入しました。
新型アクセラでは、システムに改良を加え、センターディスプレイでより詳細な運転実
績を確認できるようになりました。
i-DMは子どもを車酔いさせにくいスムーズな運転操作の習得をサポートする技術として
評価され、第8回キッズデザイン賞「内閣総理大臣賞」を受賞しました。（P45参照）。

■   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できる 
「MAZDA CONNECT」
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）（P41参照）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「MAZDA CONNECT（マツダ コネクト）」を開発し、新型アクセ
ラ／Mazda3から採用しました。
このシステムでは、ハンズフリー通話や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
せました。

■ 福祉車両の開発（国内）
「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4つのラインアップを展開しています。
中でもフレアワゴンのスロープ式車いす移動車は、車内が広く快適で、一枚スロープ
や簡単収納可能なセカンドシートなど使い勝手が良いとお客さまから大変好評を得て
います。

24

商品

a

b

c

福祉車両の開発
介護する人にも介護される人にも使いやすく

マツダE&Tは福祉車両を含む特装車の開発と製造を行っ
ています。私たちが開発を担当したフレアワゴンのスロー
プ式車いす移動車では、操作手順をより簡単にするとと
もに自然な乗車姿勢となる4°というフロア部の傾斜角
度を実現しました。常に、「介護する人にも介護される人
にも使いやすい」福祉車両作りを心掛けています。
今後もマツダのマーケティング部門と連携し、お客さま
のニーズに合う機能をもった車両をリーズナブルな価格
でご提供できるよう取り組んでいます。

株式会社マツダE&T
商品ビジネス企画部 プログラム推進Grマネジャー 村田 誠

 VOICE

a

c

b 「MAZDA CONNECT」の
シンプルで使いやすい表示／操作デバイス群
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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。
2013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）（国内）
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、2014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（国内）
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
タマイズニーズに対応した各種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
開発技術を生かし、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 ： 運転免許取得時に初めて乗るクルマとして、運転の楽しさが感じられ、正
しいドライビングが身につくよう、随所に工夫をこらした仕様のアクセラ教習車を
提供しています。2014年6月、アクセラ教習車は初代から現行の3代目までの累
計生産台数が1万台に到達しました（2004年5月の生産開始以来、約10年での
達成）。
教習所の指導教官の方々からは「大きさの割に取り回しが良い」「教習に適している」
と好評を得ています。

2013年度は、「東京オートサロン2014」（2014年1月）で、より豊かなマツダブランド
の世界をご理解いただくため、各種カスタマイズモデルの提案を行いました。
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

新型アクセラ ： 実際の使われ方を徹底研究して生まれた収納スペース
■   室内のドライバー側／助手席側／後席／天井／ドアトリムなどの各ゾーンでよ

く使われる小物類に適した容量を持つ収納スペースを、出し入れしやすく視線
移動量も少ない位置に設定。 d

e

f

d

e

f

アクセラ20sの収納スペース

VIP（CX-5）

アクセラ教習車累計生産1万台達成記念式典
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■ ウェブサイトを通じたお客さまへの情報発信･購入サポート
マツダのウェブサイトを活用し、お客さまへの情報発信や購入サポートを行っています。
購入サポート機能（国内）

■   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。2014年3月末現在、日本語版では約14万件、英語版では約1万件
の「いいね！」（ファン数）をいただいています。
スマートフォン対応
ウェブサイトのスマートフォン対応として、コンテンツ制作やアプリを採用しています。

■   マツダ オフィシャルスマートフォンサイトの開設（国内）
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を促進しています。

■   スマートフォン用アプリ
スマートフォン用アプリダウンロードサイトから以下のアプリが利用可能です。
・自分の愛車をカッコよく撮れるカメラアプリ「CARPTURE FOR DRIVERS（カー
プチャー フォー ドライバーズ）」（2012年12月より日本語版、2013年7月より英
語版導入）
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※1や撮影した画像の編集が可能な機能を採用しています。
今後は、学習機能（チュートリアル）の追加などさらなる機能強化・拡充を図る予
定です。
・クルマを動かす“Zoom-Zoom”な楽しさを感じられるレースゲームアプリ「SHAKIN' 
RACER（シェイキン レーサー）」（2013年10月より日本語版導入）
スマートフォン本体を振るだけのシンプルな操作で、直感的にクルマを動かす楽し
さを体感できるレースゲームです。実際の車両開発データに基づいたエンジン特
性やエンジン音などの情報を採用しています。
・動きの質を追求するアプリ「MOTIONIST（モーショニスト）」（2013年11月より
日本語版導入）
動きの質を追求するマツダ独自の方法論に基づき、「Walk」、「Run」、「Drive」の
3つのモードで利用者の動きをガイドするアプリです。ドライブのみならず、ウォー
キングやランニング中における体のバランスや軸の安定性、躍動感といった動き
の質を評価し、コーチング機能によるアドバイスを行います。

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」（国内）
マツダの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。2014年3月現在、特別仕様車、軽自動車を含む、合計28車種を国内市場
で展開中です。

g

h

i

j

g

h

j

i

「CARPTURE FOR DRIVERS」

「SHAKIN' RACER」

ウェブチューンファクトリー
http://www.w-tune.com/

「MOTIONIST」

※1   新型アテンザ、CX-5、新型アクセラの3車種で採用（2014年3月時点）。

http://www.w-tune.com/
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■ 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、タイなどの海外
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、年間8勝を上げて、見事マニファクチャラーズチャンピオンのタイトルを獲得し
ました。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。

■ 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60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イキイキ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、クルマを製造･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。

27

TOPICS   タイでのモータースポーツを通じたブランドアピール

マツダ・セールス・タイランドは、タイで生産された車両が競うモータースポーツに、
現地生産モデルのMazda2（日本名 ： デミオ）で2013年5月より参戦を開始しま
した。Mazda2は軽量なボディやハンドリングなどベース性能の高さから常に上
位入賞（優勝含む）、モータースポー
ツを通してMazda2の走りやデ
ザイン、マツダブランドをアピー
ルしています。さらにシーズン終
了後には、レースカーの体験試乗
会の開催など、ファンとの絆づく
りにつなげています。

k

※1   F1、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進
められています。

k 顧客向け情報誌「Zoom-Zoom」（2014年春号）
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■ マツダ車の新デザインテーマ「魂
こ ど う

動—SOUL of MOTION」
2010年9月、マツダ車の新デザインテーマ「魂

こ ど う
動—SOUL of MOTION」※1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やアテンザに続き、2013年秋以降、順次グローバルに導入さ
れた新型アクセラ／Mazda3に採用されており、グローバルで高い評価を得ていま
す（P163参照）。

l 新型アクセラ／Mazda3

l

※1 アニュアルレポート2014（P12参照）。
       http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/

http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/


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

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

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。
マツダのウェブサイト
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。

● 資料請求 877件
2％

● 苦情（ご不満） 6,072件
10％

● その他 282件

●質問 52,389件
88％

合計
59,620件

実績96.1％
（前年度比▲0.9％）

実績91.6％
（前年度比▲2.4％）

マツダコールセンター 2013年度の問い合わせ内訳
（2013年4月～2014年3月）

2013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、販売店・ディーラー
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※1。
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、より良いモノ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のウェブサイトの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※2。
＜お客さまの声の反映事例＞

■   「ワゴン車のリヤゲートが半ドア状態でキー閉じ込みした際の対処方法が分からない」
との声をいただき、分かりやすい説明を取扱書に追加することとしました。

■ 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※3活動」（国内）
以下の3つの視点でクルマを魅力的にお客さまに見ていただける店舗づくりを実施し
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
マツダはお客さまへの対応を通じたマツダブランド確立のため、販売会社と一体となり、
お客さまからのアンケートの収集・活用の取り組みを推進しています。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。

販売

※1  アニュアルレポート2014（P13参照）。
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/

※2  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。ウェブサイトで各市場の問い合
わせ先やFAQをご紹介しています。
各市場の情報　http://www.mazda.com/about/d-list/
FAQ　http://www.mazda.com/inquiry/

※3 Cleanliness ： 常に清潔に保たれていること。

a

a カスタマーサービス体制

http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/about/d-list/
http://www.mazda.com/inquiry/
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■ ｢マツダ営業方式｣の展開（国内）
マツダ営業方式は、マツダブランドの確立を目指し、「お客さまに選び続けていただく」
という視点で営業活動を変革する取り組みです。「お客さまを中心に」という考え方のもと、
ただクルマを売るのではなくお客さまのライフスタイルを提案し、信頼関係を構築するため、
国内販売に携わるマツダグループの従業員すべてが、チームワークでクルマのプロ、
接客のプロとして人材育成・自己研

けんさん
鑽に励んでいます。導入当初は主に販売会社およ

び店舗ごとでの取り組みが中心でしたが、現在では販売会社とメーカーが連携して取
り組み、営業施策や活動に反映できるよう一丸となって取り組んでいます。
2010年に10社84店舗で導入をスタートしたこの活動は、2014年3月末現在22社
589店舗で実施しています。
活動事例

■ お客さまに作り手の想いを伝えるため開発・生産・販売が協力して販売活動を行う「共
創活動」

■   営業に従事する従業員が「走る歓び」をお客さまに伝えられるよう、テストコースな
どでマツダ車の走りを体感して学ぶ研修「人馬一体アカデミー」

■   ご購入いただいたお客さまに向けて作り手（開発・生産）の想いをお届けするスペシャ
ルウェブサイトやスペシャルブックの制作。新型アクセラ／Mazda3など

■ 販売会社とのコミュニケーション（国内）
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※2」、「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。

TOPICS   人馬一体アカデミー

「お客さまに『走る歓び』を伝える人材」を育成するため、2013年度より研
けんさん

鑽育成
活動「人馬一体アカデミー」を展開しています。美祢自動車試験場（山口県）をメイ
ン会場とし、走行領域の専門知識をもったイ
ンストラクターに3日間※1にわたって指導を
受けながら、マツダ車ならびに競合車につ
いて試乗体感しながら学ぶ研修スタイルを
採用しています。この活動は、2013年度は
マツダの国内営業本部従業員の約9割が受
講。2014年度は国内の販売会社従業員へ
と展開を拡大予定です。

マツダ営業方式
「お客さまの笑顔があふれる店づくりを」

お客さまにご満足いただく接客ができるよう、営業・サー
ビスなどの役割を超えて接客の好事例について密に意
見交換するなど、スタッフ全員の連携を大切にしていま
す。私たちの努力がお客さまに伝わっていると実感する
ことも増えてきました。先日はお客さまから「お店全体に
歓迎されている雰囲気が良い」と言っていただきました。
今後もさらにたくさんのお客さまの笑顔があふれるお店
づくりを進めていきます。

株式会社千葉マツダ 市川店
新車販売課長 佐々木 眞吾

 VOICE

※1  2日間コースあり。
※2   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。

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
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■ 販売会社における成功事例の共有と表彰（国内）
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。
2013年度は、11月に8地区で開催し、37社55店舗が参加しました。
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。また個人だけではなく、店舗スタッフが全員でお客さま視点で目標に向
かってチームワークを発揮し、成果を上げている店舗の表彰も実施しています。2013
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750名を招待）。
式典では、表彰式のほか、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、
販売会社スタッフとメーカーの開発・生産担当が「モノづくりにかけるマツダの想い」を
共有しました。

「ウォークアラウンドコンテスト」
営業スタッフの商品知識習得と接客技術向上を目的として、接客のロールプレイング
コンテスト「ウォークアラウンドコンテスト」を開催しています。17回目を迎えた2013年
度は、地区大会に36社56店舗、全国大会に9社9店舗が出場し、新しい試みとして中
古車ロールプレイング発表を行いました。2014年度は中古車全国大会も同時開催す
る予定です。

■ 新車導入時における営業スタッフの研修（国内）
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。
2013年度は新型アクセラ導入に伴い、全国7会場で研修を開催し約1,700名が参加
しました。研修ではガソリンモデルの試乗に加えて、マツダ初のハイブリッド搭載車での
街中を想定した加減速や右左折を繰りかえすコースにおける試乗体感を実施しました。
加えて、マツダのHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）の思想と新装備「MAZDA 
CONNECT」（P24参照）について参加者全員が理解を深めました。

※1  customer satisfaction（顧客満足）の略。

b 第17回「ウォークアラウンドコンテスト」全国大会

c 営業スタッフ研修

b

c
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■ 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）
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。
＜2013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※1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

■ 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。

※1   Customer Relationship Management（顧客つながり管理）の略。
※2   欧米・中国・台湾および国内を除く地域。

参加対象 頻度 目的･内容

商品導入会議 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 新商品導入についてグローバルで情報を共有し、

意見交換を行う。

グローバルブランド
フォーラム

米国･欧州･中国･オーストラリア、
日本など主要拠点の代表者 年3回

主要地域代表者が一堂に会し、ブランド戦略
について共通理解や合意形成、取り組みの共
有化を行う。2013年度は延べ150人が参加。

リージョナルブランド
フォーラム

米国・欧州・中国・ASEAN・日本
など主要拠点の代表者 年3〜4回

地域ごとに、ブランド戦略を実行に落としてい
くための検討や意見交換を行う。2013年度は
延べ500人が参加。

4A※2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。2013年度は10月に
開催し、約120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
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■ 新商品や新技術の導入を通じたコミュニケーション強化
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、新商品・新技術導入時は本社の海外営業担当がトレーナーとして研修を行って
いましたが、2012年のMazda6（日本名：アテンザ）導入以降、開発主査および担当エ
ンジニアが参画しています。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
フ間のコミュニケーションを通して、マツダ車の開発思想や商品性をより深く共有する
活動を継続しています。
新型Mazda3（日本名：アクセラ）導入の際は、「MAZDA CONNECT（マツダコネクト）」
(P24参照)に関する研修において、販売・アフターサービス関係部門が連携し説明を行
うなど、マツダグループ全体でお客さまのより良いカーライフ実現に向け取り組んで
います。

33
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ありたい姿
マツダは次のような「ありたい姿」を描き、最高のアフターサービスの提供を目指します。
私たちは、マツダのクルマをこよなく愛し、アフターサービスのプロフェッショナルとして、
お客さまが感動されるレベルまで知識や技術を磨き続けます。
お客さまの最高の笑顔を最大の歓びとし、その実現に向け「自分発」で考え行動します。

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・ディー
ラー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。
豊富な知識と高い技術を持ったサービススタッフが、お客さまの使用状況に応じた信
頼できる最適なサービス、およびマツダのクルマの乗り方を熟知したスタッフならでは
のお客さまのカーライフ提案など、おもてなしの心を持って対応し、来ていただいたお
客さまに「居心地が良い」「また来たい」、と思っていただけるよう努力を続けます。

■ お客さまとのコンタクト ： CRM（Customer Relationship Management）（国内）
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

アフターサービス

Ⅴ.高付加価値用品の開発＆導入

「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

Ⅰ. まず来て頂く／また来て頂く
　ディーラーオペレーションの実現

Ⅲ.ディーラーサービスの
人材／能力開発の強化

Ⅳ.確実／効率的な
部用品供給Ⅱ.整備技術品質の向上

最高のおもてなし 感動空間／時間カーライフ
コンシェルジュ

お客さまとの
接点領域

ディーラー
サポート領域

Ⅰ. 「まず来ていただく／また来ていただく」ディーラーオペレーションの実現

b

c

a

※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。

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。

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。

a

c

b

「パック de メンテ」ロゴマーク

アフターサービス情報サイト
http://www.mazda.co.jp/service/

「マツダ延長保証」ロゴマーク

http://www.mazda.co.jp/service/
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■ マツダサービスオペレーション改革プログラム（国内）
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（国内）
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

■ DPI※2チャレンジ戦略プログラム（海外）
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。

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もとに整備品質を向上し、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。

35

Ⅱ. 整備技術品質の向上

g

f

e

d

※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。

d

e

f

g

国内販売会社へのサービスオペレーション導入研修

マツダ台湾でのディーラー内研修の様子

「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

〈改善事例〉オーディオやナビゲーションユニットを交換す
るために多くの部品脱着（7点）が必要であったが、CX-5
以降のモデルでは、2点のみで部品脱着が可能になった



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

36

■ 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。
電子パーツカタログの提供
サービス部品情報を電子化（EPC ： Electronic Part Catalogue）し、ウェブでのパー
ツカタログ情報を配信しています。ウェブ化することで、情報反映のスピードアップや、
ローカルデータの取り込みなどがより容易にできるようになり、効率的な部品検索、
発注業務が可能になります。2013年度よりオーストラリア、北米にGEPC3（Global 
Erectric Parts Catalogue 3） として導入しています。

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
けんさん

鑽と、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、サービストレーナーとサー
ビススタッフ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。

■ サービストレーナー研修（国内）
販売店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。

Ⅲ. ディーラーサービスの人材／能力開発の強化

※1   米国はほかのシステムを利用して整備解説書を提供。

h

i

電子パーツカタログ検索画面

国内サービストレーナー研修
（インストラクター制度）

研修 2013年度参加者数

技術研修 24名

ビジネス研修 23名

h

i
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■ サービススタッフ研修（国内）
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
＜2013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％

＜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。2013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16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（国内）
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。次回は、2014
年度の開催を予定しています。

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4回目の大会を開催しました。

■ マツダトレーニングセンターでのサービストレーナー研修（海外）
アメリカ（北米・中南米）、ドイツ（欧州）、中国、タイ（東南アジア）、ドバイ（中近東）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サービストレーナーに対して研修を行っ
ています。

※1   A級（最上級）、B級（中級）、C級（初級）、無資格から構成。

k

l

m

n

マツダトレーニングセンター鯛尾

2012年マツダ全国サービス技術大会

2013年マツダサービス技術ユース大会

各国の販売会社サービストレーナーに対する研修
（開催場所はトレーニングセンター鯛尾または海外販売会社）

m

k

j

l

n

j サービススタッフ研修（国内）

研修 2013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173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250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お
よびマネジメント力を身に
付ける研修

販売会社トレーナー研修 2013年度参加者数

技術研修 新型車研修 89名
ビジネス研修 13名

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

2013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 : 9月　
参加人数：1次予選591名、2次予選135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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TOPICS   ＜中近東、ASEAN＞サービス技術（MazTech）大会開催

2013年9月に、カタール、2014年2月にタイでマツダサービス技術大会の中近
東大会、ASEAN大会が開催されました（それぞれ6ヵ国参加）。
本大会は、日頃の業務や研修を通じて研

けんさん
鑽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。
大会参加国はマツダの技術者資格制度を導入しており、マツダ車の整備技術の
向上に日々努めています。今回の大会も日頃の成果を存分に発揮して活気に満
ちた熱戦が繰り広げられました。

＜中近東大会＞決勝大会へ出場したエンジニアと大会関係者の皆さま

＜ASEAN大会＞同じく、決勝大会へ出場したエンジニアと大会関係者の皆さま

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。

■ 部品供給ネットワークの再編事例（国内）
■   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。

Ⅳ. 確実／効率的な部用品供給

90
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（%）

2013年度

96.0
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96.2

2Q

95.6

3Q

96.0
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96.1

o 部品販売会社から販売会社への即納率

o

※1   国内の部品供給の大半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カ所に集約、受注業務を開始している。
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■ 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2013年度の納期順守率は98%（前年比＋−0％、前々年比+0.7％）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
ドタイムが短縮され（発注から5日以内の納品）、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。

■ お客さまの細かなニーズに対応する魅力的な商品の企画〜開発〜導入（国内）
■   車両コンセプトに、より広がりを持たせる用品パッケージの提供
＜商品例紹介＞

・「アクセラ マツダスピード エクステリア パッケージ」
・女性ユーザー向け企画 「フレア／フレアワゴン用Flower.Style」

■   車両のデザイン性や機能性を高め、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く用品の提供

＜商品例紹介＞
・ 「シグネチャーウイングイルミネーション」「LEDフォグランプ」「エンブレムイルミネー
ション」

■ すでに購入されたお客さま向け用品の設定（国内）
■   新車販売時だけでなく車両のライフサイクル全体を通じて、お客さまにより快適に

過ごしていただける、環境問題に対応する商品を提供
＜商品例紹介＞

■   「PM2.5対応高機能エアコンフィルター」

Ⅴ. 高付加価値用品の開発＆導入

p

q
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s

q

r

s

p

アクセラ マツダスピード エクステリア パッケージ

フレア／フレアワゴン用Flower.Style

（左）シグネチャーウイングイルミネーション 
      LEDフォグランプ

（右）エンブレムイルミネーション

マツダから部品販売会社への即引当率

t PM2.5対応高機能エアコンフィルター

t
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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

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（P2参照）」を発表しました。安全性能面では
次の考え方に基づき、取り組みを進めています。
2013年度はCX-5、アテンザ／Mazda6、新型アクセラ／Mazda3が日本、米国、
欧州で最高評価を獲得しています。（P163参照 ）

■   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CX-5、アテンザ／Mazda6、新型アクセラ／Mazda3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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クルマの取り組み

＊1   Japan New Car Assessment Program
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA : National Agency for  
Automotive Safety and Victim's Aid)が実施する安全性能総合評価。
5つ星：ファイブスターが最高評価。

＊2   National Highway Traffic Safety Administration New Car Assessment Program
NHTSA (米国運輸省道路交通安全局)が実施する安全性能総合評価。
5つ星：ファイブスターが最高評価。

＊3   Insurance Institute for Highway Safety Rating
IIHS (米国道路安全保険協会）が実施する安全性能総合評価。
Top Safety Pick + (プラス)が最高評価。

＊4   European New Car Assessment Programme
ヨーロッパ各国の交通関連当局などで構成された独立機関が実施する安全
性能総合評価。
5つ星：ファイブスターが最高評価。

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

a 安全への取り組み3つの視点

安全なクルマの
開発・商品化

交通環境の整備の動きに
連携した取り組み

クルマ

道路・
インフラ人

人々への
安全啓発

a

b

b 安全性能総合評価

CX-5 アテンザ／
Mazda6

アクセラ／
Mazda3

日本 JNCAP＊1

5つ星 平成24年度 平成25年度 −
（未評価）

米国

米国NCAP＊2

5つ星
2015

モデルイヤー
2015

モデルイヤー
2015

モデルイヤー

IIHS＊3

TSP+ (プラス) 2014 2014 2014

欧州 Euro NCAP＊4

5つ星 2012 2013 2013

（2014年7月末時点）
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理想的なドライビングポジション
人とクルマのインターフェースであるペダルやステアリングなどの主要な運転操作機
器の配置（レイアウト）について、操作しやすく疲れにくい運転姿勢を追求しました。ド
ライバーが素早く正確に力を出せる脱力状態をもたらす「快適関節リンク角」の理論
に基づいて、小柄な方から大柄な方まで、さまざまな体格のお客さまが適切なドライビ
ングポジションで運転できるよう設計しています。コンパクトカーである新型デミオ／
Mazda2に通常このクラスでは少ないテレスコピック機構※1を標準装備としているの
はその一例です。

優れた運転視界
ドライバーが周囲の状況（道路環境、周辺車両や障害物、子どもを含む歩行者など）を
素早く認知し、的確な対応が出来るよう、良好な視界を確保することを重視しています。
新型アクセラ／Mazda3ではAピラーを旧モデルよりも約100mm後退させ、前席か
らの左右の見開き角を1.8°拡大しました。また、ドアミラー越しの視界を広げるため、ド
アミラーをドア外版に取り付けるとともにその位置を下げています。
子どもについては、親の付き添いなく歩行する最少年齢の子どもとして5歳児（身長
100cm）を基準体格とし、子どもが巻き込まれやすい左折時などの視認性を向上して
います（P45参照）。
新世代HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）※2

人間中心設計を徹底しており、運転に集中できるコクピット設計により3つの不注意運
転要因（見るわき見、意識のわき見、不安定な姿勢での操作）を最小化しています。
HMIコンセプト「Heads-Up Cockpit」（ヘッズアップ コクピット）
新型アクセラ／Mazda3から採用するHeads-Up Cockpitは、さまざまな情報通信
機能を安全にそして快適に使ってもらうことを重視しました。
多くの情報を扱いながら、正しい姿勢で安全に運転に集中することを目的として視線
移動と姿勢変化を最小限に抑えたHMIを実現しました。
・情報を種類ごとにゾーン配置したシンプルなコクピット
・ 視線を下げずに確認しやすいダッシュボード上に設置された7インチセンターディス
プレイ（①）

・手元を目で確認しない操作を追求したコマンダーコントロール（②）
・ 車速やナビゲーションのルート誘導情報などをメーターフード前方に虚像として表示
するアクティブ・ドライビング・ディスプレイ（③）

・音声で各機能をコントロールする音声認識にも対応

※1  ステアリングを前後に移動できる機構。
※2  HMI：Human Machine Interfaceの略。運転中に発生するさまざまな情報

をドライバーとクルマの間で適切にやりとりするための装置や仕組みの総称。

c

d

e

TOPICS   産学連携で「快適関節リンク角」を追求、走行時に、 
違和感がなく疲れにくいクルマづくり

マツダは安全で快適な運転環境を提供するために人間工学的なアプローチを重
視しています。

「快適関節リンク角」の研究のため、実車を模した専用のドライビングポジション
テスターを開発しました。さまざまな体格のドライバーを想定し、運転中の動きや
利用している筋力などを徹底的に調べ、広島大学生体システム論研究室との共
同研究で得た基礎理論を用いて解析をしました。こうして蓄積された実際の実験デー
タが、2012年に発売されたCX-5以降の新型車に反映されています。

c 快適関節リンク角イメージ

e Heads-Up Cockpit

d 後退させたAピラーにより拡大した見開き角

Aピラー
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■ 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。
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。

f MRCC作動イメージ図

h

i

j

RVM効果イメージ図

HBC効果イメージ図

AFS効果イメージ図

g FOWおよびSBS作動イメージ図

f

g

h

i

j

k

k AT誤発進抑制制御作動イメージ図

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

http://www.mazda.com/jp/technology/safety/i-activsense/
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■ 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レベ
ルの強度をもつ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。
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月にロードスター／MX-5へ、
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。

l SKYACTIV-BODY（Mazda6）

m 十字断面フロントフレーム

n 衝撃吸収ボンネットおよびバンパー

o アクティブボンネット

o

n

m

l

※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。

「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.com/jp/technology/safety/passive_safety/

http://www.mazda.com/jp/technology/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。
2013年度は2014年3月にマツダR&Dセンター横浜（MRY）で開催した「サステイナブル

“Zoom-Zoom”フォーラム2014〜『走る歓び』と『優れた環境・安全性能』の両立」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（P158参照）。
2013年5月に東京都と広島市で開催された国土交通省と独立行政法人自動車事故
対策機構主催の安全に関するイベントにも参加し、衝突実験に利用した車両展示や、
参加した一般ドライバーの方々へのクルマの安全性能に関する説明を行いました。

■ 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。
2013年9月からは、先進の安全運転支援システムを搭載した「アテンザ ASV※1-5（エー
エスブイ・ファイブ）」の公道実証実験を産学官共同で開始しました。
10月には、第20回ITS世界会議東京2013※2に参加するとともに、広島市において
ポストイベントとしてデモンストレーション走行を行いました。

※1  ASVとは、Advanced Safety Vehicle（先進安全自動車）の略。
※2  主催：ITS世界会議 東京2013日本組織委員会、ITS Japan、東京。

p 子ども向けサイト「マツダ交通安全キッズクイズ」
http：//www.mazda.com/jp/about/kids/
safetyquiz/

q サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2014

p

q

人への取り組み

道路・インフラの取り組み

プロジェクト 概要 主体

スマートウェイ 高速道路や有料道路を中心に、人とクルマ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。

TOPICS   路面電車が市民の足として定着した広島で、世界初の実証実験
　　　 ～広島地区ITS公道実証実験～
10月20日〜21日に、ITS世界会議東京2013のポストイベントとして、世界初の
路面電車-自動車間通信による先進安全運転支援システムの実証実験を広島市
内で実施しました。
路面電車と自律型車載センサーを搭載したアテンザ ASV-5との間で通信し、接
触事故を未然に防ぎ、安全で円滑な運転を支援するシステムの効果検証を中心
に行いました。
マツダは、二つの交通形態がそれぞれのメリットを生かしつつ、共存できる安全な
交通体系を作るため産学官による共同研究を進め、鉄道とクルマとの安全な連携
を目指します。

r

r 広島地区ITS公道実証実験

http://www.mazda.com/jp/about/kids/safetyquiz/
http://www.mazda.com/jp/about/kids/safetyquiz/


Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

45

■ 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）
■ 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）

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）
■ 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）
■   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

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 ■ 路車間通信ITS（DSRC） ■ 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

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.com/jp/technology/safety/　

TOPICS   子どもの安全・安心に配慮した自動車技術が第8回キッズデザイン賞※1 

「内閣総理大臣賞」受賞
子どもの安全・ 安心に配慮した自動車技術「MAZDA TECHNOLOGY FOR 
KIDS（マツダ・テクノロジー・フォー・キッズ）」
が、第8回キッズデザイン賞において、最優
秀賞となる「内閣総理大臣賞」を受賞しました。
自動車技術では初の受賞です。

「MAZDA TECHNOLOGY FOR KIDS」は、
子どもたちの視点から安全・安心を考え、子
どもを大切にするという思いを込めた、マツ
ダの自動車技術の総称です。CX-5を初めと
した新世代商品などに採用されている4つ
の技術※2が受賞しました。

第8回キッズデザイン賞授賞式

※1 主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、後援：経済産業省。
※2 ・子どもを発見しやすい前方視界を拡大したAピラーとドアミラー配置。　
　　・子どもの巻き込み事故リスクを減らすサイドモニター。
　　・子どもを車酔いさせにくい、スムーズな運転操作の習得をサポートする「i-DM 

 （アイ・ディー・エム、インテリジェント・ドライブ・マスター）」。
　　・子どもによるエンジンの誤始動を防ぐアドバンストキーレスエントリー 

  システム。

http://www.mazda.com/jp/technology/safety/


より少ない鋼鈑量でのプレス成形にチャレンジし続けます
プレス成形部品の生産における、工程・金型設計を担当しています。新型デミオの工程・金型設
計では、使用する鋼鈑量を減らす歩留り向上(P8-9参照)に取り組み、省資源に貢献しています。
今後も関係部門と「あるべき姿」を共有し、高品質を維持・向上しつつ、マツダの強みであるデ
ザイン性を追求した複雑な形状の部品をより少ない鋼鈑量でプレス成形することにチャレンジ
し続けます。

技術本部車体技術部
   荒津 亘／中居 佳子

環境保全
47  環境保全の基本的な考え方
48  環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」
52  ベース技術の改善とビルディングブロック戦略
55  将来に向けた技術開発
58  環境に配慮したクルマづくり
60  生産における地球温暖化防止
62  物流における地球温暖化防止
64  リサイクル・省資源
67  環境負荷物質の管理・削減
70  生物多様性保全
72  水質・大気の汚染防止
74  環境コミュニケーション
76  環境マネジメント
80  事業活動と環境負荷の全容
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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、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（P12参照）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。2013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

（P48-51参照）。

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。

47

マツダ地球環境憲章
環境理念

行動指針

マツダグループは国内外全ての企業活動において、自然との調和を図りながら、
地球環境の保護と豊かな社会づくりに貢献します。

・私たちは地球にやさしい技術と商品を創造し、社会に提供します。 
・私たちは資源やエネルギーを大切にし、環境を配慮した事業活動を行います。 
・私たちは社会や地域と共に、よりよい環境をめざした活動をします。

（1992 年制定、2005 年 4 月改定）

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

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

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

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

5. 社会や地域と共に、よりよい環境づくり 
私たちは環境に関する社会の要請に積極的に耳を傾け、企業活動に反映させます。 
私たちは環境に関する技術・システム・情報などを公開し提供します。 
私たちは事業活動に留まらず、環境保全に寄与する社会的活動にも積極的に取り組みます。 

低炭素社会　循環型社会　自然との共生社会

マツダのイメージする将来像

マツダグリーンプラン

マツダ地球環境憲章

コーポレートビジョン

商
品・技
術

商
品
環
境
委
員
会

社
会
貢
献

社
会
貢
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委
員
会
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a 環境保全への取り組み理念と方針

a
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■ 「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、「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（P76参照）。

■ 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。

48

a 「マツダグリーンプラン2020」の考え方

a
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
環境負荷低減

マツダが考えるクルマを取り巻く将来の社会シナリオ

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、エネルギー貯蓄効率の高さから、モビリティー用エネルギー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。

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」
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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。
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2020年までの領域別考え方・目標

環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」目標および具体的な実施事項 (自己評価の基準　○：達成、△：ほぼ達成、×：大幅未達)

領域 項目 2020年度（※は2015年度）
目標および具体的な実施事項など

2013年度 自己
評価

2014年度

目標および具体的な実施項目など 実績 目標および具体的な実施項目など

1.エネルギー／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-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

・   ビアンテ(2013 年 5 月 ) と 新 型アクセラ
（2013年9月） にSKYACTIV技術を導入し、
SKYACTIV搭載車の比率は51％まで向上した

・   i-stop（アイドリングストップ機構）、i-ELOOP
（減速回生エネルギー）の導入に続き、新型アク
セラにSKYACTIV-HYBRIDを導入し、ビルディ
ングブロック戦略を完遂した（2013年11月）

○
・   SKYACTIV技術の着実な展開

・   ビルディングブロック戦略に基
づいた開発を推進

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／E85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
燃料対応技術開発の推進

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搭載車の導入 新型アクセラハイブリッドを導入した（2013
年11月） ○ ハイブリッドシステム搭載車導入の

継続

デミオEVの市場フォローの実施

・   モーター駆動技術に関する知見を蓄積する
ため、デミオEVの走行データを収集／分析
した

・   航続距離の課題に対し、デミオEV-REレンジ
エクステンダーコンセプトモデルを公表した

○
デミオEVの走行データ収集/分析
等によるモーター駆動技術に関す
る知見の蓄積

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

・   ハイドロジェンRE車への定期点検など、問題
なく使用いただけるようフォローを実施した

・   プレマシーハイドロジェンREレンジエクス
テンダーEVを導入した

○
ハイドロジェンRE車、およびハイ
ドロジェンREのレンジエクステ
ンダーシステム搭載車への定期点
検等フォローの実施

b. 生産・物流・
オフィス・
社 会 貢 献
など

④工場、オフィ
スからのCO2

排出量削減

国内のマツダグループ全体におけ
る工場、オフィスなどから排出され
るCO2量を1990年度比で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34%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
39.4％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42％削
減する＊

⑤物流のよる
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57.7％
削減した

○
国内のマツダグループ全体におけ
る物流業務により排出されるCO2

量を1990年度比で58％削減する

＊  エネルギー起源CO2は日本自動車工業会（低炭素社会実行計画、2012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。
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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年度（※は2015年度）
目標および具体的な実施事項など

2013年度 自己
評価

2014年度
目標および具体的な実施項目など 実績 目標および具体的な実施項目など

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

新型アクセラで、解体・マテリアルリサイク
ル性の向上、サーマルリサイクル性の向上、
適正処理対応(液抜性の向上等) 、リサイクル
材料の利用拡大などのリサイクルしやすい
車両を開発した

○ 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

新型アクセラでディーゼル車のラジエタータ
ンクにバイオプラスチックを採用した ○ 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向上

（※2015年目標）

ASRリサイクル率：95%以上 ASRリサイクル率：97%を達成 ○ ASRリサイクル率：97%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：99%以上

バンパーリサイクル技術の推進
（※2015年目標）

市場損傷バンパーの回収推進
マツダ系特約販売店からの回収率：
80%以上

回収本数：約72,000本
（回収率：81%） ○

市場損傷バンパーの回収推進
マツダ系特約販売店からの回収率：
80%以上

使用済自動車のバンパーtoバンパー
リサイクルの技術開発推進

使用済自動車のバンパーから新車バンパーへ
のリサイクルを、広島地区で継続中 ○ 使用済自動車のバンパーtoバン

パーリサイクルの技術開発推進

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0.4％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64.3％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60％削減する

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
15%削減する

・   国内のマツダグループ全体における水使用
量の削減

・   上水使用量を1990年度比で23.5％削減した
○

・   国内のマツダグループ全体にお
ける水使用量の削減

・   上水使用量を1990年度比で
20％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]98%（台数比）の乗用車でSU-LEV（★★
★★）車を導入した

○ 各国／各地域での低排出ガス車の
導入推進

[米国]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適合車を導入した

[中国]Euro5レベル適合車を導入した

[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 新型アクセラで厚生労働省指針値に適合した ○ 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・採用を促進

（※2015年目標）
環境負荷の低い新冷媒カーエアコ
ンの開発・採用を推進

環境負荷の低い新冷媒のカーエアコンを開発、
新型車へ適応した ○ 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2012年度比で7.3％増加し
た（ただし、原単位では、2012年度比で7.4%
削減）

△
国内のマツダグループ全体におけ
るPRTR対象物質の排出量を削減
する

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24.5ｇ／㎡以下

マツダの全ライン平均でVOC排出量を24.4g
／㎡に削減した ○ マツダの全ライン平均でVOC排

出量を24.3g／㎡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年度（※は2015年度）
目標および具体的な実施事項など

2013年度 自己
評価

2014年度
目標および具体的な実施項目など 実績 目標および具体的な実施項目など

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 新型アクセラで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

新型アクセラで運転結果の詳細を確認可能に
した ○ i-DMの着実な展開と進化の推進

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

・   全ての取引先にガイドラインを展開し、その
遵守を要請した

・   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

全国の自動車部品販売会社5社で
EMSを運用、推進

自動車部品販売会社100％（5社）に導入した
EMSの適正運用を、定期報告等により確認し
た

○ EMS100％導入の全国の自動車部
品販売会社の適正運用を継続する

⑰マツダグ
ループの 環
境保全活動
を 伝え る 情
報開示

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

環境イベントの開催・積極的参加によ
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

・   国内・海外のモーターショーや各種環境イベ
ントを通して社内外に情報発信した

・   国内では特に、サステイナブルZoom-Zoom
フォーラムの主催を含め14件の環境イベン
トに参加、SKYACTIV技術や塗装技術など商
品・生産に関する環境負荷低減活動を幅広く
発信した

○
国内外のモーターショーや各種環境
イベントの開催・積極的参加を通じて、
SKYACTIV技術などマツダグルー
プの環境負荷低減活動をグローバ
ルに発信する

⑱環境啓発
活動の推進

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

・   お客さまの環境意識向上のため
に環境情報を積極的に発信する

社会が抱える環境問題や、マツダグ
ループの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・グループ会社従業員、
お客さまへの啓発を行う

・   従業員やグループ会社従業員を含めたクー
ルビズ、ライトダウン、生物多様性の啓発活
動を継続実施した

・   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、クルマ
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・グループ会社従業員、お客
さまへの啓発を行う

⑲地域社会
と 連携し た
環境保全活
動の推進

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

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

・   地域社会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

・   国内外の各拠点地域ニーズに基づき、環境活
動を推進した。国内では、小学生対象環境教
育講師派遣、森林保全活動、地域清掃を実施

・   海外では、渡り鳥の生息環境保護の推進や、
絶滅危惧種の保護支援などを実施

○

・   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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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」（P2参照）を発表しました。環境性能面では次の考
え方に基づき、取り組みを進めています。

■ 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」のもと、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」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（P53参照）、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。
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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。

a

b

a 自動車業界での環境課題と取り組み

マルチソリューション自
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の
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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

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

環境技術の採用拡大展望（〜2020）
パワートレイン（動力系）技術のグローバル市場に占める割合のイメージ

● 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

＊2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。
＊1家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車。

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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気
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バ
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ス

電気自動車

アイドリング
ストップ機構

減速
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ハイブリッド
アイドリング
ストップ機構

ハイブリッド
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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

プラグイン
ハイブリッド

電気自動車

ベースエンジン（内燃機関）
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売
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リ
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ー
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2009 20202015

プラグイン
ハイブリッド＊1
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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」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（国内モデル）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年に発売したCX-5、新型アテンザ／
Mazda6には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、シャシーのすべてを採用しました。さらに、2013年秋以降グローバルに順次導
入している新型アクセラ/Mazda3においてもSKYACTIV技術をフル搭載し、今後も
搭載車種を拡大する予定です。
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。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年発売の新型
アテンザ／Mazda6、2013年秋以降グローバルに順次導入している新型アクセラ／
Mazda3に搭載。
Step-3 モーター駆動技術（ハイブリッドシステム「SKYACTIV-HYBRID」）
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。
発進時はモーター主体、一定速走行や加速時はエンジンとモーターのパワーの効率的
な組み合わせで走行、減速時にはモーターが発電機として作用して減速エネルギーを
電気へ変換して再利用することにより、非常に優れた燃費性能を発揮。新型アクセラ
／Mazda3（国内モデル）に初搭載。
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c

d

c 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）

d 減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」

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

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搭
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。

※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。

TOPICS   コンパクトカーに最適なパワートレインとして進化した「SKYACTIV-D」

マツダは小排気量クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.5」を新開発し、
2014年秋以降導入予定の新型デミオ／Mazda2 に搭載します。

「SKYACTIV-D 1.5」は既にCX-5などに搭載されて
いる新世代クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 
2.2」と同様に、低圧縮比を採用しながら「理想の燃焼」
を追求しています。その結果、高価なNOx後処理装置
無しで高い環境性能を実現しながら、2.5Lガソリンエ
ンジン並みのトルクフルな走りかつ、高回転までリニア
に加速する優れた動力性能を実現しています。

「SKYACTIV-D 1.5」エンジン
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SKYACTIV-G

SKYACTIV-D

SKYACTIV-MT

SKYACTIV-BODY

SKYACTIV-CHASSIS

SKYACTIV-DRIVE

デミオ

（2011年6月～）

アクセラ／
Mazda3
（2011年9月～）

プレマシー／
Mazda5
（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9月～）

新型デミオ／
Mazda2
（2014年秋～）

CX-5

（2012年2月～）

新世代高効率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

新世代高効率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

新世代マニュアルトランスミッション
軽快なシフトフィール、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

新世代高効率直噴ガソリンエンジン
高い燃費性能、高トルク
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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年度に75台、2013年度に33台販売しました。今後はお客さまからの声をもとに、
航続距離などの課題解決に取り組みます。

■ レンジエクステンダーの開発
電気自動車における最大の課題のひとつとして、航続距離が短いことが挙げられます。
マツダは、その航続距離の課題を解決するアプローチとして、世界各地で地産地消され
る多様な燃料に対応できる内燃機関を発電用動力として使用する研究開発を進めてい
ます。2013年度に公表したマツダREレンジエクステンダーは、静粛性に優れコンパクト
なロータリーエンジンを発電機としたシステムをラッゲージスペース下に搭載し、荷室容
量を犠牲にすることなく容易にベースの電気自動車への搭載を実現しました。

■ 圧縮天然ガス（CNG）技術の開発
エネルギー多様化への対応、米国でのシェールガス採掘の活発化などから代替燃料と
して注目が高まっているのがCNGです。
マツダでは、燃焼時のCO2排出量が少なくオクタン価※1が高いCNGの特性を利用して、
SKYACTIV-Gの高圧縮比を最大限に生かし、「走る歓び」と「優れた環境性能」を提供
できるよう技術開発を進めています。2013年11月に、第43回東京モーターショーに
出品したMazda3（日本名：アクセラ）SKYACTIV-CNGコンセプトは、ガソリン・CNG
の2種類の燃料で走行するデュアルフューエルシステムを採用しています。

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。
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a

b

デミオEV 主要諸元
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）
＊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」

b マツダREレンジエクステンダー搭載デミオ

c

c Mazda3 SKYACTIV-CNGコンセプト

※1 「ガソリンエンジン内でのノッキング（シリンダー内の温度と圧力が高くなり、混
合気が自然着火して異音や振動の出る異常燃焼）の起こりにくさを示す数値」。
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■ 水素ロータリーエンジン車の開発
水素はCO2を一切排出しない優れた環境性能を持ち、さまざまなものから製造可能なエ
ネルギーです。マツダは、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
発表し、現在に至るまで水素ロータリンエンジン車の研究開発を継続しています。「マツ
ダRX-8 ハイドロジェンRE」と「マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド」は水素が
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システム(デュアルフュー
エルシステム)を備えています。2013年11月には「プレマシーハイドロジェンREハイブリッ
ド」をベースの電気自動車として走行する際の航続距離を改善した「プレマシーハイドロジェ
ンREレンジエクステンダーEV」を公表しました。
プレマシーハイドロジェンREハイブリッド
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。

プレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダーEV
プラグイン化、高電圧バッテリーの大容量化、エンジン正味熱効率改善により、「プレマ
シーハイドロジェンREハイブリッド」に比べ、水素や電気などのクリーンエネルギーによ
る走行可能な航続距離を150km以上改善しています。ガソリンを使わない、究極のゼ
ロエミッションのクルマです。

d マツダプレマシーハイドロジェンREハイブリッド
主要諸元
ベース車両 マツダ プレマシー

全長 4,565mm

全幅 1,745mm

全高 1,620mm

乗車定員 5名

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

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

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

d

fe

e マツダプレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダー
EV主要諸元

f プレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダーEV

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

燃料/エネルギー 水素/電気（プラグイン充電）

燃料タンク 35MPa（気圧）高圧水素ガスタンク

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 大容量リチウムイオン

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モニター車の公道試験走行を開始

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

2013年 プレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダーEVを開発
リース車による公道走行を開始
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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（日本名 ： アクセラ）で、2009年度にMazda2（日

本名 ： デミオ）で「E20」（エタノールを20％混合したガソリン）対応車を販売。
2013年度に新型Mazda3で「E85」（エタノールを85％混合したガソリン）対
応車を販売

■ 国内 ： 2011年度にCX-5、2012年度にアテンザ（海外名 ： Mazda6）、
2013年度に新型アクセラ（海外名 ： Mazda3）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
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■ 燃費向上への取り組み
マツダはSKYACTIV技術の展開を拡大し、燃費改善に努めています（P53参照）。
2013年に導入した新型アクセラ／Mazda3はSKYACTIV技術をフル搭載しているほか、
減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」（P53参照）を採用しています。SKYACTIV技術
搭載前の2009年発売モデルと比べ約30%、SKYACTIV-GおよびSKYACTIV-DRIVE
を搭載した2011年モデルに比べ約10%、燃費を改善しています。

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

■ 2014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Mazda6（日本名 ： アテンザ）、新型Mazda3（日本名 ： アクセラ）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

■ エコカー減税への適合
マツダの環境に配慮したクルマは、多くの国で減税の対象に認められています。
日本においては、2009年4月から施行された「エコカー減税※2」に2014年3月時点で
26車種が適合しています。
登録乗用車では約90%の適合率となりました（2013年度出荷台数ベース）。

■ エコドライブサポートを進化させたインテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）
お客さまに「安全に」「楽しく」「環境に配慮した」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」を開発し国内モデルに搭載しています。2011年6月から
デミオに導入し、順次搭載車種を拡大。2013年度は、新型アクセラに導入しています（P24
参照）。
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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。

a b

c

d

a 新旧アクセラセダン燃費比較
（国内モデル AT車／JC08モード燃費）

b 乗用車重量ランク別平均燃費

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

2009 2010 2011 2012 2013 （年度）
5
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25

30

35

10.60

17.12

21.50

24.74

19.51

31.23

25.35

8.9
10.5
13.0

750

21.2

16.0
17.9
18.8

＊ 2010年度燃費基準(10-15モード）での推移。軽OEM車含む。

2010年度
燃費基準

（㎞/ℓ）

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
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■ SU-LEV  平成17年基準排出ガス75%低減レベル

98 98 9797

2009 2012 20132011 （年度）

98

2000

d エコカー減税

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 

減免率 適合車種

免税 11車種

デミオ、アクセラ（ガソリン、ディーゼル）、
CX-5（ディーゼル）、アテンザ（ディーゼル
／ガソリン）、ビアンテ、キャロル（OEM）、
フレア（OEM）、フレアワゴン（OEM）、フ
レアクロスオーバー（OEM）、ファミリアバ
ン（OEM）、タイタンCNG（OEM）

75%軽減 7車種
アクセラ（ガソリン）、プレマシー、CX-5（ガ
ソリン）、アテンザ（ガソリン）、ファミリアバ
ン（OEM）、キャロル（OEM）、フレア（OEM）

50%軽減 8車種
デミオ、アクセラ（ガソリン）、プレマシー、
CX-5（ガソリン）、アテンザ（ガソリン）、キャ
ロル（OEM）、スクラムバン（OEM）、タイ
タン（OEM）

＊ 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。
　（2014年3月末時点）

※1 2014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。
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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。
2011年に導入したSKYACTIV-G搭載デミオ（海外名：Mazda2）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
および新型アクセラ／Mazda3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 
クラス最軽量バンパーを実現

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、アテンザ／
Mazda6、新型アクセラ／Mazda3に搭載しています。今後の新型車にも順次展開し
ていく予定です。

■   貴金属シングルナノ触媒技術 
〜シングルナノテクノロジーにより、貴金属の使用量を大幅削減〜

グローバルでの排出ガス規制、燃費規制強化、新興国成長などによる市場拡大、希少
資源の枯渇などを考慮し、ガソリン用三元触媒に対しては、レアメタル（貴金属）やレアアー
ス（セリア材）といった希少元素の使用量を低減した上で、優れた触媒性能を発揮させ
ることが重要です。
マツダは2009年、クルマの触媒に使用する貴金属を約70%削減しながらも、排ガス
の浄化性能と高い耐久性を同時に実現出来るシングルナノ触媒※2を世界で初めて実
用化し、量産車への採用を開始しました。
同触媒の貴金属の使用量をさらに約30〜40%低減させることに成功し、2011年に
導入したSKYACTIV-G搭載デミオ（海外名：Mazda2）を始めとして、順次グローバル
に採用しています。
当初、ガソリンエンジン用に開発されたこの技術はディーゼルエンジンの煤を除去する
ディーゼルパティキュレートフィルター（DPF）触媒にも適しており、現在ではクリーンディー
ゼルエンジンSKYACTIV-Dにも採用しています。
マツダは今後も貴金属の使用低減とともに排出ガスのクリーン化を進めます。

e

f

g

e CX-5のラジエータータンク

g 新型アクセラ／Mazda3のバンパー
（上:フロントバンパー、下:リアバンパー［ハッチバック］）

f 騒音防止対策事例 新型アクセラ／Mazda3

※1 排気量1,500cc〜2,000ccクラス 2014年3月現在 マツダ調べ。
※2  ナノテクノロジーよりさらに微細な材料構造を制御するシングルナノテ

クノロジーを用いた触媒。

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）
● シリンダーヘッドカバーの締結構造最適化
● シリンダーヘッド&ブロックの構造最適化

参照URL
　● http://www.mazda.com/jp/technology/env/other/singlenano_tech.html

h

サポート材
（セラミックス）

熱が加わると貴金属粒子が表面
を移動し凝集してしまう。

貴金属粒子はサポート材に埋め
込まれているので凝集しない。

貴金属粒子
10nm以上

貴金属粒子
5nm以上

数10nm
～数100nm

数10nm

従来触媒

開発触媒

サポート材
（セラミックス）

■新触媒技術による貴金属分散モデルh 新触媒技術による貴金属分散モデル

http://www.mazda.com/jp/technology/env/other/singlenano_tech.html
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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（低

炭素社会実行計画）の基準に基づく、各年度のCO2係数を使用。係数変更
に伴い、過去のデータを再計算しています。
なお、2013年度の電力係数は、2014年7月1日時点で未確定のため、
2012年度の電力係数を2013年度の実績に使用しています。
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＊ マツダ国内主要4拠点におけるエネルギー使用量(熱量換算)は、日本自動
車工業会（低炭素社会実行計画）の基準に基づく、各年度の発熱量を使
用。電力の係数変更に伴い、過去のデータを再計算しています。

　なお、2013年度の電力係数は、2014年7月1日時点で未確定のため、
2012年度の電力係数を2013年度の実績に使用しています。
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■ 1990年度比でCO2総排出量を43.3％削減
2013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43.3％削減することができました。
＜2013年度の主な取り組み＞

■ 「モノ造り革新」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

＜2013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43.3％削減（533千t-CO2）
■ 売上高当たりの排出量は38.7％削減（25.9t-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」（P2参照)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。台数
規模の異なる複数のモデルの生産や、生産台数の変動に、フレキシブルに対応しつつ、
品質とブランド力を向上させ、かつ利益率も高めていくために、「車種を超えた、従来と
異なる共通化」というブレークスルーが必要となります。こうした発想から生まれたのが「モ
ノ造り革新」(P7-10参照)です。
開発部門と生産部門、購買部門が互いに協力し合い、5年から10年のスパンで未来を
見据えて、将来導入する車種を車格やセグメントを越えて一括企画することで、共通の
開発方法や生産プロセスでより効率的に多品種の商品を開発・生産するという取り組
みを行っています。この取り組みの中で、SKYACTIV技術を搭載した新型車の導入に
合わせて、車両一台当たりのエネルギー使用量を大幅に削減しました。具体的には、以
下のような取り組みを行っています。

■   素材領域 ： 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程集
約および、工法の変更などによりエネルギーの使用量を削減しました。

■   加工および組立領域 ： 従来のフレキシブル生産ラインを進化させることにより、さ
らに高効率な混流生産を実現、稼働率を飛躍的に向上するとともにエネルギー使
用量を削減しました。

■   プレス領域 ： プレス部品の生産段階で発生するスクラップ量の削減や、スクラッ
プ部からの部品取りを行い鋼板材料の使用量削減を行いました。また、これら複数
の部品をひとつの金型から同時に成形を行うマルチプレス加工を実現し、工程集
約の実現とともにエネルギー使用量を削減しました。

■   塗装領域 ： 塗装の機能と品質を更に向上させた上で、中塗塗装の廃止を可能と
する新水性塗装技術「アクアテック塗装」の開発、導入により、中塗吹付ブースの
空調エネルギーを削減すると共に、VOC（揮発性有機化合物）の排出量も大幅に
低減しました。この「アクアテック塗装」は、平成25年度省エネ大賞「資源エネルギー
長官賞（省エネ事例部門）」を受賞しました。

60

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。

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）。

a 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

b 国内主要4拠点における種類別エネルギー使用量
単位（×103GJ/年） 

1990年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

電力 4,722 6,179 6,637 6,234 6,017 6,281

産業用蒸気 0 1,347 1,468 1,600 1,342 1,383

石炭 4,967 0 0 0 0 0

コークス 766 330 345 277 193 192

A重油 596 46 69 32 20 20

B重油 11 0 0 0 0 0

C重油 1,168 91 81 60 36 30

ガソリン 193 68 72 54 55 60

灯油 101 11 13 13 5 15

軽油 82 30 33 41 37 34

LPG 989 45 50 91 44 54

都市ガス 21 1,338 1,409 1,235 1,066 1,038

合計 13,616 9,485 10,177 9,637 8,815 9,107
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■ 省エネルギー生産への取り組み
国内および海外の生産拠点では、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、生産待機時のエネルギー（油
圧など）の停止などさらなるロス削減活動を進めています。
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■ 1990年度比でCO2排出量を35.5％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。
＜2013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4億8千万トンキロ。
輸送トンキロ当たりのCO2排出量は1990年度比26％以上削減の目標に対して、
35.5％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※1

■   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。また、内航船の帰り便を活用した他社との協働輸送にも取り組
んでいます。

■   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 ： 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 ： 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。
2013年度 ： 近畿の一部の自動車販売会社へ直接輸送することで輸送距離の削
減を行いました。

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。また、大型リター
ナブルラックを導入することで、コンテナへの積載率向上およびトラック便数の削
減を行いました。

62

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。

a

b

c

※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。

a 物流CO2排出量と削減率（国内）

b ハブ＆スポーク化

c 物流拠点のないストレートな物流（工場直バニング）

マツダ マツダ

流通センター流通
センター

積載車 積載車積載車積載車
販売
会社

販売
会社

販売
会社

販売
会社

販売
会社

販売
会社

流通
センター

販売
会社

販売
会社

自動車船
自動車船

自動車船

導入前 導入後
お客さま お客さま

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
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3. ミルクランシステム※3の継続的改善
生産部品調達では、2007年度までにミルクランシステムの日本全国への展開をほ
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、
2013年度はメキシコ工場に導入を完了しました。引き続き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によるＣＯ２排出量削減を目指しています。
今後は、今まで以上のトラック積載率の向上および便数削減に向けて、商品開発段
階から物流ニーズを反映し、調達部品の荷姿を最小にする改善活動に着手します。

※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。

d d 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



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。
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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。

開発

※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）。

a

a

b

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



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）

フロン類引取り台数 151,511台

エアバッグ類引き取り台数 129,785台

ASR総引き取り量台数 174,399台

再資源化率
エアバッグ類 94%

ASR 97%

リサイクル実効率 ＊ 　 99％ 相当

払渡しを受けた預託金総額 1,814,058,952円

再資源化などに要した費用の総額 1,587,846,135円
（マツダにて別途要した費用を含みます。）

＊   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97％を乗算したものを加算し
て算出する。
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■ 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2013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。2013年度は、梱包･包装資材使用量を1990年度比44％以上削
減の目標に対して、46％※2削減しました。
2012年度より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、
物流の効率化を設計から生産、出荷に至るまでの業務プロセスに織り込んで、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。2013年度はこの活
動により、部品構成・形状の見直しを行うことで、一部の新車から資材削減を行いました。
今後も商品開発と一体となった活動を継続・拡大し、資材削減を進めていきます。

■ 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
池が使用済自動車を解体する時の事前回収物品として指定されました。2012年10
月以降に発売した新型軽自動車（OEM車両）が搭載するリチウムイオン電池を製造メー
カ協力のもと、回収を進めています。新型アクセラハイブリッド（2013年11月発売）が
搭載するニッケル水素電池についても回収システムの整備に取り組んでいます。
また、アテンザ、新型アクセラの一部に搭載されているi-ELOOP用のキャパシターは、
事前回収物品に指定されていませんが、安全にリサイクルするため適正処理を推進し
ています。

生産

物流

使用済自動車

リサイクル法に関する取り組み参照ホームページ（日本語のみ）
　● http://www.mazda.com/jp/csr/recycle/

※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）。

c 全埋立廃棄物量の推移

e 活動イメージ

f 使用済自動車リサイクルプロセス

g 2013年度の再資源化（リサイクル）実績

d 2013年度の生産領域における
副生物・廃棄物のリサイクル

（t/年）

（年度）1990 2008

100

0
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

100,000
（％）
100

2009 2010

0
20132011

0
2012

000

廃棄物量 基準年比率

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
71,287

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
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・鋳物砂
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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・設計

量産

量産最適化

開発・購買

開発・購買 生産

物流

生産 生産
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gf

e
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Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

66

■ 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、新型車導入時に合わせリサイクル業者への解体マニュア
ルを提供するとともに、最終所有者から無償で引き取る回収ネットワークを構築してい
ます。
また、キャパシターについてはi-ELOOPを搭載したモデルが導入された各国で適正に
廃棄処理ができるように、８か国語の処理マニュアルをホームページに掲載し、提供し
ています。

使用済自動車から取り外されるバンパーや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）を回収し、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。

■   市場損傷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。
2013年度は、72,003本（回収率81％相当）を回収して、リサイクルしました。

キャパシターの処理マニュアル参照ホームページ
　● http://www.mazda.com/csr/recycle/capa

使用済部品の回収・リサイクルの推進

h

i

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
（本）
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72,00376,86879,575
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82,491
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i 市場損傷バンパー回収本数の推移（国内）

h キャパシターの処理マニュアル掲載ホームページ

http://www.mazda.com/csr/recycle/capa
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■ 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しました。

■ VOCの削減 ： 塗装ライン
2013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24.5g／㎡以下」
の達成に向けて、活動を進めました。
国内および海外主要工場の標準工程である「スリー・ウェット・オン塗装」および世界トッ
プレベルの環境性能を持つ「アクアテック塗装」（宇品第1工場に導入済み）に加え、洗
浄シンナーの回収効率向上などによって塗装面積当たりのVOC排出量を24.4g／㎡
まで削減し、目標値を達成しました。

67

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。

※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。

a

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

a IMDSの仕組み
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■ 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
塗装工程における洗浄シンナーの回収効率向上などにより、2013年度のPRTR法※1

対象物質の水域および大気への排出量は、1998年度比で60％減となる1,106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。

※1  特定化学物質の環境への排出量の把握などおよび管理の改善の促進
に関する法律。Pollutant Release and Transfer Register ： 環境汚
染物質排出・移動登録。



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

本社工場 （単位：kg／年）

物質番号 対象物質群 取扱量 排出量 消費量 除去量
移動量

リサイクル量大気 水質 土壌 廃棄物量

1 亜鉛の水溶性化合物 24,317 0 389 0 389 21,253 2,675 0 0

37 ４，４’－イソプロピリデンジフェノール 1,468 0 0 0 0 0 1,468 0 0

53 エチルベンゼン 161,874 82,217 0 0 82,217 48,125 26,157 0 5,375

80 キシレン 588,877 262,460 0 0 262,460 200,954 68,405 0 57,058

87 クロム及び3価クロム化合物 60,418 0 0 0 0 59,378 0 1,040 0

88※ 6価クロム化合物 2,537 0 0 0 0 1,497 1,040 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 73,592 0 0 0 0 0 73,592 0 0

277 トリエチルアミン 229,797 1,379 0 0 1,379 0 228,418 0 0

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 191,705 32,870 0 0 32,870 125,536 33,299 0 0

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 42,019 23,785 0 0 23,785 3,398 10,269 0 4,567

300 トルエン 815,626 234,531 0 0 234,531 429,843 124,762 0 26,490

309※ ニッケル化合物 4,376 0 525 0 525 1,510 0 2,341 0

349 フェノール 419,854 10 13 0 23 0 419,831 0 0

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 16,589 0 0 0 0 16,091 498 0 0

374 ふっ化水素及びその水溶性塩 3,522 0 564 0 564 0 2,958 0 0

392 ノルマル-ヘキサン 138,139 346 0 0 346 134,175 3,618 0 0

400※ ベンゼン 26,603 33 0 0 33 24,539 2,031 0 0

411※ ホルムアルデヒド 120,954 2,055 0 0 2,055 0 118,899 0 0

412 マンガン及びその化合物 84,815 0 336 0 336 82,483 0 1,922 74

438 メチルナフタレン 1,901 10 0 0 10 0 1,891 0 0

448 メチレンビス（4,1-フェニレン）
=ジイソシアネート 184,595 0 0 0 0 0 184,595 0 0

453 モリブデン及びその化合物 1,209 0 0 0 0 652 0 47 510

302 ナフタレン 19,009 206 0 0 206 0 18,749 0 54
合計 3,213,796 639,902 1,827 0 641,729 1,149,434 1,323,155 5,350 94,128

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 4,068 0 0 0 0 0 4,068 0 0

80 キシレン 17,206 2 0 0 2 0 17,204 0 0

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 11,230 0 0 0 0 0 11,230 0 0

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 2,033 0 0 0 0 0 2,033 0 0

300 トルエン 53,260 19 0 0 19 0 53,241 0 0

392 ノルマル-ヘキサン 6,275 16 0 0 16 0 6,259 0 0

400※ ベンゼン 1,716 2 0 0 2 0 1,714 0 0

438 メチルナフタレン 6,112 31 0 0 31 0 6,081 0 0
合計 101,900 70 0 0 70 0 101,830 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 17,922 0 287 0 287 15,664 1,971 0 0

53 エチルベンゼン 115,941 71,462 0 0 71,462 31,667 12,812 0 0

80 キシレン 316,271 140,212 0 0 140,212 132,140 32,773 0 11,146

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 137,748 25,951 0 0 25,951 82,322 12,117 0 17,358

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 24,499 12,848 0 0 12,848 1,439 3,878 0 6,334

300 トルエン 540,435 210,541 0 0 210,541 275,132 20,644 0 34,118

309※ ニッケル化合物 3,514 0 422 0 422 1,212 0 1,880 0

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 2,759 0 0 0 0 2,676 83 0 0

392 ノルマル-ヘキサン 90,883 228 0 0 228 90,655 0 0 0

400※ ベンゼン 16,335 20 0 0 20 16,315 0 0 0

411※ ホルムアルデヒド 4,529 1,623 0 0 1,623 0 2,906 0 0

412 モリブデン及びその化合物 4,749 0 259 0 259 2,990 0 1,480 20
合計 1,275,585 462,885 968 0 463,853 652,212 87,184 3,360 68,976

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 4,591,281 1,102,857 2,795 0 1,105,652 1,801,646 1,512,169 8,710 163,104

2013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
が事業活動など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SKYACTIV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（P64参照）
■   使用済自動車 ： バンパーtoバンパーリサイクル（P64参照）
■   バイオマテリアルの採用拡大（P59参照）

大気環境問題への対応
■   SKYACTIV技術搭載車の導入（CX-5、アテンザ、新型アクセラなど）（P53参照）
■   デミオベースの電気自動車の開発（P55参照） 

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）

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

【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に配
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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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

■   水質・大気の汚染防止（P72参照）
資源循環

■   リサイクル・省資源（P64-66参照）
■   「グリーン調達」の推進（P77参照）

大気環境問題への対応
■   生産における地球温暖化防止（P60-61参照）
■   物流における地球温暖化防止（P62-63参照）
■   環境負荷物質の管理・削減（P67-68参照）
■   水質・大気の汚染防止（P72参照）

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

■   森を育てるナイター電力カーボンオフセット（広島県）（P85参照）
■   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）（P85参照）
■   企業との協働による水源の森づくり（山口県）（P92参照）
■   地域と協働した緑化事業の推進（神奈川県）（P95参照）
■   マツダ財団を通じた市民活動支援（広島県）（P103参照）
■   渡り鳥の生息環境保護の推進（メキシコ）（P110参照）
■  雨水利用による水源涵

かん
養
よう
（メキシコ）

■   「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）
（P122参照）

希少種保護
■   「学生自然保護協会（SCA）」の支援（米国）（P106参照）
■   希少木メスキーテの保護（メキシコ）（P110参照）
■   動植物の保護への支援（オーストラリア）（P121参照）

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」／（公財）

広島市文化財団との共催「感動塾・みちくさ」）において、生物分野の環境教育を実
施（P103参照）

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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■ 国内主要4拠点※1における上水使用量を2010年度比で33.4%削減
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。
さらに工場や事務所などで使用する上水についても､節水に取り組んでいます｡
公共用水域への排水にあたって、法規制値よりも厳しい自主基準値を定めて日常的に
管理しています。また、生活系、工程系などの排水系統ごとに適正に処理し、排水の浄
化に努めています。
＜海外での取り組み＞
■   中国、南京市にある長安フォードマツダエンジン会社では、2014年から製造工程の

冷却水や緑地帯へ散布する水を水道水から廃水処理後の再生水に変更し、年間10
万㎥の水道水の使用量を削減します。

■   メキシコのマツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）は、操業開始前にメキシ
コの環境ライセンスを取得した初めての自動車工場として、高く評価されています。
水資源の有効活用については、生産工程で使用された井戸水を工場内の廃水処理
場で処理し、再生水として敷地の緑地散水に利用しており、水を自然に返すことがで
きるとして、当局から高く評価されています。2013年には、約4万㎥の再生水を散水
に利用して井戸水使用量を削減しました。2014年も継続して再生水を利用して水
資源の有効活用を図っています。
なお、2012年にはMMVO近傍で雨水の循環を促進させて水源確保の一助とするため、
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。

■ 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。

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

a

b

［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

a 国内主要4拠点における上水使用量

b 排水処理システムの概要（本社工場）

※1  本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／中関地区（開発など
間接領域も含む）



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  79 

 150  65 

乾燥炉 ppm
 250  62 

 230  38 

溶解炉 ppm  180  60 

ディーゼルエンジン ppm  950  460 

加熱炉 ppm

 200  34 

 180  49 

 150  89 

 130  34 

ばいじん

ボイラー g／㎥N
0.30 0.01 

0.10 0.0016 

乾燥炉 g／㎥N

0.4 0.007 

0.35 0.004 

0.2 0.009 

0.15 0.0051 

溶解炉 g／㎥N

0.4 0.017 

0.20 0.1 

0.10 0.001 

ディーゼルエンジン g／㎥N 0.10 0.02 

加熱炉 g／㎥N

0.4 0.014 

0.25 0.017 

0.20 0.087 

SOx K値規制 — 7 1.51 

VOC
塗装施設 ppm  700  335 

洗浄施設 ppm  400  205 

三次事業所

NOx
ボイラー ppm 250  180 

ディーゼルエンジン ppm 950  210 

ばいじん
ボイラー g／㎥N 0.30 0.013 

ディーゼルエンジン g／㎥N 0.10 0.074 

防府工場
西浦地区

NOx
ボイラー ppm

150 43 

130 56 

乾燥炉 ppm 230 100 

ばいじん

ボイラー g／㎥N 0.10 0.002 

乾燥炉 g／㎥N

0.35 0.006 

0.30 0.012 

0.20 0.006 

SOx
K値規制 — 4.5 0.001 

総量規制 ㎥N／h 36.16 0.014 

VOC 塗装施設 ppm 700 320 

防府工場
中関地区

NOx 溶解炉 ppm 180 24 

ばいじん
加熱炉 g／㎥N

0.25 <0.002

0.20 <0.002

溶解炉 g／㎥N 0.20 0.033 

SOx
K値規制 — 4.5 0.04 

総量規制 ㎥N／h 17.47 0.74 

水･大気データ
水質汚濁物質 排水の放流先:猿猴川、海田湾

区分 水質汚濁物質 単位 規制値 実績値
最大 最小 平均

本社工場

pH(淡水系) ー 5.8〜8.6 7.4 6.5 7.0 
pH(海水系） ー 5.5〜9.0 7.5 6.9 7.2 
BOD mg／L 120 8.5 ND <1.8
COD mg／L 15 13 1.6 4.7 
SS mg／L 150 9 ND <2.8
油 mg／L 5 ND ND ND
フッ素(淡水系) mg／L 8 0.2 ND <0.1
フッ素(海水系） mg／L 15 7.9 ND <3.4
亜鉛 mg／L 2 0.41 ND <0.07
溶解性マンガン mg／L 10 0.9 ND <0.2
全窒素 mg／L 60 9.6 1.5 4.3
全リン mg／L 8 0.63 ND <0.09
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 820 ND <32
ホウ素(淡水系) mg／L 10 0.2 0.11 0.16 
ホウ素(海水系） mg／L 230 2.4 0.2 1.0 
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 3.7 1.1 2.2 

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ
レン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、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、
クロムはすべてNDであった。

排水の放流先:馬洗川

区分 水質汚濁物質 単位 規制値 実績値
最大 最小 平均

三次
事業所

pH ー 5.8〜8.6 7.6 7.2 7.4 
BOD mg／L 70 3.4 0.7 2.0 
SS mg／L 70 5.6 1.4 2.8 
油 mg／L 5 ND ND ND
フッ素 mg／L 8 0.4 0.4 0.4
溶解性マンガン mg／L 10 0.4 ND <0.2
全窒素 mg／L 60 4.8 4.8 4.8 
全リン mg／L 8 0.08 0.08 0.08 
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 ND ND ND
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 2 2 2

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ
レン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロロエチレン、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、
クロムはすべて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 7.2 6.0 6.8 
COD mg／L 40 10.3 1.4 5.8 
SS mg／L 30 1.8 ND <0.9
油 mg／L  2 ND ND ND
亜鉛 mg／L 2 0.68 0.05 0.4
銅 mg／L 3 0.01 ＜0.01 <0.01
フェノール mg／L 1 0.02 ＜0.02 <0.02
溶解性マンガン mg／L 3 0.4 ＜0.1 <0.2
全窒素 mg／L 60 10.5 0.6 3.8
全リン mg／L 8 2.89 0.07 1.18
大腸菌群数 個／㎤ 3000 120 3 62
ホウ素 mg／L  230 0.5 ND <0.3
フッ素 mg／L 15 2.2 1.2 1.7
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 2.8 1.4 2.1

上記以外の規制項目、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
ジクロロメタン、四塩化炭素、1．2-ジクロロエタン、1．1-ジクロロエチレン、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、溶解性鉄、クロムはすべてＮ
Ｄ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 7.8 6.7 7.6 
COD mg／L 40 8.5 5.0 6.9 
SS mg／L 30 16 1 6.2 
油 mg／L 2 ND ND ND
亜鉛 mg／L 2 0.19 0.1 0.15 
全窒素 mg／L 60 21 2.4 8.5 
全リン mg／L 8 0.64 0.03 0.16 
大腸菌群数 個／㎤ 3,000 2 0 <1
ホウ素 mg／L 230 ND ND ND
フッ素 mg／L 15 0.3 0.12 0.21
アンモニア、アンモニウム、
亜硝酸、硝酸化合物 mg／L 100 7.9 5.4 6.7 

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、
クロムはすべてＮＤであった。
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■ サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2014
2014年3月、マツダR&Dセンター横浜で「サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム
2014〜『走る歓び』と『優れた環境・安全性能』の両立〜」を開催しました。このイベン
トでは、イベント（2日間）で発生するCO2排出量を東日本大震災の被災地である福島
県と宮城県の企業で創出された「被災地復興支援クレジット」でオフセットしました（イ
ベントの詳細はP158参照）。

■ 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。
2013年12月の「エコプロダクツ2013」では、小中学生を主な対象とした、環境教育ク
イズショー「みんなで考えよう！二酸化炭素（CO2）を減らすくふう」を実施し、自動車会
社の取り組みと、クルマを使う皆さまに協力して欲しいこと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ウェブサイトでの情報開示
環境を含むCSR全般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・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。
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、2013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継続して推進しています。
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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 カーボン・オフセット証明書

b エコプロダクツ2013

c マツダのウェブサイト

a

b

c

環境技術ホームページ
http://www.mazda.com/jp/
technology/env/policy/

CSRホームページ
http://www.mazda.com/jp/csr/

http://www.mazda.com/jp/csr/
http://www.mazda.com/jp/technology/env/policy/
http://www.mazda.com/jp/technology/env/policy/
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ライトダウンキャンペーン（ライトダウンジャパン2013）
マツダおよび国内グループ会社は環境省主催のライトダウンキャンペーンに参画し、電
力量で約5万kWh、CO2排出量換算で約23トン削減（夜8時から10時まで消灯、推計値）。
■   マツダ ： 夏至から七夕までの毎晩、看板照明や室内照明を消灯（6拠点）
■   国内グループ会社：夏至と七夕の消灯を実施（20社、380拠点）
加えて、夏至と七夕の両日にプライベートでの参加を呼びかけ、マツダおよび国内グルー
プ会社従業員や家族が参加（延べ約31,000名・夜8時から10時まで消灯）。
アースアワー2014
WWF（世界自然保護基金）が主催するアースアワー2014にマツダと国内のマツダ
グループ会社46社693拠点（前年度は26社223拠点）が参加。3月29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、職場における環境保全活
動に関する教育をISO14001基礎教育と連携して実施しました。

■ 環境イベントへの参加

d アースアワー2014参加企業一覧

 1. マツダ株式会社
 2. 株式会社マツダＥ&Ｔ
 3. マツダエース株式会社
 4. マツダロジスティクス株式会社
 5. 株式会社マツダプロセシング中国
 6. 倉敷化工株式会社
 7. ヨシワ工業株式会社
 8. トーヨーエイテック株式会社
 9. 株式会社日本クライメイトシステムズ
10. マツダパーツ株式会社
11. マツダ部品広島販売株式会社
12. マツダ部品西九州販売株式会社
13. マツダ中販株式会社
14. 北海道マツダ販売株式会社
15. 株式会社函館マツダ
16. 岩手マツダ販売株式会社
17. 青森マツダ自動車株式会社
18. 株式会社マツダアンフィニ青森
19. 株式会社東北マツダ
20. 株式会社福島マツダ
21. 株式会社甲信マツダ
22. 株式会社関東マツダ
23. マツダ小田原株式会社

24. 静岡マツダ株式会社
25. 東海マツダ販売株式会社
26. 株式会社北陸マツダ
27. 株式会社京滋マツダ 
28. 株式会社マツダアンフィニマルセン
29. 株式会社神戸マツダ
30. 株式会社岡山マツダ
31. 株式会社鳥取マツダ
32. 株式会社西四国マツダ
33. 株式会社広島マツダ
34. 株式会社アンフィニ広島
35. 山口マツダ株式会社
36. 株式会社南九州マツダ
37. 株式会社九州マツダ
38. 株式会社佐賀マツダ
39. 沖縄マツダ販売株式会社
40. 東友会協同組合
41. 株式会社ニイテック
42. 株式会社音戸工作所
43. マップス株式会社
44. 東邦工業株式会社
45. 島根マツダ有限会社
46. 株式会社米子マツダ

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2013*

環境省、神戸市、
日本自動車連盟（ＪＡＦ） 2013年5月18、19日 メリケンパーク(兵庫県) 一般 ＜展示物＞アテンザ、CX-5、SKYACTIV技術パネル

＜試乗会＞CX-5

人とくるまのテクノロジー展2013 （社）自動車技術会 2013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＞アテンザ、SKYACTIVエンジンカットモデル、SKYACTIV技術パネル

エコライフフェア2013 環境省 2013年6月1、2日 代々木公園(東京都) 一般 ＜展示物＞アテンザ、SKYACTIV技術パネル

「環境の日」ひろしま大会 広島県 2013年6月2日 広島県庁前広場（広島県） 一般 ＜展示物＞デミオEV、アテンザ

「トンボはドコまで飛ぶか」プロジェクト 横浜市環境まちづくり協働事業 2013年7月29〜31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。（P95参照）

環境ひろばさっぽろ* 札幌市環境局他 2013年8月2〜4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＞アテンザ

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 2013年9月28、29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、アテンザ

Tech biZ Expo2013＊ 名古屋国際見本市委員会 2013年10月9〜11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
＜試乗車＞アテンザ

やまぐちいきいきエコフェア やまぐちいきいきエコフェア
実行委員会 2013年10月19、20日 山口きらら博記念公園

（山口県） 一般 ＜展示物＞アテンザ

北九州エコライフステージ＊ 北九州エコライフステージ
実行委員会 2013年10月19、20日 勝山公園大芝生広場

(福岡県) 一般 ＜展示物＞CX-5、アテンザ、SKYACTIV技術パネル
＜試乗会＞CX-5、アテンザ

エコ・イノベーションメッセ2013 in ひろ
しま

「エコ・ イノベーションメッセ2013 
in ひろしま」実行委員会、広島県、
広島市他

2013年11月22、23日 広島県立広島産業会館
（広島県） 一般

＜展示物＞アクセラ、SKYACTIV技術パネル、MAZDA CONNECTデモ機
＜ステージ＞環境啓発クイズショー（お子さま向け）
＜基調講演＞SKYACTIVとそのココロ（代表取締役副会長 金井誠太（当時））
＜見学＞マツダミュージアム

エコプロダクツ2013 （社）産業環境管理協会、
日本経済新聞社 2013年12月12〜14日 東京ビッグサイト(東京都) 小学生・

一般

＜展示物＞アクセラ、SKYACTIVエンジンカットモデル、ソウルレッドプレミア
ムメタリック塗装カットモデル、パネル（SKYACTIV技術／ソウルレッドプレミ
アムメタリック／MAZDA CONNECT／ITS技術／マツダの環境技術の歴
史／森林保全）
＜試乗会＞アテンザ、アクセラ
＜ステージ＞「『匠塗 TAKUMINURI』、ソウルレッドプレミアムメタリックの誕生」、
環境啓発クイズショー（お子さま向け）

ENEX2014（エネックス2014） （一財）省エネルギーセンター 2014年1月29〜31日 東京ビッグサイト(東京都) 一般
＜展示物＞アテンザ、アクセラ、ソウルレッドプレミアムメタリック塗装カットモデル、
パネル（SKYACTIV技術／アクアテック塗装）
＜プレゼンテーション＞SKYACTIV技術、アクアテック塗装

ものづくり日本 大 賞「ものづくり展 
MONODZUKURI EXHIBITION」 経済産業省 2014年3月19日〜4月6日 国立科学博物館（東京都） 一般 ＜展示物＞アクセラ、SKYACTIVエンジンカットモデル、SKYACTIV-DRIVEカッ

トモデル、SKYACTIV-CHASSISモデル、SKYACTIV技術パネル

＊ クリーンディーゼル普及促進協議会の一員として参加



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）
（P83参照）

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（グループ会社
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

年度 車種

2009年度 プレマシー、
RX-8ハイドロジェンRE

2010年度 デミオ、アクセラ
2011年度 CX-5＊

2012年度 アテンザ、デミオEV
2013年度 アクセラ
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■ マネジメント体制
マツダは、社長を委員長としたCSR経営戦略委員会のもとに「商品環境委員会」、「事
業サイト環境委員会」、「社会貢献委員会」の3つの委員会を設置し、グループ会社を含
めた環境マネジメントを推進しています。
環境中期計画である「マツダグリーンプラン2020」では、各委員会が目標の選定およ
び実績の進捗管理を行っています。

■ 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（一般社団法人 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。
この手法に基づき、新型車において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。
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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

c

※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。

a マツダ環境推進体制（2014年3月31日時点）

b （一社）産業環境管理協会の証書

c LCA評価車種

※自動車の生涯走行距離11万㎞(13年)を、一定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。 

グラフは従来型AのSOxの排出量を1として各物質の排出量を割合で示しています。

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

新型アクセラ(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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＊   第三者機関のレビューにより、国際規格（ISO14040／ISO14044）
に準拠して認証を得た車種



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

マツダデメヒコビークルオペレーション＊1 2014年10月
取得予定

マツダパワートレインマニュファクチャリング・
タイランド(タイ)＊1

2015年12月
取得予定

＊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＊3 2000年6月

マツダエース（株）＊3 2000年6月

マツダロジスティクス（株）＊3 2000年6月

倉敷化工（株） 2001年12月

＊3  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４社
トーヨーエイテック（株）＊4 2000年6月

（株）日本クライメイトシステムズ 2000年5月

ヨシワ工業（株） 2002年4月

MCMエネルギーサービス（株）＊5 2008年6月

＊4 広島地区として一部もしくは全部の認証を取得
＊5   広島地区および防府地区の認証範囲に含まれていたが、2013

年3月に独自に認証取得
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■ 環境マネジメントシステム
グループ会社およびサプライチェーン全体で、環境に配慮した事業活動を効果的に
行うために、ISO14001などの環境マネジメントシステム（EMS ： Environmental  
Management System）の構築を推進しています。
進捗状況

■   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（2014年3月時点でマツダ・マツダアンフィニ系販売会社31社、
マツダオートザム系販売会社30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月に改訂した「マツダグリーン調達ガイドライン」に沿って活動しています。
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
得および登録維持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サプライヤー約400社の登録維持100％を継続しています。
（2013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

■ 環境監査の実施状況
ISO14001やエコアクション21などの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、防府工場を含む国内および海外のグループ内の
認証取得会社においては、内部監査と外部機関による審査をそれぞれ年1回実施して
います。2013年度の外部審査では重大な指摘は0件でした。
内部監査や外部審査の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。

■ 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。
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d ISO14001の認証取得一覧

e ISO14001外部審査の指摘件数
マツダ（株）

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

重大な不適合 0 0 0 0 0

軽微な不適合 1 0 0 0 1

観察事項 7 5 5 10 18

グループ会社
2013年度

国内 海外

ISO14001

重大な不適合 0 0

軽微な不適合 0 5

観察事項 31 11

エコアクション２１
不適合 0 －

観察事項 0 －

※1  中小企業者などの幅広い事業者に対して、環境省が策定した環境マネ
ジメントシステム。

d

e



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教育
部門教育

作業手順書教育
事故時処理訓練

職長教育

特定業務従事者教育

＊�このほか、各部門において、一般の従業員に対する教育も実施し
ています。

環境教育実績
2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

管理者教育 76 90 68 52 70

係長教育 118 130 163 137 163

職長教育 86 44 54 87 86

新入社員教育 705 360 499 701 386

単位：（名）
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■ 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
2013年度は、官公庁から法令に基づく指導などは受けませんでした。
苦情
2013年度は、苦情を3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（P130
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、会議等でのプロジェクター、モニター設置利用を進め、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。

■   2013年度には、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13万
9千kWh、CO２排出量にして約70トンを広島県の森林吸収量クレジット（広島県
営林J-VER）でオフセットしました。
2014年度は、ナイター照明用として15万6千kWh、CO２排出量にして約105ト
ンを広島県営林J-VERでオフセットします。

■   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2013」（主催 ： プロ野球12球団）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。

■   メキシコのマツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）では、太陽光発電
とLEDを組み合わせた外灯を歩道と駐車場に計246台設置し、2013年度は約
30MWh（4ヶ月）の再生可能エネルギーを利用しました。
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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 騒音レベルの1項目 12／年

臭気 敷地境界線 臭気指数の1項目 12／年

廃棄物 鉱さい、汚泥、
金属くず ほか

カドミウム、シアン、
有機燐、鉛、六価ク
ロムなどの25項目

約120／年

f 環境モニタリング

h 資格取得の推進

i 環境教育体制

■ 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

g

f

g

ih

g 法令違反および苦情
件数 対策

行政からの
指導など 0件 −

苦情 騒音 3件 原因設備の調整及び掲示物による注意喚起
など

（2013年度）
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■ 環境事故防止キャンペーンおよび環境事故対応訓練
■   海上汚染防止訓練

マツダ（株）、マツダエース（株）、マツダロジスティクス（株）の関係者約60人が参
加して、停泊中の船舶から作動油が漏えいしたことを想定して、油除去対応作業
の有効性や緊急連絡体制を確認する訓練を2014年4月に実施しました。
今後も、定期的に訓練を実施して緊急対応能力の向上を図っていきます。

■   油漏れ撲滅および交通安全啓発キャンペーン
マツダ（株）、マツダロジスティクス（株）およびトラック輸送会社の約50人により、納品
車両などのドライバーへ交通安全、油漏れ未然防止の声掛けやビラを配布する啓発活
動を2014年6月に行いました。この活動は2010年度から毎年実施しています。

■ 環境会計
環境保全活動に投入したコストとその効果を把握し、活動の効率化を図っています。
集計期間 ： 2013年4月〜2014年3月
集計基準 ： 「環境会計ガイドライン」を参考に、マツダ独自の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5社／持分法適用会社 国

内5社・海外4社
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j 海上汚染防止訓練

k 油漏れ撲滅および交通安全啓発キャンペーン

分類 主要活動内容
マツダ単体 マツダグループ全体

投資額 経費額 合計 投資額 経費額 合計

事
業
エ
リ
ア
内

公害防止 大気汚染、水質汚濁、悪臭防止等の法
規制対策など  2,438  2,135  4,573  2,538  2,659  5,197 

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  1,809  866  2,675  1,959  939  2,898 

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  60  1,430  1,490  65  2,392  2,457 

上下流 容器回収、使用済み自動車のバンパー
回収  0  170  170  0  175  175 

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  982  985  3  1,338  1,341 

研究開発 製品、生産、物流領域などの環境負荷
抑制のための研究開発  1,209  35,197  36,406  1,257  36,192  37,449 

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  143  143  0  149  149 

環境損傷 −  0  0  0  0  0  0 

合計  5,519  40,923  46,442  5,822  43,844  49,666 

環境保全コスト	 （単位 ： 百万円）

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） 26.0ｔ-CO2／億円 − −

物流領域 年間輸送量 48,628万t-km／年 − −

資源循環 資源有効活用・
リサイクル

シェル砂 21,200t／年 15
2,875

鋼屑類 46,706t／年 2,860

上下流 製品・商品のリサイクル 廃バンパー回収本数 72,003本／年 − 47

その他 有価物売却

金属類 111,868t／年 2,964

2,995

シンナー、廃液 756t／年

31

空ドラム、ホイール、
廃タイヤ 21,613本／年

回収砂、プラスチック類、
段ボール屑 3,528t／年

木製パレット 687t／年

合計 5,870 5,917

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5社 コンパニア コロンビアナ アウトモリスS.A.／マツダ（中国）

企業管理有限公司／マツダオーストラリアPty.Ltd.／マ
ツダモータースオブニュージーランドLtd.／ＰＴマツダモー
ターインドネシア

持分法適用関連会社
   国内5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

   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

j

k
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■ 2013年度実績

80

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）
1,465t

13,830千㎥
水使用量

928千t
原材料（鉄・アルミなど）

化学物質取扱量
4,895t

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 72,003本

購 買

486,280×103
t-km

梱包・包装材
25,587t

12,550×103GJ

国内物流における
物流量

引取り量
669kg

引取り台数
2,970台

引取り量
41,457kg

引取り台数
148,541台

灯油 都市ガス42 1,270

電力 軽油 一般炭9,149 39 0
A重油 ガソリン コークス148 74 326

産業用蒸気C重油 LPG30 110 1,362

引取り総重量 33,761t

引き取ったガス
発生器の総重量 26,430kg

24,800kg

引取り台数 129,785台

再資源化重量 32,790t
引取り台数 174,399台

引取り総重量
42,126kg

引取り総台数

151,511台

SOx排出量
118t

排水量

3,238t

1,217t 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）

4,446千t-CO2

(車両、海外生産部品、OEM車などを含む)

1,114,805台
出荷台数

250,312台国内 864,493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

● お客様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
● 使用済み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 437,406個

再資源化重量

25,590t-CO2

［領域C］カテゴリ2：資本財
（自社の資本財の建設・製造から発生する排出量）73,230t-CO2

［領域A］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

（自社が購入した電気・熱の製造過程における排出量）50,622t-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）7,400t-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） 946t-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）11,038t-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）

326,781t-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） 45,576t-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） 27,047千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）
3台水素自動車
3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）

112,162台SU-LEV（平成17年基準排出ガス75％低減レベル☆☆☆☆）

1,265台平成17年基準排出ガス適合車
（SU-LEV、U-LEVを除く）

34台電気自動車

94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、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（2013年度は2012年度の係数）を使用。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(2013 Edition)」の係数を使用し算出しました。
集計期間：2013年4月～2014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11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）

※3 CO2排出量は、国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」に基づき、自家用乗用車（169ｇ-CO2／人キロ）、鉄道（18ｇ-CO2／人キロ）、バス（48ｇ-CO2／人キロ）、飛行機（102ｇ-CO2／人キロ）として算出しました。（出展）国土交通省
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

※2 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 「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」Ver2.1に準拠したマツダ独自の計算方法で算出しました。
　　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。

7,396千㎥

Ｓｃｏｐｅ３※4

Ｓｃｏｐｅ1、Ｓｃｏｐｅ2※2

AI
Fe

CO2排出量
725千t-CO2

CO2以外の温室効果ガス排出量
11千t-CO2

［領域A］
※3

工場およびオフィスにおける
温室効果ガス排出量 736千t-CO2

CO2

CO2

SOX

NOX

AI
Fe

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
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集計期間 ： 2013年度（2013年4月〜2014年3月）

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

人営業／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箇所）／マツダテクニカルサービスセンター（全6箇所）／マツダトレーニング
センター（全2箇所）／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（株）
部品販売会社:マツダパーツ（株）

海外11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 ／マツダモータースUK Ltd

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



社会貢献
83  取り組み基本方針
84  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

104  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／タイ／インドネシア／
　　　オーストラリア／ニュージーランド
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地域と一体となって次世代人材の育成を進めていきます。
企業内大学校であるマツダ短大で機械加工の実習を担当しています。工業高校の先生や地
場企業の方が、マツダ短大の授業に参加することで、研修内容や育成ノウハウを学んでいただ
く、技術技能指導者養成講座オープンカレッジ（P86参照）を行っています。参加者のご意見や
ニーズを伺いながら進めるオープンカレッジで講師を務めることは、自分自身の学びにつながっ
ています。今後も、地域と一体となって次世代人材の育成を進めていきます。

マツダ工業技術短期大学（マツダ短大） 機械加工実習担当講師
牧野 誠治
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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、柔軟性のあるイキイキ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社会貢献
に関する方針やCSR目標（P14-15参照）などに基づき、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年度の主な実績
■   CSR目標およびマツダグリーンプラン2020（社会貢献領域）（P48-51参照）にて

目標を設定し取り組みました。
■   国内・海外で、420件※2以上の活動を実施しました（P84-123に約100項目にまと

めて掲載）。
■   社会貢献プログラム影響評価指標を設定しました。社会の課題を解決するととも

に、企業価値の向上に貢献するプログラムを評価・促進するためのものです。今後
活動のPDCAプロセスを構築します。

■ 従業員のボランティア
従業員がボランティア活動に積極的に取り組めるよう、支援を行っています。

■   活動する機会の提供（スペシャリストバンク、ボランティアセンターなど）
■   ボランティア研修受講機会の提供（広島市社会福祉協議会主催の研修など）
■   活動する費用の一部補助（マツダ・フレックスベネフィット（P130参照）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）

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。
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※1 日本、米国、オーストラリア、ニュージーランドでは、別途マツダ財団を
通じての活動を実施。

※2 社会貢献活動該当範囲：金銭寄付、現物寄付、施設開放、社員の参加・
派遣、自主プログラム、災害被災地支援。

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：東京本社統括、グロー
バルマーケティング担当、グロー
バル人事担当、国内営業担当、
総務担当

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

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

a 社会貢献取り組み基本方針3つの柱

b 推進体制図

c 社会貢献委員会の様子

a

cb



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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a

c

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131万
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。
2013年度実績
小中学生を中心に、約63,000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生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の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2,845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生かしたユニー
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。
2013年度実績
広島県・山口県内の地域行事や、学校などに58件118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610回参加しました。
2013年度実績
福祉イベントにおける会場設営や撤去、車椅子の介助など10件17名が参加。

本社（広島県）

国内の主な取り組み

b

a マツダミュージアム

b 職業講話

c マツダボランティアセンター
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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。
2013年度実績

■   広島県のカーボンオフセットの取り組みに賛同し、スタジアムのナイター照明用と
して13万9千kWh 、CO2排出量にして約70トンを広島県の森林吸収量クレジット

（広島県営林J-VER）でオフセット（P78参照）。
■   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、6月に累計来場者数が700万名達成したことを受け、広島市の団体
に1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と交流する。
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。
2013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、5月と12月にマツダグループ従業
員やOBとその家族・友人、お取引先従業員がボランティアとして計画的除伐に協
力するとともに、「森林のめぐみ」について学ぶ座学で従業員の環境保全意識を高
揚(労使協働プログラム：約90名参加)。
除伐作業終了後は、当日参加の小学生を対象に木の実や枝を使った工作教室を実施。

■ 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)。
2013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（11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（2回）、JR駅周辺清掃（3回）、
東部流通団地周辺（20回）。

■   ペットボトルキャップ約120万個（約1,560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410万個、約5,160名分のワクチン相当を
提供）。

■   プルタブ・アルミ缶約3,800kgを回収（2005年からの累計、約13,300kg）。12月
に、広島市の2つの社会福祉施設に家電製品を寄贈。

■ 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（P75参照）。

d

e

f
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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

d マツダスタジアムで「森を育てるナイター電力カーボン
オフセット記念セレモニー」(2013年4月)

ひろしまの森づくり
キャラクター

「モーリー」

※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。
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■ 小中学生の学習支援イベント 環境  人材  地域

目的 ： 小中学生の学習支援を通じて、地域や社会と交流を深める。
取り組み ： 社会科の授業「日本の自動車産業」の理解を促進する小中学生対象「船積
み見学会」（1996年〜）、教育現場の要望に基づいた小学校教諭対象「社会科学習支
援研修会」（1999年〜）、開発部門や生産部門の若手社員とクイズや実験を交えて行
う小学生対象教室プログラムを各地域で継続して行うなど、小中学生の夏休みの宿
題や社会科の学習・指導に役立てていただく場を提供しています。
2013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70名が参加。船内における、約
10cm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月にマツダ本社で「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。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、からくり改善ミュージアムを見学。

■   7月に教室プログラム「クルマの形と空気のひみつ」を実施。「府中公民館夏の講座」
(主催・会場:広島県 府中公民館)、「キッズエンジニア2013」（主催:（社）自動車技術
会、会場:愛知県 吹上ホール 名古屋市中小企業振興会館）に総勢約200名の児童
が参加。クイズや実験を交えてクルマの燃費向上の取り組みを紹介。

■ 出張講義・講演会・研修受け入れ・インターンシップ受け入れ 環境  安全  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・安全やモノ
づくりに関する技術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への協力や、産学官連携活動の一環として大学生のインターンシッ
プ受け入れを行っています。また、マツダ短大（P127参照）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。
2013年度実績

■ 広島県内の中学、高校、大学を中心に、講義や講演を約20件実施。
■   産学官連携活動の一環として大学院生のインターンシップ10名を受け入れ（P161参照）。
■ 中学生・高校生・高専生・大学生のインターンシップ4名を受け入れ。
■ 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（7月から翌年1月）。 
■   11月、「ひろしま技能フェア」に、マツダブースを出展。マツダ短大での中核技能者

育成内容の紹介や、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2013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（約40名の児童が参加）。
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g 大型自動車専用船（船積み見学会）

h からくり改善ミュージアム見学（社会科学習支援研修会）

i 環境教育「クルマの形と空気のひみつ」

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。

g

h

i

j

電気系を専門としていますが、機械系の実習指導における技能を習得する
必要があり、オープンカレッジに参加しました。基礎的な機械の扱い方や実
践的なテクニックのほか、学習環境への配慮や安全教育の大切さなど、多
くの学びがありました。作業手順を細分化した指導方法を教育現場で取り
入れたところ、生徒の理解促進につながり、作業進捗の個人差が少なくな
りました。今後も、実習カリキュラムが豊富なオープンカレッジを継続的に
開催いただきたいです。

広島市立広島工業高等学校
教諭（電気科）
今田 守亮さま

マツダ短大のオープンカレッジに参加
 VOICE
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■ マツダ親和会体育部「ブルーズーマーズ」によるスポーツ指導 人材  地域

目的 ： スポーツ振興および各競技の普及・競技力向上のため。
取り組み ： 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、「MAZDA 
BLUE ZOOMERS（マツダブルーズーマーズ）」の愛称で呼ばれています。各自治体、
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継続しています。
2013年度実績

■ 9月、北海道川上郡剣淵町にて陸上教室を開催、約20名参加。
■ 広島市ほかにて児童向けラグビー教室を開催。
■ 三次市ほかにてバレーボール教室を開催。

■ 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）。
2013年度実績
延べ60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・社会の身近な問題点を住民視点で発掘し、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、
地域の身近な問題点を、住民視点で発掘し解決する活動を行っています。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。
2013年度実績

「黄金山魅力づくりプロジェクト」「天神川駅周辺のポイ捨て問題」など8つのテーマへ
の取り組み。

■ 2013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。
2013年度実績

■   SKYACTIV技術を搭載したアテンザ、CX-5の展示に加えて、サンフレッチェ広島
J1リーグ優勝記念展示を実施。

■ モノづくりコーナーやお子さま対象の交通安全キッズクイズラリーを実施。
■   ステージで地域の皆さまによる歌や踊り、広島東洋カープやサンフレッチェ広島の

選手によるトークショー、大道芸人によるパフォーマンス披露。
■ 福祉機器寄贈のための「チャリティビンゴ大会」を実施。
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k 陸上教室

l 施設が保有している畑の草刈り

k

l

m

m アテンザオリジナルキーホルダーづくりコーナー
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■ 第49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16.3km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。
2013年度実績
マツダ従業員の部門対抗による社内の部134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138チームの選手が遠くは九州、関東から参加（計
272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た地域スポーツ振興に協力する。
取り組み ： サンフレッチェ広島の株主企業として、グループ一体となってチームを応援
しています。ユニフォームスポンサーに加え、年に1度、広島ビッグアーチで行われるサ
ンフレッチェ広島の試合をマツダスポンサードゲームとして支援しています（労使協同
プログラム）。
2013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7,000名にサンフレッチェ広島とア
テンザ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。
お子さまを対象とした交通安全キッズクイズコーナーを設置し、参加者にはリフレクター

（反射板）ストラップを贈呈。
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n マツダ社内にある東洋大橋を駆け抜ける選手

o ハーフタイムには、アテンザのパレードで場内を盛り上げ

n

o
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■ 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268回となりま
した。
2013年度実績

■   延べ外来患者数：約177,500名、延べ入院患者数：約89,400名、救急車患者数：
約2,900名、健康診断受診者数：約3,410名。

■   「公開医療講座」を8回実施し約230名が参加。
■    「糖尿病教室」を2009年度から継続実施（毎月第2月曜日から第3木曜日まで全

8回コース・2013年度は約120名参加）。
■   「骨粗しょう症教室」を2013年1月から実施（毎月第4木曜日・2013年度は約

280名参加）。
■   最新の医療情報や医療講座・教室の募集案内などを掲載した、マツダ病院だより「ひ

まわり」を定期発行（2003年から継続）。
■   府中町および青崎南町内会自主防災会と浸水時緊急退避協力施設としての協力

協定を締結。洪水、津波などの浸水時、地域住民の緊急退避施設として開放。
■   地域医療のさらなる質向上に向けた「救急症例検討会」を実施（4回、約150名参加）。

地域の救急隊員と、救急隊の設置や救急搬送後の経過について検討。
■   安芸地区地域感染対策ネットワークの事務局として、近隣施設と連携し地域の感

染防止レベルの向上を目指して、研究会の開催や感染症に関する情報提供を実施。

■ 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。
2013年度実績

■ 国内販売店お客さまへのアンケートご回答1件につき50円を寄付。131,593名
のお客さまに協力いただき、日本NPOセンター「東日本大震災現地ＮＰＯ応援基金」
に寄付。

■ 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（P74参照）。
■ 被災児童自立支援プロジェクト「Support Our Kids」の趣旨に賛同し、同実行委

員会を通じて中高校生１０名の「第３回ホームステイプログラム」のフランスでのホー
ムステイおよびルマン24時間レース招待を支援。

■ 震災の津波に耐えた「奇跡の一本松」※1。東日本大震災被災地復興への願いを込
めて、マツダを含む国内自動車メーカー14社が板金※2技術の粋を集め製作した
10分の1サイズの「希望の一本松」を陸前高田市に寄贈※3。寄贈式典の会場で、
小中学生対象の板金教室を実施。

■ 「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（P96参照）。
■ マツダ財団の市民活動支援を通じた助成。4件の被災地復興支援プログラムに

総額120万円を助成。
■ 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（P130参照））

を通じた寄付などを実施。
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p マツダ病院入院棟

q 公開医療講座

r 被災児童自立支援プロジェクト「Support Our Kids」

s 希望の一本松

q

r

s

p

2012年1月の入院棟完成、2013年3月の外来棟の耐
震化・改修工事完了に続き、2013年8月に立体駐車場
新設工事とそれに伴う外来棟の外構工事完了。クルマ
で来院される方の利便性をさらに向上。

※1 津波から陸前高田の町を守ってきた約7万本の高田松原のうち、奇跡
的に残った1本の松はその後海水によるダメージにより枯れた。樹齢
150年以上の松は現在、レプリカとして生まれ変わり現地に立っている。

※2 鉄板を曲げたり、たたいたりして成形すること。枝、葉、樹皮のすべてを
自動車の鉄板で製作。

※3 寄贈元：一般社団法人日本自動車工業会。
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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。2013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、1964年から就業時間中の献血（日本赤十字社）を開始し、2013年に50
周年を迎えました。2013年度は約2,370名（累計約89,760名）が協力しました。その
他、地域の防災協力、地域経済団体への出資・人材派遣などに取り組みました。
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三次事業所
松浦 正法
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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。
2013年度実績

■ 小中学生を中心に約320名の見学を受け入れ。
■ 地域の高校生など6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 環境  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会社ととも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。
2013年度実績
三次市のマツダグループ会社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、風船・
お菓子の配布）。

■   5月 ： 鵜飼乗船場の一斉清掃に約70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 ： 「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。
■ 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100名が参加。
■   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）。
■   3月 ： 尾関山公園の一斉清掃に約60名が参加（三次さくら祭の開催に合わせ、三

次市内の企業・団体が集まり合同で実施）。
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三次事業所（広島県）

a

b

c

a エンジン工場でのインターンシップ受け入れ

b SKYACTIV技術やデミオEVを紹介

c 尾関山公園を清掃し観光客を迎える準備
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防府工場
岡崎 公平
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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、地域ととも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。

■ 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 ： 山口県が実施する利水企業による「企業との協働による水源の森づくり」
の趣旨に賛同し、2005年からボランティアとして森林保全活動に参加しています。また、
防府市の「ふれあいの森づくり事業」の趣旨に賛同し、佐波川流域森づくりの会主催の「佐
波川流域大平山ふれあいの森づくり」に2013年からボランティアとして下刈りや植樹
などの活動に参加しています。
2013年度実績

■ 12月、間伐作業ボランティアとして、「水源の森づくり」に有志が参加。
■   3月、下刈り・植林ボランティアとして、「佐波川流域大平山ふれあいの森づくり」

に有志が参加。

■ 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工場が稼働した1982年以来、約51万6千
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。
2013年度実績
小中学生を中心に約8,000名のお客さまを受け入れ。

■ 第32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。
2013年度実績
9月に防府市陸上競技場ほかにて、山口県内20チーム（防府市内13チーム）と県外4チー
ムの合計24チーム、約300名の選手が参加。

防府工場（山口県）

a

b

c

a 水源の森づくり活動の様子

b ふれあいの森づくりに参加した皆さま

c 小学校の社会科見学

d マツダ招待少年サッカー大会開会式

d
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■ 出張講義・講演会・研修受け入れ・インターンシップ受け入れ 人材  地域

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。
2013年度実績

■ 中学校、高校、高等専門学校、大学、計13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7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。

■ 「船積み見学会」を開催 人材  地域

目的 ： 小中学生の学習支援をする。
取り組み ： 小中学生の夏休みを利用した「船積み見学会」（2013年〜）を、小中学生と
その保護者を対象に実施しています。
2013年度実績
9月に初めて、防府工場近隣の中関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4年生から中学生とその保護者約40名が参加。

■ 第21回愛情防府フリーマーケットへ参加 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」※2の代表的なイベントで、企業や商工会議所、行政、商店街
が一体となって開催しています。防府工場は、愛情防府運動推進企業の事務局として、
企画・運営に参加するほか、協力企業と合同でマツダブースを出展しています。
2013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ほか、
次年度のフリーマーケット運営資金として活用。

■ 「第21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。
2013年度実績
山口県内外から105チーム出場。子どもから大人まで約1,050名が参加（2013年度
のコースは8区間・約13km）。

g

f

e

e 職業体験

f 大型自動車専用船（船積み見学会）

g 白熱した値段交渉もバザーの醍醐味

※1 モノ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。

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

h 多数の応援者の声援を受けてスタートする選手たち

h
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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 環境  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。
2013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10名が参加（駐車場の誘導係）。
■ 6月:山口維新百年記念公園周辺清掃に従業員およびOB約130名が参加。
■ 7月:防府港まつり第16回カッターレース大会に9チームが参加。
■ 7月:第46回防府総おどり大会に、約120名が参加。
■   11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200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120名が裸坊とし

て参加。
■ 12月:防府商店街の餅つきに、約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9回鍋-1グランプリに、約10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生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3.33kmの周回路を持つ施設の特徴を生かし、山口県警察の運転技
量向上訓練時や、行政などが主催、後援する駅伝大会ほかのイベントに会場を提供し
ています。
2013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110名が参加。
■   美祢市駅伝競走大会実行委員会ほか主催「第6回美祢市駅伝競走大会」:小学生

から一般まで、6コース78チーム・約600名のランナーが参加（応援者を含めた来
場者は、約2,000名）。
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j

i

i 山口維新百年記念公園周辺清掃に参加

j 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

美祢自動車試験場（山口県）

a

b

a 山口県警察の運転技量向上訓練に協力

b 第一走者の小学生が勢いよくスタート
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c MRYのビオトープでトンボの飛来調査

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

東京総務グループ
佐藤 陽子
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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、連携の効果が表れ始めています。

■ 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。
2013年度実績

■   7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月の横浜市民を対象としたツアー(主催:横浜市、参加者:市民団体メンバー含
む約40名)にて、実際にビオトープや構内緑地を見学いただき、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。

■ マツダR&Dセンター横浜の見学受け入れ 人材  地域

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いて、課外授業や社会科学習支援の一環として
1987年の開設以来、見学受け入れを行っています。
2013年度実績

■ 6月:地域の児童約10名の見学を受け入れ。
■ 1月:課外授業の一環として、地域の大学生約20名の見学を受け入れ。

東京本社、マツダR&Dセンター横浜（東京都、神奈川県）

※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などが分かってきました（トンボでつなぐ京
浜の森ｰ10年の記録ｰ2013年3月）。

d 水素REレンジエクステンダーEVの見学

＊ トンボは調査後リリース
されます。

c

d
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京浜の森ロゴマーク
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■ クルマを通じて子どもたちと交流 地域
  （オープンカーと遊ぼう！2013／サンタが街にやってきた！2013）
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19の企業・団体と協働で運営している「サンタプロジェクト」
に毎年参加しています。
2013年度実績

■   11月開催の「オープンカーと遊ぼう！ 2013」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およびマツダ車オーナー
を含め総勢約500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て、そ
れぞれの企業・団体が工夫を凝らして活動。マツダチームはクリスマス仕様に装飾
したロードスター、デミオ、CX-5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まが同乗し、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6カ所を訪問し、プレ
ゼントの手渡しや、音楽演奏、ゲームなどをして交流。

■ 第27回、28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を提供するとともに、マツダ従業員ボランティアがブースを出展しています。
2013年度実績
4月と10月に「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400名（従
業員ボランティア：約30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
益は、東日本大震災義援金として日本赤十字社へ寄付および慈善活動費用として
活用）。

■ 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。
2013年度実績
3月に第9回定期合同防災訓練を実施。消火器の取り扱い、応急手当、AED※2操作を
習得（約150名参加）。
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※1 防災拠点へ避難するまでの一時避難場所としてMRY施設を提供。
※2 AED（自動体外式除細動器）:血液を流す機能を突然失った心臓に電

気ショックを与え、正常な動きに戻すための医療機器。

f MRYを会場にしたフリーマーケット
マツダブースではマツダグッズも出品

e 参加者全員がサンタクロースやトナカイに扮して
集合写真

g 人工呼吸応急処置方法の習得

e

f

g
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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生かした活動を継続的に行っています。

■ 第25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。
2013年度実績
2月に交流イベントを開催。好天に恵まれて約400名の町民の方々が来場。

■ 雪上での催し（ジムカーナ大会、ソリレース、おもちゃ釣りなど）。
■ 広島名物かき鍋やお好み焼きの無料提供。
■ ビンゴ大会の実施。「ビンゴ」の方には、広島の名産物などをプレゼント。

北海道剣淵試験場（北海道）

h

h 子どもたちに大人気のおもちゃ釣り
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■ 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。
2013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。
その他、留学生の奨学金支援や、エコキャップの収集、清掃などを実施。

■ 小中学生の社会見学（マツダロジスティクス（株）） 環境  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。
2013年度実績
中学生を対象に港湾施設の見学会を実施し、約65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。

■ 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。　
2013年度実績
広島市などの社会福祉協議会を通じて、11施設へ22台のパソコンを寄贈（2011年
から継続実施、累計45台寄贈）。
その他、福祉団体支援のため、社内で収集した使用済み切手寄贈活動を継続(約1,100
枚)。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。
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グループ会社

a

b

c

d

a 中学生の職場体験

b 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

c パソコンの目録贈呈

d 地域清掃活動
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■ 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、ペットボトルキャップ、
プルタブなど、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。　
2013年度実績
本社および支社でリサイクル品の収集を実施。
その他、支社周辺の道路、歩道の清掃の実施。

■ 障がい者への支援（倉敷化工（株）） 地域

目的 ： 障がい者一人ひとりの社会的自立を目指した取り組みを支援する。
取り組み／2013年度実績
自動車部品製造販売を行う倉敷化工では、障がい者の社会的な自立を理念として設
立された重度障害者多数雇用事業所から、倉敷化工で使用する部品を積極的に購入
しています。

■ 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） 人材  地域

目的 ： 地域に在住する外国人と地域社会の交流促進を推進する。
取り組み ： 自動車部品製造販売を行う日本クライメイトシステムズ（JCS）は、国際交流
を目的とする「東広島市国際交流フットサルリーグ」を設立当初から支援し、外国人従
業員でチームを編成して参加しています。さらに、JCSが会長および事務局を務める「東
広島マツダ会」(東広島市の各企業集合)として、資金協力をはじめとする運営協賛を行っ
ています。
2013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、中学生対象の職場体験受け入れ、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）） 環境  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。 
2013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、毎年開催される吉賀教育委員会主催「よしか・夢・花・マラソン」の支援、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。

99

h よしか・夢・花・マラソン開催（ヨシワ工業協賛）

g 国際交流フットサルリーグ

f 障がい者への支援

e ペットボトルキャップの収集

e

f

g

h

※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。
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■ AEDを地域のために供用（（株）マツダプロセシング中国） 環境  地域

目的 ： AED※1を設置し、地域の非常時に開放する。
取り組み ： 納車点検・架装を行うマツダプロセシング中国は、2008年にAEDを設置
し公共用として使用できるよう消防への登録を行っています。定期的にAEDの使用講
習を実施し、地域の非常時に即時に協力できるよう備えています。
2013年度実績
AEDの設置を継続し、10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。

■ 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／2013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、東北マツダ、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、島根マツダ、岡山
マツダ、山口マツダ、南九州マツダ、沖縄マツダ販売、マツダ中販）。

■   エコキャップ、書き損じはがき、プリペイドカード、古切手を収集し、環境および発
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、北陸マツダ、京滋マツダ、関西マツダ、奈良マツダ、九州
マツダ、南九州マツダ）。

■ 「ふじの森」森つくり活動へ参加し、森の遊歩道周辺の除伐に協力（岡山マツダ）。

■ 交通安全の啓発、交通遺児の支援 安全  人材  地域

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／2013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、
関東マツダ、東海マツダ販売、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
ドレールなどの美化を実施（岡山マツダ）。

■ 2013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）。
■   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（アイドリングストップ機構「i-stop」搭載車両

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）。

■   警察署立ち会いのもと、地域の商工組合の街頭調査として実施された整備不良
車への注意指導に協力（関東マツダ）。

i

※1 AED（自動体外式除細動器）：血液を流す機能を突然失った心臓に電
気ショックを与え、正常な動きに戻すための医療機器。

i 社内防災訓練でAEDの操作を確認

販売会社
j 地域清掃

k 遊歩道周辺の除伐

l 地域のカーブミラー清掃

j

k

l
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■ 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、働くことの素晴らしさについて考えてもらう。
取り組み／2013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、接客など） （北海道マツダ販売、函館マツダ、青森
マツダ自動車、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、島根マツダ、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）。
■ 整備士資格習得のための奨学金制度を設置（北海道マツダ販売）。
■ 地域の各種講習会に講師派遣（東京マツダ販売）。
■   小学生を対象に、「クルマの形と空気のひみつ」をテーマとした環境教育を実施（東

京マツダ販売、静岡マツダ）（P86参照）。
■   地域の高校の総合学習の授業に講師派遣（「卒業生と語る会」）。進路選択の参考

となる講話を提供（北陸マツダ）。

■ 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／2013年度実績

■ 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)。
■ 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およびスポー

ツ大会の支援（東北マツダ、関東マツダ、島根マツダ、岡山マツダ、山口マツダ）。
■ 2月、「第32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）。
■   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、寄付、車両提供（東北マツダ、京滋マツダ、

神戸マツダ、西四国マツダ）。
■ 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社に寄付（北関東マツダ）。
■ 山口県豪雨による被災地復興支援活動（山口マツダ）。
■ JAF主催「エコドライブ」講習会へ車両提供（甲信マツダ）。
■   地域イベントへの協賛、参加、寄付、駐車場などの施設開放を実施（函館マツダ、

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、山口
マツダ、九州マツダ、南九州マツダ、沖縄マツダ販売）。

m 環境教育「クルマの形と空気のひみつ」

※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。

m
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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、世界の人々がとも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、2014年度
に30周年を迎えます。2014年3月31日までの助成総額は、14億7,780万円（2013
年度は、4,600 万円を助成）。

■ 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生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。
2013年度実績

■ 研究助成:科学技術の発展に寄与する優れた25件の研究に総額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5回の「ジュニア科学塾」、高校生を対

象に2講座の「科学塾研究室」、小中高生を対象（主対象は中学生）に年1回の「サ
イエンスレクチャー」を実施。

マツダ財団 n 科学わくわくプロジェクト「ジュニア科学塾」の講義風景

n

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



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

103

■ 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。

■   スタートラインプロジェクト:2013年から、青少年をめぐる社会的課題への取り組
みとして新たに開始したプロジェクト。広島県内で唯一の子どもシェルター（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連携し、被虐待
児などの成長や、それを支えるスタッフの能力開発、広報活動の充実を支援する事
業を開始。

■ 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、地域の皆さまととも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。

2013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400万円を助成。
■   市民活動支援:青少年の健全育成に寄与する優れた31件の活動に総額800万円

を支援（東日本大震災復興支援活動4件を含む）。
■   感動塾・みちくさ:小学生のための体験活動「ふしぎ 発見 感動体験〜風とエネルギー

〜」、「生きもの大好き」、「塩の不思議」を実施（約140名参加）。
■   スタートラインプロジェクト:広島県内の大学生などに対してボランティアスタッフ

養成講座を年8回実施（約20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 ボランティア論 Ⅰ 」を実施（約30名が修了）。
■   講演会：作家・エッセイストの阿川佐和子氏を招き、「聞く力」をテーマに、広島国際

会議場で開催（約1,500名が聴講）。

r 「単位互換 ボランティア論　Ⅰ」

s 阿川佐和子氏講演会 「聞く力」

o 市民活動支援贈呈式

p 市民活動団体を対象とした交流会

q 感動塾・みちくさ　水生昆虫の採集

p

q

r

s

o

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



MNAOの社会貢献活動推進者

社長 ジェームズ・オサリバン
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マツダノースアメリカンオペレーションズ（MNAO・カリフォルニア州オレンジカウンティ）
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。

■ 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 ： MNAOは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･ライトは毎年十代の若者から、運転中にスマートフォン
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募集して
います。また、マツダ・モータースポーツ※2に関わる若いレーサーたちが、若者たちに運
転中の携帯操作の危険について啓発しています。
2013年度実績
世界青少年交通安全月間の一環として、米国運輸省（DOT）、マツダ・モータースポー
ツ、広告協議会、青少年の安全を守る全国組織であるNational Organizations for 
Youth Safety (NOYS)は、プロジェクト・イエロー・ライト第2回スカラシップ・コンテス
トの受賞者として高校生と大学生6名を発表し奨学金を授与しました。最優秀賞を獲
得したビデオは、公共広告として放映するため広告協議会により米国各地の1,500を
超えるテレビ局から成るネットワークに配信されました。また、レーサーたちはレース開
催場所の大学や高校で、若者たちに対する啓発活動を行いました。

■ さまざまな慈善活動への支援 地域

目的 ： 全米各地の慈善団体および地元カリフォルニア州オレンジカウンティで地域社
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。
2013年度実績

■   MNAO従業員有志がセカンド・ハーベスト・フードバンクの施設訪問をしました。同フー
ドバンクは、オレンジカウンティの470を超える地域にある、340を上回る慈善団
体へ食料品を提供しています。従業員たちは集められた食品やその他用品パッケー
ジを仕分けする作業を手伝いました。

■   MNAO従業員有志がロナルド・マクドナルド・ハウスを訪問しました。同ハウスは重
篤な病や手術のために入院している子どもの親のための宿泊施設です。従業員た
ちは建物のメンテナンスを行いました。

■   MNAOは、慈善福祉団体であるユナイテッド・ウェイへの派遣など、従業員のボランティ
ア活動を積極的に支援しました。ユナイテッド・ウェイとマツダとの協力による募金キャ
ンペーンであるドライブ・ユナイテッドを通して、夏の数カ月間、募金活動を行いま
した。ディーラー、サプライヤー、パートナー企業も直接寄付金を提供したり、項目
別寄付を行なったりしてキャンペーンに参加しました。

米国

海外の主な取り組み

※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 レーサーによる十代を対象としたプレゼンテーション

a
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■ マツダ・ドライブ・フォー・グッド・キャンペーンを通じた寄付 地域

目的 ： さまざまな慈善団体の活動を支援する。
取り組み ： MNAOは、販売台数に応じた社会貢献キャンペーン“マツダ・ドライブ・フォー・
グッド”を実施しました。
2013年度実績
MNAOはマツダ・ドライブ・フォー・グッド・キャンペーン中、マツダの新車が1台売れる度に、
セント・ジュード・チルドレンズ・リサーチ病院、米国赤十字社、米国心臓協会、MFUS と
いう4つの全国的な慈善団体、および32の地域的な慈善団体のうちの1つに100ドル
を寄付しました（どの慈善団体に寄付するかは購入者が選択）。また、このキャンペーン中、
クルマのテストドライブが行われるごとに、米国各地のMNAOやディーラーの従業員
が1時間の奉仕活動を行うというユニークな形の社会貢献を併せて行い、その時間数
は総計で56,435時間となりました。

■ アーバイン警察協会への寄付 地域

目的 ： アーバイン警察協会の活動を支援する。
取り組み ： MNAOは、MNAOが立地するアーバイン市の警察協会を支援しています。
同協会はアーバイン警察署の正規警察官と巡査部長から成る職員団体で、MNAOの
支援活動はアーバイン市が過去8年間にわたり、「米国で最も安全な都市」と呼ばれて
いる実績に貢献していると考えられます。
2013年度実績
MNAOは、毎年ワシントンD.C.で行われる殉職警察官を追悼するための警察週間の
式典にアーバイン警察協会員が、家族同伴で出席できるよう寄付を行いました。 

■ 米国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 地域

目的 ： C.O.P.S.のための活動を支援する。
取り組み／2013年度実績 
MNAOは、殉職により愛する家族を喪った人たちをケアし、立ち直ることができるよう
にするための支援金としてC.O.P.S.に寄付を行いました。C.O.P.S.に寄付を行うことによっ
て、地域社会の警察官ならびに殉職警察官の家族を支援しています。1984年に設立
されたC.O.P.S.は米国の殉職警察官の家族に寄り添い、その心を癒し、家族が新たな
一歩を踏み出すことができるように支援しています。

■ 災害復旧を支援 地域

目的 ： 自然災害の被災者のための復旧救援活動を支援する。
取り組み ： MNAOは災害援助活動を行うさまざまな団体を支援しています。
2013年度実績

■   MNAOは、2013年9月のコロラド洪水では復旧のために米国赤十字社と動物保
護団体であるヒューメイン・ソサエティ・オブ・ボルダーバレー（HSBV）に寄付を行い
ました。HSBVは、ペットと人の健全な関係を促すことで、ペットの命を守り、ペット
がより良い扱いを受けることができるようにするための活動を行っています。

■   MNAOは2013年5月のムーア竜巻（オクラホマ州で発生）※1、2013年11月の
台風30号の災害救援活動を支援するため、米国赤十字社への寄付を行いました。

b ドライブ・フォー・グッド・キャンペーン

b

※1 ムーア竜巻への支援はマツダ財団USAと協働実施。
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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
化交流の取り組みへの助成を行っています。1992年以来、800万ドルを超える支援を
行っています（2013年度は約387,000ドルを助成）。

■ 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、米国の学生自然保護団体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。
2013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。
MFUSはまた、学生自然保護協会（SCA）がスポンサーとなる退役軍人の教育訓練プ
ログラム「ベテランズファイヤーコープス（VFC）」を新たに支援しました。このイニシア
チブは国有地を火災から守るための消防士として退役軍人に仕事復帰の機会を提供
するものです。

マツダ財団USA

c VFCへの支援

c

※1 2012年10月〜2013年9月。
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■ 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。
2013年度実績※1

MFUSは下記の活動を支援してきました。
■   全米フードバンク

MFUSは、オレンジカウンティのセカンド・ハーベスト・フードバンク、北イリノイ州フー
ドバンク（NIFB）、デトロイト近郊のグリーナーズ・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、サマセット郡フードバンク・ネットワークにそれぞ
れ寄付を行いました。

■   ミッション・ホスピタル
MFUSは、ミッション・ホスピタルに寄付を行いました。ミッション・ホスピタルは心
のこもったケアの提供と健康増進を促し、より健康な地域社会を創出することを使
命としています。

■   プロジェクト・アクセス
「プロジェクト・アクセス」は、子どもたちを対象として、放課後の個別指導／宿題支
援、コンピューターとインターネットの指導と実際の利用、教育ゲーム、読書会なら
びに生産的な情操教育などの活動を行っています。MFUSからの寄付金は文房具、
学習費用、設備の更新に充てられます。

■   シューズ・ザット・フィット
シューズ・ザット・フィットは、経済的に困窮している家庭の子どもたちに新しい靴や
衣類を支援し、彼らの自尊心の確立を促しています。MFUSは南カリフォルニアで
の活動を支援し、累計3万人以上の子どもたちへの新しい靴と衣類の提供に貢献
しました。

■   ローゼンバーグ・リッチモンド・ヘルピング・ハンズ 
生活に必要なものを短期間提供することにより、困っている人を支援する非営利
組織として1985年に設立されたローゼンバーグ・リッチモンド・ヘルピング・ハンズ
を支援しました。

■ オレンジウッド・チルドレン・アンド・ファミリー・センター（旧称オレンジウッド・チルドレ
ンズ・ホーム）
福祉施設にいる子どもたちとその家族を支援するオレンジウッド・チルドレン・アンド・ファ
ミリー・センターはMFUSの支援により、情操教育活動、マンツーマンの支援、生活
に必要なスキルを教えるワークショップなどを行いました。

※1 2012年10月〜2013年9月。

d フードバンクに対する支援

e プロジェクト・アクセス
d

e
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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、少数民族の学生、自動車工学に興味のある学生のための活動を
行っているさまざまな組織との提携関係を維持しています。
2013年度実績※1

■   MFUSの支援金により、ヒスパニック奨学基金（HSF）からカリフォルニア大学アー
バイン校、カリフォルニア州立大学フラトン校、カルフォルニア州の4校のコミュニティ
カレッジに通っているラテン系の学生に授業料のための奨学金が与えられました。
1998年以来、MFUSは231名の学生に大学奨学金を提供しました。

■   ディラード大学への寄付金はこの大学のビジネスカレッジで学ぶ12名の学生に奨学
金として与えられました。1998年からMFUSは、ルイジアナ州ニューオリンズの中心に
ある私立の教養大学で、HBCU※2の1つであるディラード大学と提携しています。

■   MFUSは、自動車研究だけでなく、輸送や最新の製造分野にも焦点を当てた米南
東部の先進的教育プログラム「クレムゾン大学国際自動車研究センター（CU-ICAR）」
を支援しています。MFUSはCU-ICARとマツダによる大学院生奨学金年次プロ
グラムに寄付を行い、その寄付金はクレムゾン大学で自動車工学を専攻している
3名の大学院生の奨学金に充てられました。

■ 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。29年間で延べ282名の生徒
が参加しました。
2013年度実績※1

MFUSとマツダカナダ（MCI）の支援を受けた8名の高校生(米国6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見学や塗装工場での体験を行いました。自ら作成した塗装プレー
トを記念品としました。

■ オペレーション・リバウンド・プログラムを支援 地域  財団

目的 ： 負傷を克服し、積極的なライフスタイルを続けようとする退役軍人を支援する。
取り組み ： MFUSは2011年から、身体的な挑戦を続け、スポーツを行い続ける障が
い者を支援する世界的なリーダー組織である障がい者アスリート財団（CAF）を支援し
ています。 
2013年度実績※1

MFUSの助成金は、補装具や指導、トレーニング、競技会参加費用などに充てられました。

■ 竜巻災害のための寄付 地域  財団

（P105参照）。

※1 2012年10月〜2013年9月。
※2 歴史的黒人大学（HBCU）。

f マツダ／YFUサマーアクティビティ

f
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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。募金活動のほか、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。
2013年度実績

■   MCIの全従業員は2004年来、「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」のために一年を通じて寄付を集めています。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のた
めの寄付金を集めました。

■   5月、MCI従業員18名が2年連続で、がんなどと戦う子どもたちのためのマラソ
ン大会「スポーティング・ライフ・10キロ・トロント」に参加しました。さまざまな募
金活動を通じて、小児がんと戦う子どもが「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、小児がんなど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。

■   10月と12月、MCI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」に寄付しました。感謝祭とクリスマス前に、恵まれない人々に
配付されました。食料品の寄付に加えて、「サイレント・オークション」を開催し、収
益をこの団体に寄付しました。

■   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、最も立派な口ひげを決めるコンテス
トを催して資金を集めました。

■   2月、MCI従業員チームは冬季屋内「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。

■ 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。
2013年度実績
MCIは、ナショナルチームへの財政的支援の提供に加えて選手育成活動に使用する5
台の車両（Mazda3、CX-9）を貸与しました。

■ カナダ・スノーボード・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、ナショナルチームの選手育成活動の一環として、カナダ・スノーボー
ド・チームの企業スポンサーを2012年から務めています。
2013年度実績
MCIは、ナショナルチームに対する年間スポンサーシップ契約に加え、選手育成活動に
使用する2台の車両（CX-5、CX-9）を貸与しました。また、MCIが2013〜2014年シー
ズンのスポンサーを務める2名のプロ選手それぞれに、Mazda3を1台ずつ提供しました。

カナダ 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

g がんなどと戦う子どもたちのためのマラソン大会—
スポーティング・ライフ10キロ・トロント

g
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広報部　アシスタントマネージャー
ダビ　エルナンデス　ルメス
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■ 自然災害被災者救援 地域

目的 ： 自然災害の被災者への復興および救援活動の支援
取り組み ： MCIは、災害の度に寄付を行い、カナダ赤十字社を支援しました。
2013年度実績
6月20日、アルバータ州カルガリーは壊滅的な洪水に見舞われました。MCI従業員は、
アルバータ洪水の被災地域のためにカナダ赤十字社に対し寄付を行いました。
11月8日、台風ヨランダ（北米では台風ハイエン）がフィリピンを襲いました。MCI従業
員は救援金を集め、カナダ赤十字社を通じて寄付を行いました。

2014年1月に生産を開始したメキシコの新会社マツダデメヒコビークルオペレーショ
ン（MMVO）は、地元政府および環境保護局と連携した環境保護活動のほか、良き企
業市民としての活動に積極的に取り組んでいます。

■ 渡り鳥の生息環境保護を推進 環境  地域

目的 ： 渡り鳥が生息出来る自然環境および景観を提供する。
取り組み ： メキシコでは近年の工業化に伴い、水辺や森林、畑といった動物の生息環
境が徐々に減ってきていることから、MMVOでは、渡り鳥の生息環境を提供するため、
工場内に調整池を設けるなど、自然環境保護に積極的に参加し、渡り鳥が飛来、生育
できる環境の保護を支援しています。
2013年度実績
より自然に近い水辺を演出するため、周囲に盛土を行った調整池を工場内に設置しました。

■ 敷地周辺の環境保護を推進 環境  地域

目的 ： 地元政府・環境保護局と連携し企業市民として敷地周辺の環境保全に寄与する。
取り組み ： MMVOが利用する河川は地域住民と共有されていることから、排水路を
良好な状態に保つため、工場敷地周辺の排水路の維持管理活動に積極的に参画し、
地域社会へ貢献しています。また、希少木メスキーテの積極的保護にも取り組んでいます。
敷地周辺の環境保護のみならず良き企業市民としての社会的責任を果たし地域との
良好な関係構築につなげています。
2013年度実績
7月に敷地周辺の排水路清掃活動を実施し、維持・管理を行いました。排水路周辺の
草刈りに加え、排水路底部の泥の除去も実施しています。従来は河川管理組合が３年
に１回の清掃を行っていましたが、清掃頻度を年１回にしてMMVOが清掃活動に参加
し周辺地域の治水環境維持に貢献しています。

■ 車両組立工場見学受け入れ 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 ： MMVOでは、地域の児童・生徒に自動車産業への関心を持ってもらえるよう、
ショールームとミュージアムおよび車両組み立て工場の生産ライン見学を受け入れています。
2013年度実績
4 月に 2 回の 工 場 見 学ツアーを実 施し、Centro de Estudios Tecnicos 
Industriales y de Servicios校（CETIS）の生徒と教員約90名が参加しました。
MMVOは、生徒を対象に5S※1についての講義を開催、5Sシステムについて、また
MMVOでどのように実施されているかについての説明を行いました。

メキシコ

h

i

j

h 調整池

i 排水路清掃状況

※1 5Sとは、整理、整頓、清掃、清潔、しつけを表す。

j 5Sについての講義
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■ 自然災害被災者救援 地域

目的 ： 自然災害の被災者への復興および救援活動の支援
取り組み ： MMVOは、自然災害に見舞われた地域を支援しました。
2013年度実績
MMVOは、9月にゲレーロ州を襲った暴風雨の被災者のために食料や衛生製品など
の物資を集めるキャンペーンに参加しました。国家移民局とメキシコ赤十字社を通じて、
従業員からの約400品目、サプライヤーからの約50品目を支援物資としてゲレーロ州
に届けました。

■ 地域社会への寄付 地域

目的 ： MMVOの所在地、グアナファト州サラマンカ市の地域社会のニーズを支援する。
取り組み ： MMVOは、サラマンカ市の活動を支援しています。
2013年度実績

■   MMVOは、サラマンカ市内で行われる建設工事で役立ててもらえるよう、社内で
不要となった安全用具を同市に寄付しました(ヘルメット300個、ベスト90着、安全
靴40足)。

■   MMVOは、地元で開催されたセルバンティーノ国際フェスティバルを支援するた
め商工会議所へ寄付しました。日墨関係の記念年※1に開催されるフェスティバル
を支援することにより、メキシコにおける日本文化の普及に貢献しました。

■   MMVOは、サラマンカ市に対し、近郊のサン・ビセンテ村の公道4カ所の修理に充
てるための寄付を行いました。

k

l

k 支援物資の寄付

l 安全用具の寄付

※1 支倉使節団訪墨400周年記念：日墨交流年。2013年および2014年
は日本がメキシコに派遣した最初の外交通商使節団の日本出発およ
びメキシコ到着400年にあたる記念年。 

TOPICS   メキシコ・アギラ・アステカ勲章を受章

山内孝社長（当時）は、メキシコ合衆国(以下、メキシコ)政府
が外国籍の人物に授与する最高栄誉の勲章である「アギラ・
アステカ勲章」を受章しました。2013年4月、叙勲セレモニー
が在日メキシコ大使館(東京都千代田区)にて執り行われ、
山内社長がメキシコのエンリケ・ペニャ・ニエト大統領から拝
受しました。山内社長は「マツダは、工場の周辺地域の方々
との交流を通じて、メキシコにおいて良き企業市民になるこ
とをお約束します。引き続き、メキシコと日本の両国の経済
発展や友好親善のお役に立てるよう、一層の努力をしてまいります。」と述べました。
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MMEの社会貢献活動推進者

コミュニケーション部門
アセットクリエーション・
コーディネーター
フェリーデ・イゼニ
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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GmbH（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、モビリティの向上を含め
て子どもたちの支援に注力しています。欧州の物流統括拠点であるマツダモーターロ
ジスティクスヨーロッパN.V.（MLE ： ベルギー ウィルブローク）や、MMEのR&Dセンター

（MRE ： ドイツ オーバーウァゼル）もこの活動に参画しています。

■ 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。
2013年度実績
欧州全体 マツダモーターヨーロッパGmbH（MME）

■   MMEの従業員は、クリスマスカードやグリーティングカードを販売し、従業員食
堂に募金箱を設置し、SOSチルドレンズ・ヴィレッジの活動を支援しました。5月に
MMEは、従業員向けに在庫処分セールを開催しました。このセールでは、不要と
なった古いPRグッズを販売し、ルーマニアのSOSチルドレンズ・ヴィレッジを支援す
るための資金を集めました。同様の活動を行っているヨーロッパの2拠点（MLEと
MRE）で集めた寄付金と合わせて、最終的にこれまでにない金額を達成すること
ができました。誰もが楽しみながら、役立たせることができる寄付金を集めること
ができました。

■   2月と3月に、MMEの従業員約50名が、SOSチルドレンズ・ヴィレッジがデュッセル
ドルフ・ガラートで運営する幼稚園の塗装作業を手伝いました。幼稚園の建物は改
装が必要で、MMEは塗料を寄贈しただけでなく、塗装作業を行うボランティアも
派遣しました。幼稚園の部屋の一つひとつを10日間かけて塗り替え、子どもたちは、
MME従業員が部屋を塗り替えるところを楽しそうに見ていました。従業員チームは、
幼稚園のまわりの花壇の手入れも手伝いました。

ドイツ マツダモータース（ドイツランド）GmbH（MMD）
■   2014年夏にデュッセルドルフ・ガラートに開園する新しいSOSチルドレンズ・ヴィレッジ・

ハウスに、キッチンを寄贈するとともに、5名の子どもをケアしている新しいファミリー
にMazda5の新車1台を寄贈しました。デュッセルドルフのSOSチルドレンズ・ヴィレッ
ジとの連携は3年前に始まり、相互の信頼関係を築いています。

■   女子生徒に技術職に興味を持ってもらうためにドイツ全土で開催される「ガール
ズデー」を支援しました。3月の「ガールズデー」にMazda5の引き渡しセレモニー
が行われた際、MMDの近隣地域の約10名がMMDを訪れ、技術説明会に参加し
ました。エンジンやギアボックスが動く仕組みについて説明し、将来技術職を進路
として選んでもらえるように呼びかけました。毎年、技術部門や技術訓練施設の
ある技術関連会社や、大学、研究機関が女子生徒向けのオープンデーを開催する
よう要請されています。

欧州

b

a

c

b MME塗装クルー2014

a 在庫処分後のMMEからの寄付

c MMD SOSにMazda5を寄贈
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オーストリア マツダオーストリアGmbH（MAG）
■   6年間にわたり支援を続けているモースブルクのSOSチルドレンズ・ヴィレッジの2

施設への支援を行いました。6月、MAGの従業員は、モースブルクのSOSチルドレ
ンズ・ヴィレッジのガーデニングを手伝いました。また、MAGがスポンサーとなって
いる施設の子どもたちにクリスマスプレゼントを贈りました。さらに、MAGの従業
員は、毎年行われる夏祭りを支援しています。「デザイン・ワークショップ」では、「創
造的になろう！クルマに色を塗ろう！」をモットーに、子どもたちは楽しみながら、自分
らしさを表現し、自分だけのMazda2をデザインしました。

■   MAGは、2011年より4台のMazda2を貸与し、SOSチルドレンズ・ヴィレッジの
MoFa（移動家族支援プログラム）を支援しています。

ポルトガル マツダモーターポルトガルLda.（MMP）
■   移動時の利便性を高めるため2台のMazda3を6カ月間貸与することにより、SOS

チルドレンズ・ヴィレッジの支援を継続しています（2年前からの貸与更新）。

スペイン マツダオートモービルズエスパーニャ,S.A.（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。

■   寄付金を提供したほか、子どもたちの学校送迎のため、Mazda5を2台、1年間貸
与しました（2年前からの貸与更新）。

■   工業科の学生たちにエンジン1台を寄贈。SOSチルドレンズ・ヴィレッジに、会社で
使用していた中古のコンピューターと電話機を寄贈。MAEは、工業科の学生たちと、
アフターサービス部門の従業員との会議を開催しました。また、マドリードのマツダ
ディーラーでの学生インターンシップをアレンジしました。

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維持費（水道、電気、ガスの年間

経費など）を支援しました。
■   2月、MMCは、ヴィレッジ内の学校の子どもたちを招待し、クロアチアでトップクラ

スの折り紙名人による、2時間にわたる折り紙教室を開催しました。子どもたちは、
折り紙を楽しみ、日本文化に大いに関心を抱いていました。 g

f

e

d

※1 このキャンペーンでは、100万件の寄付を行うことを目指しています。
マツダの車が1台売れるたびに、マツダが1件の寄付（1回のキス）を
行うもの。このキャンペーン名は、「besos（スペイン語で“キス”）」と
SOSをかけたもの。

d オーストリア　サマーパーティー

e ポルトガル　車両貸与

f スペイン　学生のマツダ訪問

g クロアチア　折り紙教室
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■ ノーベル平和賞受賞者世界サミットを支援（欧州全体） 人材  地域

目的 ： 世界をより良い場所にするための活動を支援する。
取り組み／2013年度実績
MMEは、2013年、自動車メーカー唯一の主要パートナーとして、ノーベル平和賞受賞
者世界サミット年次大会のスポンサーを務めました。また将来のリーダーたちのための
セッションを主催しました。マツダは、2013年10月21日〜23日にポーランドのワルシャ
ワで開催された第13回サミットの公式移動手段として、Mazda6とCX-5の車両を提
供しました。
また、「Mazda Make Thing Better Award」を創設しました。この賞は、マツダとレフ・
ワレサ研究所Civic Academyとの共同構想によるもので、若いながらも影響力を持
つ人々に、政策立案者に対しその考えを表明する機会を与えることが目的です。サミッ
トにおいて、120名以上がこの賞への提案を提出しました。
コンテストに優勝したフィンランドの学生が3月のジュネーブモーターショーでトロフィー
を授与されました。賞金はアフリカで銃による暴力を防ぐためのラジオキャンペーン用
の資金に使われます。

■ 国境を越えた人々の結びつき ： スイスでの能公演 地域

目的 ： 日瑞文化交流プログラムの一環として、能※1装束の展覧会を支援。
取り組み／2013年度実績
マツダはザンクト・ガレンのマツダディーラーとともに、3月から開催される能装束の展
覧会を支援しました（2015年3月まで開催）。2台の車両（CX-5、Mazda3）の展示、来
訪者への冊子配布も行いました。この活動により、多くの人々の異文化理解に貢献で
きました。

114

j

i

h

h 2013年世界サミット

i 2014年度ジュネーブモーターショーでの
「Mazda Make Things Better Award」授賞式

j CX-5の展示

※1 能は伝統的な日本の演劇形式です。
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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
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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。

■ 孤児院の支援 人材  地域

目的 ： モスクワ近郊にある孤児院を支援する。
取り組み ： MMRは従業員による資金集めのためのチャリティーイベントの開催を通じ
て孤児院を支援しています。
2013年度実績
MMRとその従業員は、マツダファンクラブ会員とともにモスクワから4時間離れたとこ
ろにある孤児院を年4回、週末に訪問しました。7月には、従業員とマツダファンクラブ
会員30名が訪問し、備品の修理や塀のペンキ塗りなどの運営支援を行ったり、子ども
たちと遊んだり、（自発的に集めた資金で）プレゼントを用意したりと、人々の役に立つ
活動に携わりました。

■ 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ほか）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、ディーラー､お客さま、MMRの従業員と協力して、病気の子ども
たちのために募金活動を行っています。
2013年度実績
4月、マツダの年次ディーラー会議に出席したすべてのディーラーおよびMMRの従業
員に対し、緊急支援を必要としている子どもを支援するための寄付活動への参加を勧
めました。集まった寄付金により、その子どもは必要な手術を受けることができ、元気に
なりました。

■ 高齢者ホーム支援 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などを送ったり、個人的な手
紙を送ったりして高齢者を支援しています。
2013年度実績
MMRの従業員は、活動内容が明確で専門性を持つチャリティ・ファンドを通じて1,000
枚以上のカードを作成し、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。

ロシア

k

m

l

n

k 「EN」のロゴマーク

n 高齢者支援

m 慈善団体への支援

l 備品修理などの従業員のボランティア活動
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室長
張

ジャン
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FMSCの
社会貢献活動推進者
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a

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」の育成と被災地支援などの社会貢献活動を行っています。
また、FMSCでは、従業員･マネジメント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経済面・精神面で支援する。
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、精神面でのサポートを行っています。
2013年度実績※1

四川省にある学校へ図書館設立資金と図書の贈呈を行い、7月に図書館が開館しました。
また、「マツダ麦苗クラス」1年生50名の子どもたちと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。

■ 自然災害救済支援 地域

目的 ： 2013年4月に四川省雅安市で起きた地震の被災地域での救援活動と復旧活
動を支援する。
取り組み／2013年度実績※1

MCOは、マツダとともに「上海市慈善基金会」を通じて、地震による被災者の救援と地
域の早期復興支援のための寄付を行いました。

■ 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、地震災害を受けた青海省の玉樹県に中古衣類の寄付活動を行っ
ています。
2013年度実績
11月に青海省玉樹県の子どもたちが温かく冬を過ごせるよう、FMSCは、FCCと協働
で全従業員から不要衣類の寄付を募る活動をスタートさせました。社内のみならず、
FCCや启明公司など、社外からも一般の方からの幅広い支援を得て、段ボール箱で合
計約50個分の衣類を集め寄付しました。中には、新品の手袋、厚手の靴下、洋服を購
入して協力する人々もいました。これらの衣類は、ＦＭＳＣの関係者による積極的な協
力と役割分担で効率よく梱包・発送され、子どもたちに届けられました。

中国

cb

a 上海市慈善基金会より贈呈された盾

b 中古衣類の箱詰めの様子

c 衣類の発送の様子

※1 2013年1月〜2013年12月。 
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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。

■ 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 ： 安全と健康に対する意識を高め、AATの方針を地域コミュニティに伝える。
取り組み ： AATの職業安全健康委員会は、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」を推進しています。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。
2013年度実績※1

学校での安全プロジェクト
■   チャンタブリー県Ban Khlong Mali Prawat Wittaya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（計約60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  地域

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。
2013年度実績※1

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。

■ 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に参加しています。
2013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。サプライヤー
とともにイベントを開催し、地域コミュニティを支援しました。

■   病気やけがを負った人のために、約1,600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

d 学校での安全プロジェクト

d

e インターンシップ・プログラム

e

f

f 献血運動に参加

※1 2013年1月〜2013年12月。 
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■ バーンラムン・アルムスホームへの支援 地域

目的 ： 身寄りのない高齢者や、家族に時間がなく世話をすることができない高齢者を
支援する。
取り組み ： AATは、設備や資金の寄付を通して、高齢者施設アルムスホームを支援し
ています。
2013年度実績※1

タイのナショナル・マザー・デーを機に、AATは家族と離れて施設で生活している高齢
者を精神的に励ますための新しい取り組みを始めました。この施設では、高齢者が快
適に過ごせるよう環境を改善するための資金を必要としており、これを支援するために
AATマネジメントの支援によるオークションを開催しました。オークションには誰でも
参加でき、多くのAAT従業員が関心を寄せ参加しました。オークションの収益金は全額、
チョンブリー県のアルムスホームに寄付されました。AATマネジメントと従業員の代表
が同アルムスホームを訪問し、寄付金を手渡しました。

■ タイの子どもたちへの支援 人材  地域

目的 ： タイ東北部の小学校を支援する。
取り組み／2013年度実績
MSTは、タイ東北部山岳民族の小学校の子どもたちを支援しました。MSTは、11月
にタイ東北部のチェンマイ〜チェンライで実施したメディア試乗会の機会に小学校
の子どもたちと交流の機会を設けました。文房具やスポーツ用品を寄贈し、校庭には
SKYACTIV技術にちなんで、スカイブルーの壁面に白い雲が描かれた水飲み場を建
設するなどの支援を行いました。

h 文房具およびスポーツ用品を寄贈

i 水飲み場を設置

ih

g バーンラムン アルムスホーム訪問

g

※1 2013年1月〜2013年12月。 
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PTMMIの社会貢献活動推進者

マーケティング・シニアマネージャー
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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。

■ 優秀な若手デザイナーへの支援 人材  地域

目的 ： 優秀な若手ファッションデザイナーへの支援
取り組み ： PTMMIは国際的な規模で実施されるファッションイベント、「ジャカルタ・ファッ
ション・ウィーク」に参加する優秀な若手デザイナーへの支援を開始しました。 
2013年度実績
PTMMIは3名の若手デザイナーが「魂

こ ど う
動-SOUL of MOTION」をモチーフとした衣装

を作ることを支援しました。彼らは10月に実施されたジャカルタ・ファッション・ウィーク
に参加し、それぞれのデザインを紹介しました。

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。 
2013年度実績

■   MAとサプライヤーから、約50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。

インドネシア

j

lk

j ジャカルタ・ファッション・ウィークでの作品発表

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

オーストラリア

k ランニングイベント「ラン・フォー・ザ・キッズ」

l 「ラン・フォー・ザ・キッズ」
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■ 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。
2013年度実績
地域のさまざまな慈善団体に寄付しました。

■ 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、オーストラリア・フットボールリーグの名門クラブ、「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。
2013年度実績
MAは、1999年に開始されたパートナーシップを2016年まで延長しました。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、1994年以来、「オーストラリア美術展（AEA）」のプレミアムスポン
サーとして協賛しています。また、10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。
2013年度実績

■   長期にわたり芸術支援を行う企業として、MAは、2013年にメルボルンで開催さ
れたマルモッタン・モネ美術館「モネの庭」展に協賛しました。MAは メルボルン冬
の芸術祭（MWM）など16回のAEAに協賛しました。協賛展示には360万名にお
よぶ観覧者がありました。

■   「オペラ・オーストラリア」に寄付し、メルボルンとシドニーの無料の野外公演に、そ
れぞれ約8,000名の観客が訪れました。シドニー湾岸で上演された新作オペラ「蝶々
夫人2014」の舞台では、日本人ソプラノ歌手が観客の大喝采を受けました。

■ 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／2013年度実績 
MAは、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州で2013年10月から11月にかけ
て起こった森林火災の被災者のために義援金を集め、オーストラリアのディーラーによ
る災害救済支援ネットワークが1年間に行った寄付と同額の寄付により社会福祉団体
を支援しました。

120
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m

n

m「ノース・メルボルン・フットボール・クラブ」のMAスタッフ

n 「オペラ・オーストラリア」
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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、
700万豪ドルを超える支援を行っています。（2013年度実績 ： 約87万豪ドルの寄付金
を提供）

■ 動植物の保護 環境  財団

目的 ： オーストラリアの絶滅危惧種に指定されている動植物を保護するためのプロジェ
クトを支援する。
取り組み／2013年度実績※1

MFAは、オーストラリアの熱帯雨林を含む、貴重な野生生物の自然の生息環境を保全
維持し、またそれらを質・量ともに高めることを目的とする、以下のプロジェクトを支援し
ました。

■   レインフォレスト・レスキュー（オーストラリアおよび世界の熱帯雨林の保全ならび
に復元活動）

■   オトウェイ・コンサベーション・ エコロジーセンター（生態学研究を行う国内認定
NPO）

■   グリーニング・オーストラリア（オーストラリア固有の景観の健全性、多様性、生産
性の保全および復元活動）

■   タスマニア王立植物園（タスマニア州の社会的・文化的環境を豊かにするための
支援活動）

■   ズーロジカル・パークス・アンド・ガーデンズ（動物園を拠点とする環境保護団体に
よる野生生物や自然環境の保全活動）

■ さまざまな慈善活動への支援 人材  地域  財団

目的 ： 長期失業者に対する心理的・社会的影響を軽減するためのサービスを提供する、
地域に根差した団体を支援する。
取り組み／2013年度実績※1

MFAは、若者を対象とするさまざまなプログラムを実施している以下のプロジェクトを
支援しました。

■   ステファニー・アレクサンダー・キッチン・ガーデン財団 （学校における食育の支援）
■   リーチ財団（若者への教育支援）
■   アードック・ユース財団（恵まれない状況にある子どもたちや若者に教育支援を行っ

ている慈善団体）
■   先住民リテラシー財団（すべての先住民の子どもたちに読み書きや基本的な計算

の能力を身につけさせるための教育支援）
■   ニュー・サウス・ウェールズ大学（オーストラリアの主要総合エネルギー企業）
■   フェア・ビジネス（不利な状況から抜け出せないでいる人々に対する支援）
■   ユニバーシティ・オブ・テクノロジー（オーストラリア有数の工科大学）
■   メルボルン大学（研究、学習、教育、雇用に関する社会貢献活動の支援）
■   マッカラム・ディスアビリティ・サービス（障がい者の支援）
■   グッド・シェパード・ユース・アンド・ファミリー・サービス（貧困や不利な状況と闘って

いる人々、特に女性や少女のための支援）
■   ニュー・サウス・ウェールズYWCA（年齢、性別、宗教に関わらず、人生の重要な局

面にある、弱い立場の個人、家族、地域社会コミュニティの支援）

マツダ財団オーストラリア

※1 2012年7月〜2013年6月。



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。

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、約410の個人・団体に約150万NZドルの支援を行っ
ています（2013年度実績 ： 69の個人・団体に対し、約18万5千NZドルの資金を提供）。

■   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／2013年度実績
MFNZは、2008年からプロジェクト・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、毎年、4つの小中学校への支援を行っており、
累計24件の野外活動支援を行ってきました。2013年度は、応募校の中からHalfway 
Bush School, Porirua School, Oakura School、Whangamata Area School
の4校が選ばれました。校庭の一部に地元の自生樹木や草花を植える野外学習エリア
を設置するための支援を行うなど、環境・野外教育の機会を提供しました。
マツダ財団役員、MMNZ従業員、ディーラースタッフは、子どもたちや教師および保
護者など学校関係の地域コミュニティと共にツリーメンダスチームとして支援を行い、
選ばれた4校でさまざまな植物の栽培について学び、野外環境に親しむことができる
ようにしました。

■ フィッツロイ･サーフ・ライフセービング・クラブの支援 人材  地域  財団

目的 ： 同クラブのジュニアメンバーのための教育機材を提供する。
取り組み／2013年度実績
ニュージーランドの海岸線は15,000kmにもおよび、水上安全に対する強い意識を醸
成することが重要で、フィッツロイ･サーフクラブもこれを目標として活動しています。
同クラブには、ライフセーバーを目指す120名のジュニアメンバーが所属しており、そ
の訓練に不足している教育機材のうち、フォームボード（8フィート10インチ）4枚を提
供しました。同クラブは、ジュニアメンバーに対し、ビーチ周辺でどのように行動すべき
かを教育し、救助や応急手当の技術向上のための訓練を行っています。

ニュージーランド

マツダ財団ニュージーランド

o

p

o 小学校植樹活動

p フィッツロイ･サーフ・ライフセービング・クラブ

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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■ ハート･フォー･ユース･トラストの支援 環境  人材  地域  財団

目的 ： 若年層や若者たちの生活技能の知識習得を支援する。
取り組み／2013年度実績
MFNZは、若年層の生活技能や自尊心を育み、彼らの個人的成長を促している、オー
クランドに基盤を置く慈善信託団体のハート･フォー･ユース･トラストに対して助成金
を提供しました。同トラストは、若者を対象に、休日に低木地帯でのハイキングや山歩
きなどを楽しむ「キウイ・キャンピング」野外活動を行っています。この活動は、参加者が
自尊心について考え、自信を培う方法や環境について学ぶ機会を提供することを目的
としています。
MFNZの助成金は、トレーラー購入費用に充てられました。従来、同トラストはテント
やキャンプ用の設備を目的地に運ぶ際、多額の費用をかけてクルマをレンタルして
いました。

■ モビリティ・アシスタントドッグ･トラストの支援 地域  財団

目的 ： 身体に障害のある人々を、介助犬を通じて手助けする。
取り組み／2013年度実績
MFNZは、オークランドに拠点を置くモビリティ・アシスタントドッグ･トラストに対し、子
犬の世話を援助する目的で助成金を提供しました。このトラストは、長期にわたり身体
的に日常生活の動作に制限を受けている人々に、介助犬による支援を提供しています。
介助犬は、子犬の時に同トラストの犬舎や訓練所に長期間預けられ、ユーザーニーズに
対応できるよう、さまざまな介助動作を習得するための集中的な訓練を受けます。子犬
を健康で手入れの行き届いた状態で飼育するようMFNZの助成金は、犬の寝具を清
潔に保ち効率よく乾燥させるための新しいドライヤーの購入に充てられました。

q

r

q ハート･フォー・ユース･トラスト

r モビリティ・アシスタントドッグ･トラスト

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



お客さまの期待を超えるクルマづくりをメキシコで実現します
メキシコの新工場で、生産ラインの保守・管理などを担当しており、マツダ本社で約3カ月の研
修を受けました。マツダでは、金型の機械加工技術や、安全や品質管理の重要性について理解
を深めました。生産工程の生産性/品質向上に寄与する「カイゼン活動」の手法も学ぶことがで
きました。メキシコ帰国後はマツダ本社同様の「お客さまの期待を超える高品質のクルマづくり」
を目指し、研修で得た技術や知識を工場内のスタッフ一人ひとりに展開していきます。

マツダデメヒコビークルオペレーション　プレス機械・設備管理担当
 エベラルド ララ ルイス

人間尊重
125  従業員への取り組み
137  人権尊重

124 Mazda Sustainability Report 2014



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

■ 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。
2013年度は、社員一人ひとりのMazda Wayに対する意識を高め、行動の変革を促
すため、社内における仕事の成功事例を共有し、実践を促進するなどの取り組みを行
いました。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。

■ 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。
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従業員への取り組み 従業員がイキイキと働ける会社の実現に向け、「Mazda Way」を軸と
した人づくりを進めています。

a

※1 2008年度より、対象を国内･海外グループ会社まで拡大。

a Mazda Way 7つの考え方

■ 誠実
私たちは、お客様、社会、そして仕事に対して誠
実であり続けます。

■ 基本･着実
私たちは、基本に忠実に、地道で着実に仕事を
すすめます。

■ 継続的改善
私たちは、知恵と工夫で継続的な改善に取り組
みます。

■ 挑戦
私たちは、高い目標を掲げ、その実現に向けて
挑戦します。

■ 自分発
私たちは、自分発で考え、行動します。

■ 共
ともいく

育
私たちは、成長と活躍に向けて、自ら学び、自ら
教え合います。

■ ONE MAZDA
私たちは、常にグローバルにOne Mazdaの視
点で考え、行動します。

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）

短期人材交流プログラム
主に中堅クラスの社員に対し、本社と海外拠点の人材が相互に交流する形で
短期（3〜6カ月間）の海外ビジネス経験の機会を提供し、グローバルビジネス
の即戦力となる人材の育成を目指すプログラム。2010年度の開始から2013
年度までの4年間の交流実績は計15名です。2013年度は4名の交流実績が
ありました。

2013年度グローバル調査結果（抜粋）  肯定回答率
■ 私は、できる限り長くマツダで働きたいと思っている。
■ 私は、担当業務のプロフェッショナルとして、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。

80%
76%

73%
70%



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

調査結果を活用した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。
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b b タウンホールミーティング（人事室）

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基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。
特にマツダのモノづくりの精神や、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、マツダのモノづくりの中核を担う人材を育成するため、高校新卒者お
よび社内選抜者を対象に設立された企業内大学校で、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、さまざまなモノづくりの現場で
活躍しています。

■ 在校生総数90名（2014年4月1日現在）
■ 修了生総数（在籍者）1,334名（1988年4月〜2014年3月）
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c

d

fe

e 技能系社員向け研修の様子

選択と自己実現

c

「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

「キャリアミーティング」実施率
2013年度 ： 対象者の98％

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、ほかの
業務領域や部門にチャレンジする制度

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 1.35日／年

1人当たりの平均研修費 13,845円／年

研修を受けた社員数 18,500名／年

※マツダ教育センター実施分およびMBLD実施分（MBLDは概算）。
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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
者
養
成
コ
ー
ス

ア
ー
ク
溶
接
技
術

教
育
訓
練

技
能
五
輪

教
育
訓
練

事務・技術系
役割研修
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新任等級5
（係長級）
社員研修

選抜研修

指名研修

グローバル
リーダー
プログラム
（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
2013年度実績
第51回全国大会
自動車板金 銅メダル 1名
曲げ板金 金・銀・銅メダル 各1名
旋盤 敢闘賞 1名
車体塗装 銅メダル 1名

1962年からの累計
派遣人数 472名
国際大会 優勝 6名
国際大会 入賞 27名
全国大会 優勝 37名
全国大会 入賞 195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　127名
技能マイスター 60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 12名

アーク溶接技術教育訓練
1982年からの累計
全国大会優勝者 8名
入賞者 29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

2000年よりスタート。2013年度（MBLD10）
はテーマを「ブランド価値経営」とし、全社（グルー
プ含む）で議論。

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

技能系リーダー
研修 随時実施 職長／職長補佐／

班長候補者

各階層のリーダーとして、職場の業
務遂行に必要な課題認識力、問題
解決力、管理改善手法、リーダーシッ
プ力等を養う

･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

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の「勤務と処遇の羅針盤」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。
2014年4月に、マツダとマツダロジスティクスは「イクメン企業同盟」（広島県主導で発足）
に加盟し、男性の育児参画を促進する活動にも取り組んでいます。
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g

h

h 「イクメン企業同盟」宣言

ワークライフバランスの促進 g 「くるみんマーク」

※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）、マツダロジスティクス（2011

年）、倉敷化工（2011年）、マツダエース（2012年）。

中山 ： 第4子誕生の際、上の3人の子ども
がまだ小さかったため、出産直後の配偶者
の負担軽減を考え約2カ月間、育児休職を
取得しました。休職を通じて、家事全般の
大変さを実感するとともに、子どもたちと
のコミュニケーションの幅や地域ネットワー
クが広がりました。仕事中心の生活から離
れ、新しい視点で自分自身を振り返る良い機会になりました。職場復帰後は以前より人への配慮
ができるようになった気がします。マツダのワークライフバランス関連制度は充実していると思い
ます。より多くの従業員が制度を利用しやすくなるような会社全体の雰囲気づくりがさらに促進
されていくと良いと思います。

〔上司コメント〕
繁村 ： 休職前後、周囲のメンバーと積極的に連携を図ってくれたことがスムーズな業務遂行につ
ながりました。復職後は周囲への気配り目配りが増し、周囲と協力して業務を進めるという点で
成長を感じています。制度を利用したいのに遠慮している従業員がいるかも知れません。より多く
の従業員が気兼ねなく育児休職制度を活用し成長につなげていくことができるよう、業務標準化
や一人で多くの仕事をこなす仕組みの整備を進めていきたいと思います。

男性の育児休職
 VOICE

人事室　中山 哲郎 人事室　繁村 義孝
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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（2014年3月31日現在） 開始時期 2011年度 2012年度 2013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 72名（734日） 30名（740日） 41名（1,026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

1,872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）

2,200日（487名）
内非正規社員6名
男性 : 1,681日（381名）
女性 : 519日（106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。（法定 ： 当該子が1歳に達するまで）

1991年
1月

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％

242名（内男性6名）
育児休職復職率 98％
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）。
（法定 ： 当該対象家族につき通算93日まで）

1992年
1月 4名（内男性3名） 7名（内男性2名） 7名（内男性3名）

育児･介護に
関わる勤務特例措置

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。

（短時間勤務の法定） ： 当該子が3歳に達するまで）

1999年
4月

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

短時間勤務者
育児 : 246名
介護 : 4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 70名 52名 53名

ハートフル休暇制度

親族の看護／ボランティア／子どもの学校行事／不妊治療
を目的として、取得できる休暇制度。

「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、子ども会活動

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

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）

309名（1,935日）
男性 : 122名（738日）
女性 : 186名（1,197日）
　内親族の看護
　264名（1,469日）
　内非正規社員22名
　男性 ： 108名（673日）
　女性 ： 156名（796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 : 47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 5名 2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 23名 23名 28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8名 登録者10名 登録者2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 230名入社 185名入社 275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

9件
265,200円

7件
147,000円

11件
187,600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 84%
平均取得日数 15.9日

取得率 73%
平均取得日数 14日

取得率 77%
平均取得日数 14.7日

＊1　2008年8月以前は別制度で運用。
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※1 役員・従業員ほか理事会において承認したもの。
※2 従業員などを対象として、テキスト「障害を知り、共に生きる」を読むこと

を推奨することやあいサポーター研修などに取り組む企業・団体を認定。
※3 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。
※4 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。
※5 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。

■ 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）
および会社からの特別拠出金を原資とし、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。

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。
2014年3月に広島県より「あいサポート企業・団体※2」としての認定を受け、障害の有無
に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向けた運動に参加しています。
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･ドアの自動化など）を実施。

■ 聴覚障がい者とのコミュニケーションをより充実させるために手話通訳者を配置。
■ 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※3」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※427名（2014年4月現在）
ジョブサポーター※5 5名（2014年4月現在） 手話通訳者 1名（2014年4月現在）
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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

（3カ月を超えて給付を継続する場合、3カ月を超える
期間については100,000円／月を給付）

■ 「家族介護見舞金」の給付
配偶者または子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

本人または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、親族の介護時、
不妊治療時に最大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カ月以上休業する際、5,000円／回を
給付
休職期間が長期（3カ月以上）に及ぶ場合は、30,000
円／月を給付（長期の休職により賞与の支給が無い
場合は、特別見舞金として最大10万円を給付）

■ 「先進医療援助金」給付事業
■ 弔慰金、餞別金、遺族･育英年金給付事業など

人・仕事・処遇の最適なマッチング

i

社員

単体 男女合計 6,290,000円

i 年間平均給与（2014年3月31日）

ダイバーシティ（多様性）の実現

j あいサポート企業・団体認定証j



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

■ 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、女性社員比率は上昇しています。
女性の活躍をさらに加速させ、2020年には女性幹部社員数を2013年度末実績の3
倍にするため、 今後、幹部登用候補となる女性社員の個別育成計画を策定し、さらな
る活躍を支援・促進します。
なお、マツダは（一社）日本経済団体連合会の「女性の役員・管理職登用に関する自主
行動計画」の趣旨に賛同し、これに参画しています※1。

■ 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。
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k

k 社内保育施設「わくわくキッズ園」

本社工場第1車両製造部
新谷 信之

本社工場第1車両製造部
上田 将喜

上田 ： 車両組立ラインで班長を担当して
います。職場では聴覚障害があることによ
るハンディを感じることなく、同僚と良いコミュ
ニケーションが取れています。何ごとにも
積極的に取り組むことで信頼を高め、改善
活動のリーダーを任されるようになりました。
これからも障害の有無に関わらず、作業者
がさらに働きやすい工程づくりに取り組み
ます。さらに成長できるよう、会社には各種教育・資格取得時に
おける手話通訳などの支援充実をお願いしたいと思います。

〔上司コメント〕
新谷 ： 上田さんは、自分の意見をはっきり伝えて仕事をする点
が優れ、職場の中心的な存在として同僚から高い信頼を得てい
ます。情報を正しく伝えるため、ホワイトボードなどを活用しコミュ
ニケーションを図っています。職場内で手話を身近に感じてもら
うため、週に1度、全員が品質方針を手話で唱和しています。今
後は上田さんの社内資格や公的資格の取得を推薦し、さらに指
導力を高めてもらえるよう支援していきたいと思います。

職場で活躍する障がい者
 VOICE

※1 「マツダ株式会社 女性の活躍推進について」
     http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/employee/pdf/

diversity.pdf

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。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月設置）。

http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/employee/pdf/diversity.pdf
http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/employee/pdf/diversity.pdf
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■ 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。

「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」に取り組み、2013年度に完了しました。
2014年度からは第3次3カ年計画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、安全健康に関する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、安全健康活動は、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の参加や、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。
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社員データ（2014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 9,705名 9,719名 41.0歳 16.4年 
女性   634名 1,220名 36.0歳 13.0年 
合計 21,278名 40.5歳 16.1年

連結 合計 40,892名 ― ―

＊マツダ単体のデータには、出向者を含む。

2011年度 2012年度 2013年度実績

女性社員採用数 118名 124名 95名
女性管理職人数

（係長級以上） 125名 133名 149名

女性管理職人数
（幹部以上） 21名 21名 20名

女性管理職比率*1

（係長級以上） 3.2% 3.4% 3.8%

女性管理職比率*2

（幹部級以上） 1.6% 1.6% 1.5%

男性管理職（幹部以上）
人数 1,324名 1,318名 1,343名

60歳以上の勤務者数
（エキスパートファミリー） 1,381名 1,084名 1,240名

障がい者雇用 雇用率*3 1.93%
（法定：1.8%）

1.92%
（法定：1.8%）

1.98%
（法定：2.0%）

障がい者在籍数*3 266名 256名 279名
管理職平均年齢 50.2歳 50.9歳 51.1歳

新卒採用人数
（大卒・短大・高校）

男性 412名 415名 133名
女性   85名 101名 50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。

労働安全衛生

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。

＊ 自律型のいきいき職場:部門特性を踏まえた重点的な問題解決活動が実践され、
管理者のリードと一人ひとりの活動が一体化し、個人と組織が活性化してい
る職場。

「ワンマツダいきいき職場づくり運動」第3次3カ年計画
方針：自分発、部門発の安全健康活動をやり遂げ、自律
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!

考え方、進め方：
1.	原点に戻り、ルールが守れ、安全行動ができる人を
つくる

2.	リスク「先取り」による重大災害・事故防止活動の強化

3.	全員参加による活動展開（相互注意し、誉め合える
風土つくり）
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■ 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。
＜2013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131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、災害度数率は減少してきました。2012〜2013
年度は残念ながら2年連続増加という結果となりましたが、機械設備に起因する災害
は減少しています。今後は人の不安全な行動などが起因となる災害を未然に防止する
ために、従業員全員の危険に対する感受性の向上が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

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25歳・30歳・35歳到達時と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、50歳・54歳・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。
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2009 2010 2011 2012 2013

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）

0.12 0.14

0.11 0.02 0.020.07

0.07
0.12 0.10

0.10

0.65 0.53

0.28

0.32
0.40

0.76 0.78 0.76

0.63

0.54

＊ 延べ100万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。

※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、労働安全面での助言･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。

健康の維持 ･ 増進

l

l 災害度数率*の推移

m

2011年度 2012年度 2013年度

健康診断受診率 100% 100% 100%

総合健康診断（30.35.40歳
以上）

（希望者には乳がん、子宮が
ん検診を実施）

12,173件 11,560件 11,267件

一般定期健康診断（上記以外） 14,244件 17,092件 17,929件
特殊健康診断 1,498件 2,000件 1,980件
海外健康診断 252件 376件 484件
健康診断の結果に基づいた
個別指導

（特定保健指導を含む）
588件 637件 1,871件

m 健康診断に関するデータ
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■ 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研修の開催
■ 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）
■ 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）
■ 職場からのニーズに対応した部門単位研修を実施
■ 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）

■ 生活習慣病対策
喫煙対策
マツダは全社喫煙率25％以下を長期目標に掲げ、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、受動喫煙防止の観点から、喫煙所の屋外化が進められています。
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。2013年度は528名に指
導しました。
ウォーキングによる健康増進
社員のウォーキングへの関心を高めて健康増進を支援するため、「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、イントラネットを活用した歩数記録ツー
ルの提供、社内ウォーキングコースの設置、ウォーキングに筋トレを取り入れた「歩きな
がらプチ筋トレ」などのイベントを行っています。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。

<歩きながらプチ筋トレ>
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
用しウォーキングイベントを開催しています。2013年度は歩行動作に加え、腿あげ
／体側ひねり／つま先立ち等の動作を交えることで、筋力向上・エネルギー消費量
増加を目指しました。約200名が参加しました。

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。
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o

p

p 歩きながらプチ筋トレ

2011年度 2012年度 2013年度

禁煙
推進活動

禁煙率 31.2% 30.3% 30.6%

ニコチンパッチ処方・指導 85名 39名 16名

ウォー
キング
活動

チャレンジ1万歩参加者
／チャレンジ1万歩達成率

8,393名
/45.2%

8,607名
/47.0%

8,706名
/48.3%

「マツダいきいきウォーク」
参加者
・にこにこコース（年間2,000㎞）
・てくてくコース（年間2,500㎞）
・すたすたコース（年間3,000㎞）

780名
8,769名
258名

532名
9,671名
237名

696名
8,968名
213名

o 生活習慣病に関するデータ

n
2011年度 2012年度 2013年度

新任管理者研修 201名 198名 202名

管理者研修（アドバンス） 106名 74名 360名
入社3年目研修

（セルフケアセミナー） 632名 114名 136名

部門単位研修（希望部門） 316名 265名 405名

n メンタルヘルス研修実績
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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･敏しょ
う性が改善しました。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。
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q

r

q Zoom-Zoomストレッチ

r 労使トップの握手

労使関係

※1 Sleep（よく眠れているか？）、Eat（食事はおい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。
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■ 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」や「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」、などの基本原則を踏まえ、
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」（P150参照）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。
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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。

a

b

a

マツダ人権宣言（2000年11月）
マツダは「人権を尊重し、公正な処遇を行う日本のリー
ダーカンパニーとなること」をめざします。

※1 デューデリジェンス：あるプロジェクト又は組織の活動のライフサイク
ル全体における、組織の決定及び活動によって起こる、実際の及び
潜在的な、社会的、環境的及び経済的なマイナスの影響を回避し軽
減する目的で、マイナスの影響を特定する包括的で積極的なプロセス

（ISO26000日本規格協会訳より引用）。

各部門長
人権擁護推進員

行政、企業、社外団体

国内・海外グループ会社、
サプライヤー

人権委員会

各事業所

人事室
労務グループ

（人権啓発推進担当）

b 推進体制図
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■ 専任相談員による相談窓口
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実施しています。2013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人権ミニ講座などの情
報発信、発行物担当者へのカラーユニバーサルデザインに関する資料展開など
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c

※1 2008年度より、対象を国内・海外グループ会社まで拡大。

c 人権カード

TOPICS 人権ミーティングにおいて人権標語を募集

2013年9月の人権ミーティングは、「優位性があるときに気をつけること」をテー
マに社内・社外に限らずいろいろな人間関係の中で、「自分が優位性を有している
ときの態度は適切か」「どのような態度で接していくことが必要か」などについて、
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、757
件の応募があり、審査の結果2件の最優秀標語を選び、12月2日の社長メッセー
ジの中で発表しました。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。

d グローバル販売＆マーケティング本部
グローバル販売企画部

e 防府工場 第4車両製造部 車両検査課

【人権標語最優秀賞】
「考えよう、あなたの立場と相手の気持ち」
グローバル販売＆マーケティング本部グローバル販売企画部

「気を付けよう、知らず知らずの、上から目線」
防府工場 第4車両製造部 車両検査課 e

d
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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。
2013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（P147参照）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（P84-123参照）。
2013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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gf

h

f 「ヒューマンフェスタ2013 in 府中町」（2013年11月）
における開会式の様子

g 「ヒューマンフェスタ2013ひろしま」（2013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

h 人権擁護功労賞の表彰状
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電装部品の調達を担当しています。お客さまにご満足いただけるクルマづくりのため、構成
部品・材料の品質を維持しながら安定的に調達できるよう配慮しています。メキシコやタイの
新工場など海外生産拠点が増え、部品・材料の調達先が多様化し、サプライチェーンがより
複雑になっています。既存のビジネス形態にとらわれず、常にお取引先さまとマツダの双方
がWin-Winとなる提案は何かと考えています。

お取引先さまとともに高い品質と安定的な調達を目指します

購買本部第1部品購買部
 昇 美和子
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b 各詳細情報は以下よりご覧ください

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、2014年6月30日現在9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
る取締役会のほか、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は、以下の会合を定期的に設け、内部
統制に関する事案を中心に情報交換を行っています。

■  常勤監査役と監査法人による会合
■  常勤監査役とグローバル監査部による会合
■  常勤監査役、監査法人、グローバル監査部の三者による会合
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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。

コーポレートガバナンス（企業統治）

a b
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執行役員 各種委員会＊

選任／解任 選任／解任

本部長他

部門長

全社員

グループ会社

監査

5名中3名が
社外監査役

9名中2名が
社外取締役

内部監査部門

代表取締役

a コーポレートガバナンス体制図

■ 有価証券報告書
http://www.mazda.com/jp/investors/library/
s_report/pdf/f_repo140625.pdf
・役員の担当領域・経歴など（P29-32）
・コーポレートガバナンスの状況など（P33-35）
・役員の報酬など（P37）

■ 事業報告
http://www.mazda.com/jp/investors/stockinfo/
pdf/148shoshu.pdf
・役員報酬の総額および限度額（P13）
・取締役会の開催実績および社外取締役の出席回数（P14）

■ アニュアルレポート2014
http://www.mazda.com/jp/investors/library/
annual/
・監査報酬（P31）

■ 会社概況
http://www.mazda.com/jp/about/outl ine/
executive.html
・会社役員の担当領域

＊   総合安全衛生委員会、全社品質委員会、リスク・コン
プライアンス委員会、人権委員会、安全保障輸出管理
委員会など

http://www.mazda.com/jp/investors/library/s_report/pdf/f_repo140625.pdf
http://www.mazda.com/jp/investors/library/s_report/pdf/f_repo140625.pdf
http://www.mazda.com/jp/investors/stockinfo/pdf/148shoshu.pdf
http://www.mazda.com/jp/investors/stockinfo/pdf/148shoshu.pdf
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/about/outline/executive.html
http://www.mazda.com/jp/about/outline/executive.html
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■ グループ会社の経営の監査
マツダでは、グループ全体で監査体制を構築しています。
国内
国内グループ会社では、会社法上の大会社に監査役会を、それ以外の会社に監査役を
設置しています。
大会社の常勤監査役をメンバーとするグループ監査役連絡会の開催や、非常勤監査
役へのマツダ社員の就任などにより、マツダとグループ会社間の連携強化を図ってい
ます。
海外 
主要な海外グループ会社には、内部統制に関する事案について審議する監査委員会
を設置しています。監査委員会には、海外グループ会社の役員・内部監査部門に加え、
マツダの関係部門やグローバル監査部が参加し、意見交換を行っています。欧米・豪
州のグループ会社では、マツダの執行役員、常勤監査役も参加しています。
2014年度には、メキシコ、ロシア、マレーシアの新設会社で監査委員会が順次設置さ
れる予定です。

■ 内部監査の実施
経営の健全化・効率化などを目的とし、内部監査を行っています。グローバル監査部は、
マツダ単体、国内グループ会社、新設グループ会社の監査を行っています。北米、欧州、
豪州および中南米における主要グループ会社は業務部門から独立した内部監査部門
を設けて内部監査を行い、結果をグローバル監査部に報告しています。
国内グループ会社では、独自に内部監査部門を設置している会社もあり、グローバル
監査部ではその支援も行っています。
マツダおよび海外グループ会社の内部監査部門には、CIA（公認内部監査人）の有資
格者など、監査に関する専門知識を有する監査人が在籍し、監査を実施しています。

■ ITシステム監査の実施
CISA（公認情報システム監査人）の資格を持つシステム監査人により、マツダおよびグルー
プ会社における情報システムの開発・運用状況などに関する監査を行い、ITリスクの
軽減に努めています。

マツダでは、従業員の行動指針を示す「マツダ企業倫理行動規範 (P147参照)」や財
務統制のグローバルなガイドラインである「ファイナンス・コントロール・ガイドライン」な
どを定めています。これらのガイドラインを踏まえ、各部門は、規程・要領・手順書などを
整備し、内部統制の構築を推進しています。
グループ会社においては、「国内関係会社管理規程」「海外関係会社管理規程」に基づ
いて、連携体制を構築しています。マツダにおいては各グループ会社の主管部門が教
育や体制整備のためのサポートを行っています。
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内部統制

c
マ
ツ
ダ

国
内
グ
ル
ー
プ
会
社

海
外
グ
ル
ー
プ
会
社

統制環境
■ マツダ企業倫理行動規範
■ ファイナンス・コントロール・ガイドラインなど

リスクの評価
■ リスク・コンプライアンス委員会
■ 自己診断チェックリストの改定など

統制活動
■ 業務プロセスの整備／運用
　（手順書の整備、管理者による承認など）

情報と伝達
■ 内部統制サインオフ
■ マツダ・グローバル・ホットラインなど

モニタリング
■ 内部統制自己診断
■ 内部監査の実施など

ITへの対応
■ ITセキュリティ管理規程の制定
■ IT監査の実施など
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c マツダの内部統制

メキシコ新工場で内部統制推進および監査業務を担
当しています。活動を通じて確認された課題について
は、マネジメントと連携し改善策を検討・支援する体制
を整えています。マツダの子会社として2014年度から
J-SOX監査を実施します。さらに、監査業務に限らず、幅
広い意味でMMVOの各部門を支援する有益な提案や
活動を行う部門として、マツダ本社の監査部門と連携し
取り組んでいきます。新会社の業務プロセスが有効にか
つ効率的に運用されるよう、サポートしていきます。

マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）
内部統制・監査部 アシスタントマネージャー

セサール アロンソ ルイス

 VOICE



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

■ 内部統制自己診断システム
1998年から、内部統制に関する意識の浸透を目的として、内部統制自己診断を開始し、
現在では、国内および海外のほぼすべてのグループ会社で実施しています。
内部監査部門や監査法人などの第三者ではなく、プロセス・仕組みを実際に整備・運用
している担当者自身が、チェックリストを利用し評価する方法です。この活動を通じて、
各部門・グループ会社で主体的に統制上の不備の把握やその是正活動が行われています。
内部統制自己診断で用いるチェックリストは、新たに確認されたリスクを反映させるなど、
毎年見直しを行っています。

■ 内部統制サインオフの実施
2006年度より、マツダの各部門・グループ会社において、トップが監査や自己診断を
通じて、統制上の不備とその改善状況を確認し、内部統制の保証を行うサインオフの
仕組みを取り入れています。マツダの内部統制報告書はこのサインオフの内容を踏ま
えて作成されています。
2009年度からは、各部門･グループ会社における不備項目の早期把握を目的とし、四
半期ごとにグローバル監査部に報告する四半期報告制度を取り入れています。報告さ
れた不備に対しては、改善の納期と責任者が決められ、迅速な改善を行っています。

マツダでは、社内外のさまざまなリスクについて課題を抽出し、重要度を踏まえて管理し、
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など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。
さらに毎年、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年度に、危機管理規程をリスクマネジメント規程に統合しました。その後も社内
外のさまざまなリスクの把握と低減活動を継続しています。
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リスクマネジメント

d

e

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
委員長：コンプライアンス・リスクマネジメント担当役員

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、部門を超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上で、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 平常時のリスクマネジメント体制

e 緊急時のリスクマネジメント体制

■  事業リスクについては「アニュアルレポート2014（P40-42）」
をご覧ください。

http://www.mazda.com/jp/investors/library/  
annual/

http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
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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、護岸
のかさ上げ対策などのハード面の対策とともに、緊急連絡網の整備、防災自衛団組織
の構築、手順の整備、津波避難場所の選定、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、毎年、公設消防と連携した合同防災訓練や防災自衛団単独での訓練を
実施し、初動対応を確認しています。2013年度は、防災訓練、消火訓練、応急処置（AED
使用）訓練に18,200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、2013年度に新たに明文化した「初動対応
要領・防災自衛団運営手順」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、南海トラフ地震をはじめとした大地震やそれらに伴
う津波発生を想定したハード面、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

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



Mazda Sustainability Report 2014

マツダのCSR お客さま満足 環境保全 社会貢献 人間尊重 マネジメント

■ 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や監視の仕組みを定め、
それが実装され運用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。

■ 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のもととなった規格。

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、他者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問題や不正競争防止法
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。
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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。
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。
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コンプライアンス

g

h

i

g コンプライアンス推進体制

h マツダ･グローバル･ホットライン

i 各種相談窓口

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〉

「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。

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

<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
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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、2013年度は約1,600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4,000〜6,000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、「下請法」「安
全保障輸出管理」「契約の基礎」、「秘密保持契約」、「業務委託契約」などの講座を
提供しています。
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。
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j コンプライアンス通信テーマ（例）j

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

2013年
コンプライアンス・カードを改訂し、改めてマツダ・グローバル・ホットラインを周知
東京証券取引所より講師を招き、インサイダー取引規制セミナーを開催

● 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 （国家公務員への贈収賄を含む）
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■ 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。

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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■ 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

■ 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」（2013年7月改訂）
および「マツダグリーン調達ガイドライン」（2010年7月改訂）（P77参照）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※1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CSR取り組み状況を把握・評価できる体制を目指し、2013年度にサプライヤー約
1,000社へアンケートを実施しました。その結果、回答をいただいたサプライヤーのほ
とんどで自社での教育を実施していることがわかりました。また、紛争鉱物に関しては、
回答をいただいたサブライヤーのうち約80%が対象有無を確認済であることがわか
りました。2014年度は地場サプライヤーを対象として紛争鉱物などを中心に、より詳
細な項目を加えたアンケートを実施予定です。
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」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。
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バリューチェーンにおける社会的責任の推進 国内･海外のサプライヤーや販売会社との共存･共栄を目指し、幅広い
取り組みを行っています。

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」（2013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」＊

a

b

購買基本理念
共存･共栄の精神に則り、相互に研究と創造及び競争
力の強化に努め、オープンでフェアな取引関係を構築
することにより長期安定的な成長を図り、もって社会、
経済の発展に寄与する（1994年）。

※1 「紛争鉱物など、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、コンゴ民主共和国およびその周
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およびそ
の派生物（タンタル、錫、タングステン、金が規制対象）。

＊  「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」
についてはマツダのウェブサイトをご覧ください。
http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/distributor/

http://www.mazda.com/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（2013年 ： 217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。2013年度は124社が合計で66回の活動を行いました。
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サプライヤーCSRガイドラインの活用

私の会社は、自動車用オイルポンプや工作機械などを
製造しています。当社がビジネスを進める上で、サプラ
イヤーCSRガイドラインから重要な示唆を得ています。
2013年度はタイの工場設立準備で、現地調達を進める
際、ガイドラインの「環境保全」、「社会貢献」の領域を参
考にしました。今後も、部品・資材の取引関係にとどまらず、
CSR視点においてもマツダと連携を深めることでビジネ
ス上のリスクを減らし、適切にグローバル展開を進めて
行きたいと考えています。

トーヨーエイテック株式会社　
執行役員 自動車部品事業部担当補佐
兼 自動車部品技術部長 國木 稔智

 VOICE

自動車部品 533社

資材（素材）など 155社

設備･要具 411社

合計 1,099社

購買協力会組織（2014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） 59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 81社

※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。

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

サプライヤー（2014年3月31日現在）cc
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■ 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。

■ 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）（P63参照）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モノ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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d

e

d サプライヤー表彰式

e

2013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。
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■ 地場サプライヤー対象の「モノづくり」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モノづくりの無駄･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」（P7-10参照）
における製造現場領域のモノづくり体質の強化も担っています。生産性の向上にもつ
ながり、年間25〜30億円の生産コスト削減を実現しています。
2013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。

■   20社42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、
18工場で27本の改善モデルラインを完成。加えて、30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®※1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。2013年は19社19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。2013年は4社4名の受講生が卒業。
　卒業生／工場長がリードして自主保全活動を14工場で自主展開。
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。

■   2013年大会は、地場サプライヤー320名／43社、マツダ80名、計400名が参加。
■   J-ABC活動方針、優秀事例などを共有し、相互研

けんさん
鑽の場としても活用。
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f

hg

※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。

f 「J-ABC」キックオフ報告会の様子（2014年5月）
株式会社日本クライメイトシステムズ 山口工場

g 「第9回J-ABC大会」優秀発表（2013年10月）
株式会社石﨑本店　防府鶴浜工場

h 「第9回J-ABC大会」表彰式(2013年10月)
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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ライアンス（タイランド）（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3名およびAATの推進担当者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、2014年2月に2回目の成果報告会を開催
しました。2014年度は、活動工場を1拠点追加し8拠点での活動を開始する予定です。
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。今後もサプライヤーと連携し、継続的に活
動を広げる予定です。 i

i 「A-ABC活動」風景（2014年5月）

A-ABC活動
私の会社はタイサミットグループの一員としてタイでスチー
ル部品や樹脂部品を製造しています。5カ月間の第1回
A-ABC活動において、マツダやAATのスタッフから週2
回のアドバイスを受け、スチール部品製造ラインの停止
時間見える化により作業ロスを改善しました。
A-ABC活動では、目標達成のために、生産工程に関す
る知識を深め、問題点の本質を掘り下げ、着実に計画を
進めることの大切さを学びました。学んだことは、今後グ
ループ会社全体の品質・生産性向上に役立てていきます。

タイ・サミット・
イースタン・シーボード・
オートパーツ Co.,Ltd.
生産組立領域担当
ジャルーン 
スィリノーンランさま

 VOICE
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■ 2014年3月期の経営状況と配当
マツダグループを取り巻く事業環境は、新興国経済の先行きに不透明感があったも
のの、全体的に景気は緩やかな回復基調が続きました。海外では、米国の景気が引
き続き緩やかに改善し、欧州経済にも持ち直しの動きが見受けられました。国内は、
政府・日銀による財政・金融政策により景気回復の足取りは確かなものになりつつあり、
足下では消費税増税に向けた駆け込み需要が見られました。
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、
クルマの基本性能であるベース技術を徹底的に向上させたSKYACTIV技術搭載車
の販売拡大をグローバルに推し進め、収益構造の改善に努めました。
商品面では、SKYACTIV技術と新デザインテーマ「魂

こ ど う
動」を全面的に採用した新世代

商品群の第3弾として、新型アクセラ／Mazda3を北米より順次グローバルに導入
しました。この新型アクセラ／Mazda3では、スマートフォンなどの新しい通信技術
の利便性や楽しさを、自動車に適した形で安全に提供する新世代カーコネクティビ
ティシステム「MAZDA CONNECT（マツダ コネクト）」を初搭載しました。安全装
備には、マツダの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、アテンザ／Mazda6にも搭載した先進安全技術

「i-ACTIVSENSE（アイアクティブセンス）」を採用しています。
また、搭載エンジンは、新開発のガソリンエンジン「SKYACTIV-G1.5」を含む、1.5L
〜2.5Lのガソリンエンジンと、2.2Lのディーゼルエンジンを市場ごとに適切なラインナッ
プで展開するほか、国内ではセダンモデルにマツダ初のハイブリッドシステムを導入
するなど、お客さまの多様化するニーズに「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」でお
応えしています。
生産面では、メキシコ新工場での北米向け新型Mazda3の生産を、予定通り1月よ
り開始しました。中南米や欧州向けの車両を順次生産します。また、メキシコでのエ
ンジン機械加工工場の建設やタイでの新トランスミッション工場の建設も順調です。
国内でもSKYACTIVエンジンやトランスミッションの生産能力増強を計画通り進め
ています。
販売面では、グローバルで好調なCX-5とアテンザ／Mazda6が販売を牽引し、新型
アクセラの販売も順調に推移するなどSKYACTIV技術を搭載した新世代商品がグロー
バルで高い評価をいただいています。国内では新型アクセラが計画を大幅に上回る
受注を獲得したほか、アテンザ／Mazda6、CX-5も引き続き好調を維持しました。海
外では、北米はMazda6、CX-5が好調な米国の販売が増加し、メキシコでは過去最
高の販売を記録しました。欧州は、主要国であるドイツ、ロシア、英国の販売が好調です。
中国は、現地生産のCX-5が販売を牽引しました。その他市場では、オーストラリアの
販売が好調を維持したものの、需要が低迷したタイでは販売が減少しました。この結
果、グローバル販売台数は、前期比7.8%増の1,331千台となりました。
売上高は、SKYACTIV技術搭載車のグローバルでの販売拡大により、2兆6,922億
円（前期比4,870億円増加）となりました。営業利益は、台数・車種構成の改善やコ
スト改善の推進、為替変動の影響などにより1,821億円（同1,282億円増加）となり
ました。経常利益は1,407億円（同1,076億円増加）、当期純利益は1,357億円（同
1,014億円増加）となりました。
配当につきましては、各期の業績および経営環境ならびに財務状況などを勘案して
決定することを方針としています。2014年3月期は4期ぶりに復配し、期末配当金を
1株あたり1円さとさせていただきました。今後、安定的な配当の実現と着実な向上
を図ります。
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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。

a

（億円）

通期

2014年3月期 対前年増／（減）

売上高 26,922 4,870

営業利益 1,821 1,282

経常利益 1,407 1,076

税引前利益 974 583

当期純利益 1,357 1,014

売上高営業利益率 6.8％ 4.4pts

a 2014年3月期実績
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■ 中長期見通しと構造改革プランについて
2012年2月の「構造改革プラン」発表以来、SKYACTIV技術をてことした構造改革
を強力に推進してきましたが、外部環境の変化に対応して、2016年3月期の経営指
標について見直しました。グローバル販売台数は、市場の需要動向および販売環境
を反映し152万台の計画です。USドル100円、ユーロ135円の為替前提で、営業利
益は2,300億円、売上高営業利益率7％以上の見通しです。4つの施策は、引き続き
強化していきます。

■ 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・投資家の皆さま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、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・財務データなどを開示し
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。

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

構造改革プラン
http://www.mazda.com/jp/investors/policy/mid_term.html

株主・投資家情報
http://www.mazda.com/jp/investors/

構造改革プランの4つの施策と今後の取り組み

利益成長イメージ

USドル

ユーロ

販売台数（千台）

（3月期） 2008

1,363

1,621

4.7

−1.9

2.4

6.8 7.2 7.0％以上

114
162

1,247

−387

79
109

1,235

539

83
107

1,331

1,821
2,100

2,300億円

100
134

1,420

100
135

1,520

100
135

2012 2013 2014 2015（見通し） 2016（見通し）

30％
50％

70％ 85％ 以上
SKYACTIV搭載比率営業利益（億円）

売上高営業利益率（%）

SKYACTIVによるビジネス革新
● 正価販売を継続、フリート販売を抑制しつつ台数成長を実現
● SKYACTIV商品のラインアップ拡充

● 競合力維持・強化に向けたSKYACTIV搭載車両の商品改良を実施
● 広告宣伝活動を強化、ブランド戦略を加速

「モノ造り革新」による
さらなるコスト改善の加速

● 新型「アクセラ」以降の新商品においても品質の維持・向上と
　コスト改善を推進

● 開発／設備投資の効率化を強化
● グローバル最適調達を推進

新興国事業強化と
グローバル生産体制の再構築

● メキシコ工場の本格稼働および能力増強を実施
● タイ新オートマチックトランスミッション工場の計画通りの立ち上げ

● ロシア、マレーシアにおける現地生産も拡大

グローバルアライアンスの推進 ● 商品／技術／地域の補完を目指すアライアンスを引き続き推進

マツダブランド価値の提供
「走る歓び」を感じる
マツダらしい商品／サービス

（走り／デザイン／環境・安全性能／カスタマーケア）
の提供を通じてお客さま満足を最大化

● SKYACTIVモデルの拡充
● 正価販売と台数成長を両立
● 商品／ブランド宣伝強化

● 将来への成長投資の継続
● 安定的な収益構造の実現
● 株主還元の着実な向上

マ
ツ
ダ
ブ
ラ
ン
ド
価
値
経
営
の
推
進

http://www.mazda.com/jp/investors/library/result/
http://www.mazda.com/jp/investors/policy/mid_term.html
http://www.mazda.com/jp/investors/
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■ 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

■ 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、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
れ日常業務の企画と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。

157

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
　● 有権者
　● 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）
● 地域自治体との交流・意見交換（随時）
● ヒアリング対応・情報提供など（随時）
● 産学官での協働などを通じた対話・連携・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）

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。
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■ 社外での取り組み（2013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2013
年度は以下のような具体的活動を行いました。

■   「マツダデザイン」について深く知りたいとの要望に応え、「魂
こ ど う

動デザイン」に焦
点を当てた双方向コミュニケーションの場を設定。具体的には、従来から実施し
ている環境・安全技術を中心としたイベントで、デザインや生産技術の領域に焦
点を当ててコミュニケーション強化。

■   「社会貢献はもっと社外にアピールすべき」とのご意見については、サステナビリティ
レポートやSNS、社会貢献活動レポートやマツダ短信などを通じ、積極的な情報
開示を継続実施。

■   社員の行動に関するご意見については、社内通達などで従業員の意識向上を
図るための情報を発信。

1.  第8回 サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2014 in 横浜〜「走る歓び」と
「優れた環境・安全性能」の両立〜

2013年度は「魂
こ ど う

動デザイン」をメインテーマにプレゼンテーションを行い、併せてそ
れを支える生産領域の環境技術として、塗装技術「匠塗（TAKUMINURI）」に焦点
を当てました。従来からテーマとしているクルマの環境・安全技術については実車を
交えて将来技術を紹介。また、広島県を中心に活動している「走るオンナ倶楽部」の
紹介と写真展を実施しました。同伴のお子さまのためには、環境と安全を中心に楽し
く遊んで学ぶことができる「キッズプログラム」を並行実施しました。
お客さまとエンジニアを中心とするマツダ従業員が語り合うセッションでは、「最近
のマツダのイメージ」「将来への期待」などをテーマに、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 ： 2014年3月
■   場所 ： マツダR&Dセンター横浜 

参加者 ： 285名（キッズプログラム 17名含む）
＜参加者からのご意見＞

■   デザインへのこだわりや「走る歓び」を大切にしている姿勢が理解できた。
■   魂動デザインを匠の技で作り上げていること、環境に配慮された塗装であるこ

とに感心。
■   内燃機関にこだわりを持っていることに共感。今後も新技術で人々を魅了する

会社であり続けて欲しい。
■   世界で一番安全なクルマづくりを進めてください。
■   マツダが女性向けのイベントや取り組みをしていることに感銘を受けた。
■   今後もユーザーの意見を取り上げてクルマづくりに反映する会社であり続けて

ください。
＜参加した従業員の意見＞

■   エンジニアが「商品に込めた想い」はお客さまに確実に伝わっていることを感じ
ることができた。また、参加者のマツダに対する思い・励ましに感動した。マツダ
を見る目（マツダに対する評価）がどう変わってきているかを職場に伝え、何が
私たちに足りないか、どうすればさらによくなるかを考え、行動に取り入れたい。

■   お客さまから直接感想や提案を聞くことができた。お客さまの笑顔を常にイメージし、
期待に応え、それを超える商品を提供していくことが私たちの使命だと感じた。

ステークホルダーエンゲージメントの実施
a 魂動デザインのプレゼンテーション

b キッズプログラム

c マツダ従業員とのフリートーク

a b c
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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を実施しています。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。2013年度は、アテンザやCX-7
など計3回のミーティングが開催され、計約100名（70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＞

■   オーナーズミーティングを機に、マツダの研究開発拠点を見学できて良かった。
■   開発者からクルマの魅力を聞くことができて、ますます自分のクルマが好きになった。
■   オーナーと開発者との交流の場として、これからも開催してほしい。

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、立ち上げた「走るオ
ンナ倶楽部」は、活動2年目を迎えました。2013年度は、100人女子会を皮切りに、
フォトコンテスト、カート大会、女性開発者のトークセッションなど、クルマに焦点を当
てたイベントを実施し、より多くのお客さまに参加いただきました。今後は活動の場
を広島から一歩踏みだし、一人でも多くの女性にクルマの魅力をお伝えし、マツダ・ファ
ンになっていただくことを目指します。
＜参加者からのご意見＞

■   クルマの楽しさやマツダのものづくりの姿勢に触れ、クルマへの愛着やイベント
への参加意識が高まりました。

■   女性だけの「走る」イベントは、安心して参加できるのでもっと開催してほしい。
■   開発者の方のお話を聞いて、自分の車をもっと大切にしようと思いました。
■   ぜひ、広島以外でもやってください。首を長くして待っています。
■   子どもの手が離れたら、ずっと憧れていたロードスターを買いたいです。
■   マツダの方は、いつもユーザーの近くにいてくれるのが大きな魅力です。

4.学生からのヒアリング
2014年4月入社予定の大学生・大学院生から「マツダ会社案内／マツダサステナ
ビリティレポート［ダイジェスト版］2013」（ドラフト段階）について貴重な意見をいた
だきました。

■   開催時期 ： 2013年8月
■   場所 ： マツダ本社
■   参加者 ： 大学生・大学院生 約40名

＜参加者からのご意見＞
■   環境、安全の技術や戦略について理解できた。
■   ライフサイクルで環境に取りんでいるのがよい。
■   CSRの取り組み6つをわかりやすく書いてほしい。
■   SKYACTIV技術をもっと詳しく記載してほしい。
■   お客さまの声の掲載がほしかった。

d オーナーズミーティング

e 走るオンナ倶楽部

e

d



Mazda Sustainability Report 2014160

5.広島市南区・府中町町内会長懇談会
本社（広島）の敷地に隣接する地域の町内会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、併せて工場見学を実施しました。

■   開催時期 ： 2013年11月
■   場所 ： 本社（広島）

＜参加者からのご意見＞
■   清掃活動をはじめとするマツダのさまざまな地域貢献活動をもっと社外にアピー

ルすべきだと思う。
■   マツダの人材派遣制度（スペシャリストバンク）（P84参照）を利用し、町内活動

を活性化したい。
■   清掃活動対象地域外にごみが目立つところがあるので、対象地域を増やすよう

検討してほしい。

6.平成26年度 西浦地域自治連合会評議会（総会）
西浦地域の各地区自治会の会長および女性部長へ「防府工場の環境取り組み」を
ご紹介し、防府工場が地域にもたらす影響などに関するアンケートにご協力いただ
きました。その中で問題提起された、自転車通勤者の夜間無灯火については、関連
会社のご協力をいただき改善に取り組みました。　
この他、例年通り、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 ： 2014年4月
■ 場所 ： 山口県防府市 西浦公民館

■ 社内での取り組み（2013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生かしています。
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 ： 2013年12月〜2014年1月 計32回開催
■ テーマ

①マツダサステナビリティレポート2013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。
加えて、産学官連携を通じた従業員採用、人材育成、人材輩出で地域に貢献しています。

産学官連携活動
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■ 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。
＜2013年度の活動＞ 

■   4月と10月にマツダとひろしま産業振興機構を含む官公庁および広島大学の
トップが集まり、報告・議論や共同研究活動・補助金事業状況の共有化を行い、
2014年度の活動計画に合意しました。2013年度からの新たなプロセスとして、
具体的な課題と対応策について議論した結果をトップに上程できるよう、官公
庁とマツダの実務者レベルでの定例会議を実施しています。

■   地域への情報発信としてニーズとシーズとのマッチングを目的としてサプライヤー、
大学、公設試験研究機関による技術提案会を開催し、31件の共同研究検討項
目を特定しました。中国地方ほか、中部3県（岐阜県、愛知県、三重県）と四国（香
川県）でのニーズ発信会、技術展示会および提案会を実施し、他地域との連携
を強化しました（2014年度は対象地域をさらに拡大予定）。

　■ 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。
2013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（7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。
マツダと広島大学が共同提案した「精神的価値が成長する感性イノベーション拠点」
は文部科学省平成25年度「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM※1）」
に採択され、2014年4月1日に同拠点を広島大学構内に開設しました。プロジェクト
リーダーはマツダが務め、今後9年間をかけて脳科学・光技術・情報技術を駆使した
感性の可視化・生体センシングの技術基盤を構築し、お客様との間に特別な絆を持っ
た商品の実現を目指す計画です。
共同研究に関しては、2013年度は34件を実施するとともに、共同研究に連動した
形で10名のインターンシップ生をマツダの7つの部門で受け入れ、企業活動の中で
課題解決を経験することで骨太エンジニアとしての基礎を学ぶ場を提供しました。
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。
2013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。 ※ 1 Center of Innovation Science and Technology based  

Radical Innovation and　Entrepreneurship Programの略。
COI STREAMのコンセプトは、「10年後、どのように『人が変わる』のか、

『社会が変わる』のか、その目指すべき社会像を見据えたビジョン主
導型の研究開発プログラム」であり、既存の概念を打破し、これまで
にない革新的なイノベーションを創出するイノベーションプラットフォー
ムを日本に整備することを目的とするもの。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/coi/1340937.
htm

広島大学とのインターンシッププログラム
2013年11月から2カ月間、広島大学流体工学研究
室の学生3名をマツダのパワートレイン開発本部が
受け入れました。

最先端技術を対象とする共同研究と並行して、学生の
能力向上にも取り組んでおり、この度インターンシップ
生を受け入れました。現実の商品開発は非常に高度で
複雑です。その一部を自ら体験することにより、研究の
価値や本質を深く理解することができたとお聞きしてい
ます。
逆にマツダ側としても、学生の持つ知見を開発に生かす
ことができました。今後も技術、人材の両面から、さらな
る協力関係の拡大・深化を行っていきます。

共同研究は大学教員の研究活性化、企業の開発加速、
大学の社会貢献深化の「三方一両得」（大岡裁きを題材
とした落語「三方一両損」の逆）と言ってきました。このプ
ログラムにより、学生に対する教育効果向上が加わり「四
方一両得」になりました。学生は実務を通じて研究意欲
を一段と高めるとともに、コストや工数を考慮し研究を
実用化することの難しさを学ぶことができました。2014
年度は夏休み期間での実施を検討いただきたいと思い
ます。

パワートレイン開発本部エンジン性能開発部
ＰＴ解析Ｇr. マネジャー 横畑 英明

広島大学工学研究院 
エネルギー・環境部門 エネルギー工学講座 教授

西田 恵哉 さま

 VOICE

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/coi/1340937.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/coi/1340937.htm
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④東京工業大学
首都圏の大学との連携強化の第一歩として、2013年8月に東京工業大学の産学連
携会員制度に加入しました。2013年度はこの制度を活用して東京工業大学の名誉
教授を本社に招聘し、技術セミナーを開催しました。また、3件の共同研究テーマを
実施しました。
⑤大学訪問
大学との連携のさらなる拡大を目指して、主要大学の産学官連携部門への訪問を
開始しました。2013年度は大阪大学、名古屋大学、山口大学を訪問し、マツダとの
今後の連携の可能性に関し意見交換を行いました。その結果、いくつかのテーマに
ついて技術交流会など新たな連携活動を開始しました。

■ 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（一社）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。2013年度は、第20回ITS世界会議東京2013に参加しました。（P44
参照）。

■ その他の活動
マツダでは、このほかにも、さまざまな産学官連携活動を展開しています。例えば首
都圏では、中央省庁には東京本社が、首都圏の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。

162
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領域 時　期 授与元／評価機関 受賞名称 受賞対象 国
マ
ツ
ダ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ

（P16参照）

お
客
さ
ま
満
足

（
品
質
）

（P23参照）

お
客
さ
ま
満
足（
商
品
）

2013年11月

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会
2013-2014日本カー・オブ・ザ・イヤー 
エモーショナル部門賞 アテンザ（Mazda6） 日本

2013年11月

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会
2013-2014日本カー・オブ・ザ・イヤー 
スモールモビリティ部門賞 フレア ワゴン※1 日本

2013年11月

特定非営利活動法人日本自動車研究者・ジャーナリスト会議

2014年次ＲＪＣカーオブザイヤー アテンザ（Mazda6） 日本

2013年12月 European Car of the Year Jury ヨーロッパ・カーオブザイヤー・ファイナリスト
2014 Mazda3（アクセラ） 欧州

2013年12月 Circulo de periodistas de automoviles de Chile チリ・カー・オブ・ザ・イヤー：
2014カー・オブ・ザ・イヤー（総合第1位） Mazda6（アテンザ） チリ

2014年1月 AJAC（Automobile Journalists Association of Canada） 2014 カナダ・カー・オブ・ザ・イヤー Mazda6（アテンザ） カナダ

2014年1月
Automotive Journalists in Cooperation with the Car  
Importers Association (SDA) and the Automotive 
Industry Association (SAP). 

チェコ・カー・オブ・ザイヤー2014 Mazda6（アテンザ） チェコ

2014年1月 Canadian Automotive Jury CAJ 2014 ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード Mazda3（アクセラ） カナダ

2014年3月

World Car Award
2014 ワ－ルド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー 
トップ3 ファイナリスト Mazda3（アクセラ） ワールド

2014年3月

World Car Award
2014 ワ－ルド・カー・オブ・ザ・イヤー 
トップ3 ファイナリスト Mazda3（アクセラ） ワールド

お
客
さ
ま
満
足（
安
全
）　

2013年5月 JNCAP 平成24年度 ファイブスター賞 CX-5 日本

2013年9月 Euro NCAP 2013年評価 5つ星（ファイブスター） Mazda6（アテンザ） 欧州

2013年11月

JNCAP

平成25年度 ファイブスター賞 アテンザ（Mazda6） 日本

2013年12月 IIHS 2014 トップセーフティピック＋（プラス） CX-5 米国

2013年12月 Euro NCAP 2013年評価 5つ星（ファイブスター） Mazda3（アクセラ） 欧州

2013年12月 IIHS 2014 トップセーフティピック＋（プラス） Mazda3（アクセラ） 米国

2013年12月 IIHS 2014 トップセーフティピック＋（プラス） Mazda6（アテンザ） 米国

2014年1月 米国NCAP 2015モデルイヤー 5つ星（ファイブスター） CX-5 米国

2014年2月 米国NCAP 2015モデルイヤー 5つ星（ファイブスター） Mazda6（アテンザ） 米国

2014年6月 米国NCAP 2015モデルイヤー 5つ星（ファイブスター） Mazda3（アクセラ） 米国

2014年8月 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 第8回キッズデザイン賞「内閣総理大臣賞」 MAZDA TECHNOLOGY FOR KIDS※2 日本

163

2013年度 社外からの主な評価

※1  スズキ スペーシア＆スペーシアカスタムとともに受賞
※2  「マツダ・テクノロジー・フォー・キッズ」。子どもたちの視点から安全・安心を考え子どもを大切にするという思いを込めたマツダの自動車技術の総称。
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領域 時　期 授与元／評価機関 受賞名称 受賞対象 国

環
境
保
全

2013年4月 文部科学省
平成25年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰
科学技術賞（開発部門）

新世代高効率直噴ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G」 日本

2013年4月 公益社団法人発明協会 平成25年度全国発明表彰　発明賞 新世代高効率直噴ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G」 日本

2013年4月 一般社団法人日本機械学会 2012年度 日本機械学会賞（技術） 新世代高効率クリーンディーゼルエン
ジン「SKYACTIV-D」 日本

2013年4月 公益社団法人新技術開発財団 第45回 市村産業賞 功績賞 新世代高効率クリーンディーゼルエン
ジン「SKYACTIV-D」 日本

2013年4月 日刊工業新聞社 第42回日本産業技術大賞
審査委員会特別賞

新世代高効率クリーンディーゼルエン
ジン「SKYACTIV-D」 日本

2013年5月 公益社団法人自動車技術会 第63回自動車技術会賞 論文賞 新世代高効率直噴ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G」 日本

2013年5月 公益社団法人自動車技術会 第63回自動車技術会賞 技術開発賞 減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」 日本

2013年5月 公益社団法人自動車技術会 第63回自動車技術会賞 技術開発賞 超薄肉軽量バンパの開発 日本

2013年5月 公益社団法人自動車技術会 第63回自動車技術会賞 浅原賞技術功労賞 自動車用ボルト締結技術の研究開発
への多大な寄与 日本

2014年1月

一般財団法人省エネルギーセンター
平成25年度省エネ大賞・経済産業大臣賞

（製品・ビジネスモデル部門） SKYACTIV技術 日本

2014年1月

一般財団法人省エネルギーセンター
平成25年度省エネ大賞・資源エネルギー庁
長官賞（省エネ事例部門） 新塗装技術「アクアテック塗装」 日本

2014年2月 一般財団法人機械振興協会 第11回新機械振興賞 機械振興協会会長賞 新世代高効率クリーンディーゼルエン
ジン「SKYACTIV-D」 日本

2014年4月 一般社団法人日本機械学会 2013年度 日本機械学会賞（技術） 新世代高効率オートマチックトランスミッ
ション「SKYACTIV-DRIVE」 日本

2014年5月 公益社団法人自動車技術会 第64回自動車技術会賞 技術開発賞 新世代高効率クリーンディーゼルエン
ジン「SKYACTIV-D」 日本

人
間
尊
重

（
技
能
）

（P128参照）

そ
の
他

2013年4月 文部科学省
平成25年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰　
創意工夫功労者賞

砂型による薄肉鋳造品の
製造方法の考案 日本

2013年4月 文部科学省
平成25年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰　
創意工夫功労者賞

自動変速機組立ライン　
からくり改善 日本

2013年10月 経済産業省 第5回ものづくり日本大賞:経済産業大臣賞 マツダ「モノ造り革新」 日本



01 02 04 07 10

05 08 11

06 09 12

03

剣淵自動車試験場

中国技術支援センター（中国）
マツダ モーターヨーロッパ（ドイツ）

マツダ ノースアメリカン
オペレーションズ（米国）

中札内自動車試験場

マツダ R&D センター横浜

三次事業所

美弥自動車試験場
防府工場

東京本社

本社・本社工場

エクアドル

ロシア※3

メキシコ※1

タイ

台湾※2

ベトナム※2

中国

ジンバブエ

南アフリカ

マレーシア※3

01. 本社  02. 本社工場  03. 防府工場  04. 三次事業所  05. 東京本社  06. マツダR&Dセンター横浜  07. メキシコ  08. ロシア  09. 中国  10. タイ  11. ベトナム  12.  マレーシア

★ 本社兼生産拠点
● 研究開発拠点（自動車試験場含む）
▲ 生産拠点
■ 渉外・営業・広報の拠点
　 生産拠点兼自動車試験場

■ 主要拠点の詳細はアニュアルレポート2014（P17）参照　http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
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※1 2014年1月に稼働開始
※2 一部車種は現地組立（生産台数は公表対象外）
※3 現地組立のみ（生産台数は公表対象外）

拠点紹介（2014年6月30日時点）

有価証券報告書
2014年3月期
http://www.mazda.com/jp/
investors/library/s_report/

マツダ技報
http://www.mazda.com/jp/
technology/gihou/

アニュアルレポート 2014
http://www.mazda.com/jp/
investors/library/annual/

ウェブサイト  株主・投資家情報
http://www.mazda.com/jp/
investors/

ウェブサイト 会社概要
http://www.mazda.com/jp/about/

財務情報・その他情報

http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/technology/gihou/
http://www.mazda.com/jp/technology/gihou/
http://www.mazda.com/jp/investors/
http://www.mazda.com/jp/investors/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/s_report/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/s_report/
http://www.mazda.com/jp/about/
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英国

販売
生産

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

13,534販売
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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

MPV
（海外名 : Mazda8）

BONGO
ボンゴ
販売
生産

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
販売
生産

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
生産

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-7
販売
生産

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

主要商品ラインアップ主要商品ラインアップ

66,060

10,562

3,979

7,049

52,597

318,057

256,439

132,316

351,045

11,976

36,787

1,404

2013年度グローバル販売トップ10市場

196,483

69,685
100,000100,000

50,00050,000

150,000150,000

200,000200,000

250,000250,000

44,164 42,620
34,61234,759

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

47,430

104,177

283,720

243,595

BIANTE
ビアンテ

BT-50

Roadster
ロードスター（海外名 : MX-5）

PREMACY
プレマシー（海外名 : Mazda5）

CX-5

ATENZA
アテンザ（海外名 : Mazda6）

DEMIO
デミオ（海外名 : Mazda2）

AXELA
アクセラ（海外名 : Mazda3）

CX-9

※掲載車種は2014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　※販売台数は2013年度販売台数　※生産は現地組立のみ（生産台数公表対象外）のエリア含む　
※国内で発売しているOEM車両は次のとおり　キャロル、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー、スクラムシリーズ、ファミリア（バン）、タイタン

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数
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証券会社 118,309 千株
3.9％
株式の所有者別の状況

金融機関
886,732 千株

29.6％

外国法人など
1,268,615 千株

42.3％

その他の法人
265,631 千株

8.9％

個人・その他
460,090 千株

15.3％

※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・大洋州に含みます。

地域別販売台数構成比

3％
中南米 42,341 台

中国 196,483 台
15％

中近東／アフリカ 50,879 台
4％

北米
388,164 台

29％

欧州  206,724 台
16％

アジア・大洋州
202,728 台

15％

日本 243,595 台
18％ （億円）

（3月期）2012

35,000

20,331

2013

22,053

2014

26,922

2011

23,257

2010

21,639

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

売上高

（3月期）

20,000

19,000

21,000

22,000

18,000

0 2013

19,786

2014

22,460

2012

19,159

2011

17,718

2010

19,478

（3月期）

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2012

4,744

2013

5,132

2014

6,768

2011

4,305

2010

5,098

0（3月期）

1,200

1,000

800

600

400

200

2013

899

2014

994

2012

917

2011

910

2010

852

0

2011

447

2012

780

2013

772

2014

1,332

2010

298

（億円）

（3月期）

1,000

1,500

500

0

設備投資

総資産 純資産研究開発費
（億円） （億円）（億円）

合計
1,330,914台

連結財務ハイライト（2014年3月31日現在）

構造改革プランの4つの施策と今後の取り組み

-500

-1000

-387

23895500

-500

-1000

1,000

1,500

0

（億円）

（3月期）

2011 2012 2013 2014

1,821

539

2010

営業利益

500

1,000

1,500

0

（億円）

（3月期）

2011

-600

2012 2013 2014
-1,077

343

1,357

2010

-65

当期純利益

利益成長イメージ

USドル

ユーロ

販売台数（千台）

（3月期） 2008

1,363

1,621

4.7

−1.9

2.4

6.8 7.2 7.0％以上

114
162

1,247

−387

79
109

1,235

539

83
107

1,331

1,821
2,100

2,300億円

100
134

1,420

100
135

1,520

100
135

2012 2013 2014 2015（見通し） 2016（見通し）

30％
50％

70％ 85％ 以上
SKYACTIV搭載比率営業利益（億円）

売上高営業利益率（%）

SKYACTIVによるビジネス革新
● 正価販売を継続、フリート販売を抑制しつつ台数成長を実現
● SKYACTIV商品のラインアップ拡充

● 競合力維持・強化に向けたSKYACTIV搭載車両の商品改良を実施
● 広告宣伝活動を強化、ブランド戦略を加速

モノ造り革新による
さらなるコスト改善の加速

● 新型「アクセラ」以降の新商品においても品質の維持・向上と
　コスト改善を推進

● 開発／設備投資の効率化を強化
● グローバル最適調達を推進

新興国事業強化と
グローバル生産体制の再構築

● メキシコ工場の本格稼働および能力増強を実施
● タイ新オートマチックトランスミッション工場の計画通りの立ち上げ

● ロシア、マレーシアにおける現地生産も拡大

グローバルアライアンスの推進 ● 商品／技術／地域の補完を目指すアライアンスを引き続き推進

マツダブランド価値の提供
「走る歓び」を感じる
マツダらしい商品／サービス

（走り／デザイン／環境・安全性能／カスタマーケア）
の提供を通じてお客さま満足を最大化

● SKYACTIVモデルの拡充
● 正価販売と台数成長を両立
● 商品／ブランド宣伝強化

● 将来への成長投資の継続
● 安定的な収益構造の実現
● 株主還元の着実な向上

マ
ツ
ダ
ブ
ラ
ン
ド
価
値
経
営
の
推
進

合計
2,999,377千株
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2014
2014

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
             当社に移転（～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

1965.5   三次自動車試験場開設

1966.11 宇品乗用車専用工場操業開始

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操業開始

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）設立

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

1990.1   北海道剣淵耐寒自動車試験場開設

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)」設立

1996.3   マツダ、ホームページ開設

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開設

2002.4  新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」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」策定

2006.5   美祢自動車試験場開設

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

2012.2　「構造改革プラン」発表
           「中長期施策の枠組み」強化

2010.4   「中長期施策の枠組み」発表

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」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」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締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任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
              起工式実施
2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式実施

1931.10
マツダ初の自動車、
3輪トラック「マツダ号DA型」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

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

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台達成

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

2013.11 
「アクセラ」発売
「ガソリン」「ディーゼル」
「ハイブリッド*」を
同一車種で国内市場に投入
*トヨタから技術提供2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点

　　　　 「MMVO」操業開始
2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
　　　　 「MMVO」操業開始

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
（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）
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2014
2014

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
             当社に移転（～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

1965.5   三次自動車試験場開設

1966.11 宇品乗用車専用工場操業開始

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操業開始

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）設立

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

1990.1   北海道剣淵耐寒自動車試験場開設

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)」設立

1996.3   マツダ、ホームページ開設

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開設

2002.4  新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」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」策定

2006.5   美祢自動車試験場開設

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

2012.2　「構造改革プラン」発表

2010.4   「中長期施策の枠組み」発表

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」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」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締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任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
              起工式実施
2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式実施

1931.10
マツダ初の自動車、
3輪トラック「マツダ号DA型」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

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

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台達成

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

2013.11 
「アクセラ」発売
国内市場では「ガソリン」

「ディーゼル」「ハイブリッド*」
を導入
*トヨタから技術提供2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点

　　　　 「MMVO」操業開始
2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
　　　　 「MMVO」操業開始

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
（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）
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ガイドライン対照表
GRI「サステイナビリティレ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、本レポートにおいて関連する内容を
掲載したページを記載しています。 

170

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
3-5

1.2 主要な影響、リスクおよび機会に関する記述 3-5、6-9、12
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 166
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、165
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、165
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） 165、166

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） 167
・ 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） 167
・ 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）

1、3、10

2.10 報告期間内に受けた賞 9、45、128、139、163-164
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、12、160、157-162

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、76、79、80

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 60
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 170-173
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

141、142

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） 141

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 141
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 141、142

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 141

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 141、143、147、148

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 13

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

2、6、12、48-51、70、
83、125、137、147
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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

12、13

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

143、144
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 12、13、70

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

40

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

157
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 158-162
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 157-162

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

20、24、29、34、150-
152、157-162

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 3-5、6-11
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 89、102、106、167

●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 2、4、49-51、79
●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、
6.8.7 150-154

●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

83、102、106

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 2、3-5、12-17、
48-52、76-78

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
80

●EN2. リサイクル由来の使用原材料の割合 64-66、80
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

60、61、80
●EN4. 一次エネルギー源ごとの間接的エネルギー消費量 60、80
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 60

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 52-59

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 77、62
水
●EN8. 水源からの総取水量

6.5、6.5.4
80

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 70
EN13. 保護または復元されている生息地 70

171
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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 70

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
60、62、80

●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 80
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 60、62
●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

73、80
●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 73、80
●EN21. 水質および放出先ごとの総排水 73
●EN22. 種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量 80
●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 55-59、64-66、80

●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 64-66、80

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 該当なし
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 62、63、65、80
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 80
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 3-5、12-17、125、137
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
133

●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 133
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、6.4.4 129-131、134-136
●LA15. 性別ごとの育児休暇後の復職および定着率 6.4、6.4.4 130
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、6.4.5 136

●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 133

●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
134-136

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 133
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、6.4.7 127

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、6.8.5 125-128

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、6.4.7 127
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、
6.4.3 133

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

4、5、12-17、137、
150

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、
6.6.6 150

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、6.3.5 137-139
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

12、147、150

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

12、147、150

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、
6.3.5 137-139

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、6.3.6 138
社会
マネジメント・アプローチの開示 6.2、6.6、6.8 4、5、12-17
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 83

●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 

10
●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 10
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
143

●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 147、148
●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 4、12-17、19
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 
19

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 21
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 19、21、22

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
27

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

　マツダは2016年へ向けての「中長期施策の枠組み」を
強化する「構造改革プラン」を推進され、すでに着実に成果
を出されています。SKYACTIVにより技術面に加えて、デ
ザイン性や環境・安全性の向上を実現し、さらに「モノ造り
革新」に基づきコスト改善も達成しています。
　今年度のサステナビリティレポートでは、マツダのブラン
ド価値経営の推進について本格的な記載が初めてされて
います。近代まで国内の鉄の半分以上が生産された中国
地方、その中で日本一の移民県だったこともある広島で、
1920年にマツダが誕生しました。マツダは開拓者のチャ
レンジ精神とモノづくりの創意工夫の精神にあふれる広
島で育ち、原爆投下後もわずか4カ月で3輪トラックの製
造を再開しました。人々に勇気と希望を与えたという輝か
しい歴史を持つ企業です。2020年に創業100周年を迎
えるにあたり、マツダのヘリテイジを社内外に伝え、このす
ばらしいスピリットを持つマツダのブランド価値を広く知っ
てもらおうと、今年になって本格的にこのコミュンケーショ
ンを始められました。
　このマツダのチャレンジ精神と独創性は世界が評価す
る結果となって表れています。「ワールド・カー・デザイン・オ
ブ・ザ・イヤー」に2013年と2014年の2年連続でトップ3ファ
イナリストに選ばれ、日本企業で初となる快挙を達成され
ています。他社に追随するのではなく、むしろ他社とは違う
視点でこれまでの常識を打ち破り、新たな次元を目指すた
めに一丸となれる会社であるのを感じます。
　マツダは広島に根差しながら世界の120以上の国でビ
ジネスを展開するグローバル企業です。現在は国内で製
品の70%以上を生産していますが、将来的には海外生産
比率50%にすることを目指しておられます。今後、世界中
でビジネスを拡大していくにあたり、グローバルCSRの舞
台でも広く知られ、尊敬される会社となるために、いくつか
提案させていただきます。

■ 国内におけるCSR実践については、網羅的に詳細に記
載されていますが、海外におけるCSR実践についての記載
をもっと拡充することが必要です。例えば、CSRについて
理解を深めるためのさまざまな研修が国内では実施され

ていますが、海外の従業員についてはどのようなCSR研
修が行われているのかについての記載がありません。また、
現在米国はマツダが進出している市場で最も販売台数の
多い国ですので、「お客さま満足」について、米国市場では
どんなことを実践し、その成果は何だったかについての記
載がほしいところです。ビジネスの重点にCSRの実践が重
なれば、さらなる一体感をもって歩むことができると思います。

■ 2014年1月から生産開始したメキシコの新工場MMVO
は、メキシコで生産開始前に環境ライセンスを取得した初
めての自動車工場ということで、建設の段階から、地域と
意見交換を重ねながら環境配慮をしていることは特筆に値
します。渡り鳥が生息できるような自然を用意したり、敷地
周辺の排水路の維持管理へ積極的に参画したりするなど、
工場の操業当初から地域と関わり合いながら進めている
ことはすばらしく、まさにステークホルダーエンゲージメント
のモデルケースといえます。ただ、MMVO以外の海外の工
場周辺における大気や水などの汚染防止の取り組みにつ
いての記載がありません。工場の近隣地域にとっては、環
境汚染については関心事である場合が多いため、日本の
工場について開示している大気・水データと同様のものを、
海外の工場についても開示されることを期待いたします。

■ 世界でビジネスを展開するマツダは、海外の主だった拠
点においても社会貢献活動推進者を配置して現地のニー
ズを捉えながら、さまざまな活動を展開し、それを情報開示
することで地域とのコミュニケーションにも努めておられます。

「三つの柱」として「環境・安全」「人材育成」「地域貢献」を
掲げつつも、マツダが進出している国や地域において、現
地のニーズに柔軟に応えられるようにと、ゆるやかなルー
ルとして運用されています。しかし世界企業の社会貢献の
トレンドとしては、慈善活動的なものではなく、「企業の力
をもって解決すべき世界課題は何かを定め、それについて
世界中で取り組む」ということになってきています。今後は、
マツダが解決していくべき世界課題は何かを特定し、その
課題解決に向けて世界中のマツダで取り組んでいくこと
を推奨いたします。

マツダ株式会社および国内・海外のマツダグループ各社のCSR活動とその情報開示に関し

て、「マツダサステナビリティレポート2014」の記述と、マツダ本社での工場見学および 

意見交換を踏まえて、第三者意見を述べます。

CSRアジア 日本代表
赤羽 真紀子 氏






