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2050年カーボンニュートラル
への挑戦
マツダは、2050年でのカーボンニュートラルに挑戦することを
宣言しました。その実現に向けて、商品と事業活動を通じた、ク
ルマのライフサイクル全体でのCO2排出削減の取り組みを推進
していきます。

商品環境性能についてのマツダの考え方
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
選択肢（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。

地球温暖化への対応
マツダは自動車産業の使命として、クルマの製造・使用・廃棄と
いうライフサイクル全体を視野に入れて、CO2を中心とする温室
効果ガスの本質的な排出削減を最優先課題の一つととらえて
います。走行時（Tank-to-Wheel）のみならず、燃料採掘／精製／ 

発電時（Well-to-Tank）を含んだ「Well-to-Wheel」視点で、最
も寄与できる状態にしたいと考えています。世界各地のエネル
ギー源・発電形態などを考え、複数の選択肢（マルチソリュー
ション）を持つことで、それぞれの地域に最適なCO2の排出削減
に貢献します。

ライフサイクルアセスメント（LCA）
マツダは、クルマの原料調達・製造・使用・リサイクル・廃棄まで
の各段階における環境影響を算出し評価する手法、ライフサイ
クルアセスメント(LCA）を、クルマのライフサイクルにおける環
境負荷低減の機会を特定する手段として2009年より採用し、各
段階における環境負荷低減に向けた活動に積極的に取り組ん
でいます。また、環境性能に関わる新技術においては、国際規格
（ISO14040／ISO14044）に準拠した手法に基づき、客観性
と信頼性を担保した評価を進めています。

LCA視点でのマルチソリューションでの技術開発
2018年度には、世界5地域における内燃機関自動車と電気自
動車(EV)のライフサイクルでのCO2排出量を評価し、地域ごと
の電力の状況や燃費／電費、生涯走行距離などによって、内燃
機関自動車とEVのライフサイクルでのCO2排出量の優位性は
変化することが分かりました。
2019年度にはこのようなLCAの結果を国際論文にまとめ、学
会で発表しました。

商品・技術開発における取り組み

クルマのライフサイクル全体でのCO2削減に向け、「Well-to-

Wheel」視点でのCO2削減に取り組む

Well-to-Wheel概念図＊

＊ 化石燃料を採掘して車両走行する場合。

Well-to-Wheel（燃料採掘から車両走行まで）

Well-to-Tank
（燃料採掘から燃料タンクまで）

Tank-to-Wheel
（燃料タンクから車両走行まで）

給油 走行（内燃機関）精製
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Well-to-Wheelの視点

学会発表：
The 9th International Conference on Life Cycle Management (2019年8月）
演題：Estimation of CO2 Emissions of Internal Combustion Engine 
Vehicle and Battery Electric Vehicle Using LCA

学術論文発表：
Sustainability誌、2019、Volume 11、Issue 9、p.2690
題目：Estimation of CO2 Emissions of Internal Combustion 
Engine Vehicle and Battery Electric Vehicle Using LCA
https://doi.org/10.3390/su11092690

マツダのLCAに関する学会/論文発表
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ベース技術進化 ─ SKYACTIV TECHNOLOGY

SKYACTIV  EV
SCALABLE  ARCHITECTURE  PHASE 3

2025年ごろ～

  PHASE 1

  PHASE 2
2019年～

SMALL群
横置き型

LARGE群
縦置き型

SKYACTIVマルチソリューション
スケーラブルアーキテクチャー

SKYACTIVマルチソリューション
スケーラブルアーキテクチャー

直列6気筒 
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ビルディングブロック構想
マツダ車のCO2排出削減・燃費向上の目標達成に向け「ビル
ディングブロック構想」を採用しています。ビルディングブロック
構想では、各国・地域のエネルギー資源、規制、発電形態、インフ
ラの整備状況などを考慮し、最適な制御技術や効率的な電動
化技術を組み合わせ、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド
自動車などを商品化していきます。このビルディングブロック構
想とモデルベース開発(  P85)・「モノ造り革新」(  P84)な
どのプロセス革新の進化により、限られた経営資源の中で、お客
さまの期待を超える商品・技術を提供します。

SKYACTIV技術の継続的進化
革新的技術の総称が「SKYACTIV技術」です。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をゼロ
から見直し、革新的な技術開発を実現しています。2011年に
「SKYACTIV-G」を搭載したデミオ（国内モデル）の導入以降、
順次グローバルにSKYACTIV技術搭載車種を拡大し、2012年
に発売したCX-5以降、SKYACTIV技術をフル搭載した車種を
拡大しています。

商品技術の「ビルディングブロック構想」
(2021年6月公表時点）

※１ 2017年8月時点 マツダ調べ。

直近のSKYACTIV技術
・2019年： ガソリンエンジンにおいて圧縮着火を制御する技術

の実用化に世界で初めて※1めどをつけた新世代エン
ジン「SKYACTIV-X」を含めた新世代技術を順次導
入。このエンジンはガソリンエンジンとディーゼルエ
ンジンの特長を融合した、新しいマツダ独自の内燃
機関であり、優れた環境性能と出力・動力性能を妥
協なく両立しています。

・2020年： 新たに電動化技術「e-SKYACTIV」を搭載した商品
を導入。また、電動化などにも対応できるプラット
フォーム「SKYACTIV マルチソリューションスケーラ
ブルアーキテクチャー」の商品への展開。

・2021年: 直列6気筒型新エンジンでの大排気量と力強いト
ルク特性を持ち、小さいモーターで効果的な環境性
能向上を図った「e-SKYACTIV D」と、マツダ初のプ
ラグインハイブリッドシステムである「e-SKYACTIV 

PHEV」を新たに開発。
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燃費向上への取り組み
マツダは、お客さまの経済的負担を軽減し、地球温暖化要因と
なる化石燃料の使用を低減するため、燃費向上に取り組んでい
ます。 "実用燃費"の向上を重視し、お客さまの使い方の違いや、
外気温の変化などの環境要因などで起こる、燃費変動を抑制す
るため、一部のシリンダー内の燃焼を休止させる「気筒休止」技
術や、効率を突き詰めて磨き上げたエンジンの性能を最大限に
活用し、効率的な電動化技術を組み合わせることで、燃費と走り
の向上を実現させるマイルドハイブリッドシステム「M HYBRID 

(M ハイブリッド)」を採用しています。

電気自動車
電気自動車(EV)においても、「サステイナブル"Zoom-Zoom"

宣言2030」の考え方に則り、開発に取り組んでいます。「Well-

to-Wheel」視点では、クリーン発電で電力をまかなえる地域
や、大気汚染抑制の規制がある地域に対しては、EVなどの電気
駆動技術が最適な解決策と考え、「走る歓び」にあふれたEVの
開発を進めています。ライフサイクルの視点では、適切な容量の
バッテリを搭載していくことで、本質的な地球環境負荷低減に貢
献したい、と考えています。2019年10月、マツダ初の量産EVを
世界初公開し、2020年9月から順次グローバルに発売を開始し
ました。

電気自動車駆動用バッテリーの
リユース技術を活用した
バーチャルパワープラント実証実験
マツダは、中国電力株式会社および株式会社明電舎と、電気自
動車(EV)の駆動用バッテリーをリユースした定置型蓄電池シ
ステムの構築、およびこれを活用したバーチャルパワープラント
(VPP)※1実証試験に共同で取り組む共同研究契約を締結しまし
た。本実証試験では、電気自動車の駆動用バッテリーをVPPの
リソースとしてリユースする可能性を検証するため、複数の駆動
用バッテリーを統合制御するシステムを構築し、再エネを含む分
散型電源などと組み合わせて制御することで、応答性、蓄電池
の劣化特性などを評価します。これにより、再エネの最大限活用、
需給バランス制御などにつながる制御技術の獲得を目指します。
マツダは、このような取り組みにより、クルマとエネルギーの融
合から派生する新たなサービスにつながる技術を獲得し、地球
環境および地域への貢献に取り組んでいきます。

電動化技術の開発
各地域における自動車のパワーソースの適性やエネルギー事情、
電力の発電構成などを踏まえ、適材適所の対応が可能なマルチ
ソリューションを提供できるよう、電動化技術の開発を進めてい
ます。電気駆動ならではの利点を活かし、人間の特性や感覚を
第一に考えたマツダならではの「人間中心」のアプローチで電動
化技術の開発を進めています。

MX-30 EVモデル

＊1  「グリーンイノベーション基金事業/次世代蓄電池・次世代モーターの開発」の詳細はNEDO
ニュースリリースをご参照ください。 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101535.html

マツダは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）から公募された「グリーンイノベーション基
金事業/次世代蓄電池・次世代モーターの開発」*1の研究開
発項目の一つである「高性能蓄電池・材料の研究開発」に対し
て、「次世代高容量高入出力リチウムイオン電池の開発」（以
下、本事業）を提案し、この度採択されました。本事業におい
てマツダは、高容量と高入出力を両立するリチウムイオン電池
（LIB）の開発に取り組みます。

TOPICS 「次世代高容量高入出力リチウムイオン電池の開発」が
NEDOグリーンイノベーション基金事業に採択

※1 一般家庭や工場などが保有する再生可能エネルギー、EV、蓄電池などの多数の分散型電源
を束ねて、あたかも1つの発電所のように統合・制御するもの。
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代替燃料対応技術の開発推進
マツダは、商品を通じたカーボンニュートラルの実現に向けて、
ハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、バッテ
リーEV（BEV）など電動化技術の開発に加え、HEVやPHEVなど
に搭載される内燃機関搭載車に必要な、カーボンニュートラル
燃料（次世代バイオ燃料、合成燃料など）の普及拡大に挑戦する
など、マルチソリューションで環境課題に取り組んでいます。ガソ
リンや軽油といった液体燃料は、優れた貯留性、エネルギー密度
の高さから、自動車など移動体のエネルギー源として重宝されて
おり、エネルギーの多様性による社会全体のエネルギー安全保
障の一翼を担っていると考えています。しかし、地中から採掘され
る石油由来の燃料の使用は大気中のCO2を増加させ、地球温暖
化の一因にもなっています。一方、次世代バイオ燃料や合成燃料
は、大気中のCO2を吸収または回収してガソリンや軽油を製造
できるため、追加インフラを必要とせず、既販車も含めたCO2排
出量削減に大きく貢献できる効果的かつ現実的な環境課題解決
手段の一つと考えています。

バイオエタノール／バイオディーゼ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およびバイオディーゼル
（FAME:脂肪酸メチルエステル）を混合した燃料は、CO2排出
量削減に効果があることから一部の地域で活用されています。
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。

次世代バイオ燃料の普及拡大に向けた取り組み
マツダは、とうもろこしなどの食料を原料とした従来型のバイオ
燃料とは異なり、食料競合や森林破壊といった問題がなく、持続
可能性に優れた微細藻類油脂や使用済み食用油を原料とした次
世代バイオ燃料の普及拡大に取り組んでいます。次世代バイオ燃
料は、従来型のバイオ燃料（バイオエタノールやFAME）とは異な
り、ガソリンや軽油と同じ炭化水素燃料であるため、石油由来燃
料からの100％代替が期待できるエネルギー源と考えています。

微細藻類の研究
将来、次世代バイオ燃料の大量生産を実現する為には、食用油
の原料である植物に比して高い油脂生産能力を有する微細藻
類の大量培養が必要と考え、産学官連携により微細藻類の研究
を進めています。2017年に、広島大学大学院においてマツダと
の共同研究講座として「次世代自動車技術共同研究講座 藻類
エネルギー創成研究室」を開設。国立研究開発法人科学技術振
興機構(JST)が推進する「共創の場形成支援プログラム（COI-

NEXT）」の支援を得て、広島大学や東京工業大学と共に、ゲノム
編集技術などを用いた藻類高性能化研究を継続しています。
2020年には、これまでの研究成果を核に藻類バイオ燃料の商
用化に向けた課題解決の一環として、大崎上島で実施される微
細藻類由来バイオジェット燃料NEDO事業に採択された、一般
社団法人日本微細藻類技術協会（IMAT）に入会しました。

次世代バイオディーゼル燃料の実証
次世代バイオ燃料の実証を通じた普及拡大にも取り組んでいま
す。マツダが参画する、ひろしま自動車産学官連携推進会議（ひ
ろ自連）と株式会社ユーグレナが、 2018年に「ひろしま �Your 

Green Fuel� プロジェクト」を共同で立上げ、次世代バイオ
ディーゼル燃料の原料製造・供給から利用に至るまでのバリュー
チェーン（地産地消モデル）を広島で構築。2020年からディー
ゼルエンジンを搭載したマツダ社用車で実証を継続していま
す。2021年から日本のモータースポーツの一つであるスーパー
耐久シリーズへの参戦、2022年から開始したサンフレッチェ広
島ホームゲームでの選手バス利用などを通じて、次世代バイオ
ディーゼル燃料の実証を拡大しています。
今後もマツダは、次世代バイオ燃料の原料調達・燃料製造・供給
から利用に至るバリューチェーン上のパートナーと共に次世代バ
イオ燃料をはじめとしたカーボンニュートラル燃料の普及拡大
に向けた取り組みを継続していきます。

マツダは、カーボンニュートラルの実現に向け、次世代バイオ
ディーゼル燃料の普及を目的とし、ディーゼルエンジンを搭載
した競技車両に、使用済み食用油や微細藻類油脂を原料とし
た100%バイオ由来の次世代バイオディーゼル燃料を使用し、
2021年11月に岡山国際サーキットで開催された「スーパー
耐久レースin岡山」に参戦＊1、2022年はフルシーズンで参戦
しています。
使用済み食用油や微細藻類油脂というサステナブルな原料か
ら製造される次世代バイオディーゼル燃料は、従来のバイオ
ディーゼル燃料と比べて食料競合のような問題がありません。
また、軽油代替燃料として、既存の車両・設備をそのまま活用
できるため、燃料供給に関連する追加インフラを必要としない
カーボンニュートラル実現への優れた液体燃料として期待さ
れています。
マツダは、次世代バイオディーゼル燃料を使用した車両でレー
スに参戦することで、実証実験を行うとともに、次世代バイオ
ディーゼル燃料の普及拡大を目指すだけでなく、国内のモー
タースポーツの活性化にも貢献していきたいと考えています。

TOPICS 次世代バイオディーゼル燃料でモータースポーツ参戦

MAZDA SPIRIT RACING Bio concept DEMIO

＊1  100%バイオ由来の次世代バイオディーゼル燃料の実証実験として、株式会社ユーグレ
ナからのバイオ燃料供給を受け「MAZDA SPIRIT RACING Bio concept DEMIO」
としてST-Qクラスに参戦

mazdaSusRepo22＠02地球-019-028.indd   22mazdaSusRepo22＠02地球-019-028.indd   22 2022/11/28   10:322022/11/28   10:32



サステナビリティ 地 球 人 社 会 地球・人・社会 マネジメント データ集・資料

MAZDA SUSTAINABILITY REPORT 2022

23

2050年カーボンニュートラルへの挑戦  |  資源循環  |  環境保全の考え方・推進体制  |  環境マネジメント  |  環境負荷軽減への取り組み  |  生物多様性の保全

車両の軽量化を実現するための技術開発
マツダは、構造そのものが軽量に設計されたSKYACTIV技術の
ほか、細部に至るまで、軽さのための新技術も積極的に取り入
れています。樹脂やアルミ材や高張力鋼板など軽さと強さを兼
ね備えた材料を使用し、軽量化を徹底的に追求しています。

クラストップレベルの軽量バンパーを実現する
自動車部品用樹脂材料
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
造し材料使用量の大幅な削減が可能となるため、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
ました。薄肉化による成形時の冷却時間を短縮したことに加え、
CAE解析技術の活用などにより、バンパーの成形時間を約半
分に短縮し、製造時の消費エネルギーを大幅に削減することが
できました。マツダでは、この樹脂材料を採用した軽量バンパー
をさらに約4％低比重化し、クラス※1トップレベルの軽量バン
パーを新世代商品群に順次搭載しています。2019年度はCX-

30、2020年度はMX-30 2021年度はCX-5、2022年度には、
CX-60に搭載しました。

アルミ電線を使用した軽量ワイヤハーネス
従来と同等の接続信頼性（品質）を保ちながら、車両の軽量化が
可能となるアルミ電線を使用した軽量ワイヤハーネスを開発しま
した。この軽量ワイヤハーネスを2015年発売のロードスター／
MX-5に搭載して以降、順次搭載車種※2を拡大しています。2022

年度はCX-60に搭載しました。

ロードスター／MX-5のアルミ電線
キャパシターとDC-DCコンバーターの接続
DC-DCコンバーターとバッテリーの接続

アルミ電線

※1 排気量1500cc~2000ccクラス 2017年3月時点 マツダ調べ。
※2  搭載車種（2022年11月時点）：ロードスター／MX-5、MAZDA 3、CX-30、アテンザ／ 

MAZDA 6、CX-5、CX-8、CX-9、CX-60、MX-30。
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エネルギーの効率的な利用を推進するとともに、生産・物流領
域において排出されるCO2量の削減に取り組んでいます。

生産・物流における取り組み

【生産】省エネルギー／CO2排出量削減への取り組み
＜2021年度実績（2013年度比）＞
■ 国内主要4拠点※1でのCO2総排出量は2013年度比で37.2％
削減(349千t-CO2）

■ 売上高当たりの排出量は44.8％削減（14.9t-CO2／億円）
国内および海外の生産拠点では、設備稼働率の向上、サイク
ルタイムの短縮やエネルギーの製造から消費までの各段階で
のロス削減活動を進めています。

また「モノ造り革新」を通して、車両1台当たりに必要なエネル
ギーを削減する取り組みを行っています。「モノ造り革新」とは、
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、品質とブランド価値を向上させ、かつ利益率を高めるため
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
のための取り組みです（  P84）。
■ 素材領域：鋳鍛造製品の薄肉化による素材重量の削減、鍛造
サイクルタイム短縮や溶解・熱処理設備能力のダウンサイジ
ングによるエネルギー使用量削減。
■ 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
させることで、より高効率な混流生産を実現。ラインの整流化
や集約・統合による効率的生産を追究。
■ 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削
減、スクラップからの部品取りにより鋼板材料の使用量削減。複
数の部品をひとつの金型から同時に成形するマルチプレス加工
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。
■ 塗装領域：塗膜機能の集約と高効率塗装技術によって実現し
た新水性塗装技術「アクアテック塗装」の宇品第2工場への導
入を完了。またグローバル生産拠点に展開し、エネルギーを
削減するとともにVOC (揮発性有機化合物）の排出量を大幅
に低減。

国内主要4拠点におけるCO2排出量／
売上高当たりのCO2排出量の推移

＊ 国内主要4拠点におけるCO2排出量算出は、日本自動車工業会（カーボンニュートラル行動計画） 
の基準に基づく、CO2係数を使用。

  なお、2021年度の電力係数は、2022年9月10日時点で未確定のため、2020年度の電力係数を
  2021年度の実績に使用しています。
＊2021年度の国内主要4拠点におけるCO2排出量に関しては、第三者検証（  P128）を受けた値です。

※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）。
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  温室効果ガス排出量実績（P113）
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再生可能エネルギーの使用
社内電力の再生可能エネルギー※1使用を進めています。
■ 広島本社工場に太陽光パネルを設置し、2021年7月より太
陽光発電設備の稼働を開始しました。発電した電力は、同工
場で生産するMX-30 EVモデルのバッテリー充電工程などの
生産工程に使用します。

■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太陽光発電を設置しています。

2021年度の発電量は、26.6MWhでした。これで得られた電
力は施設の動力・照明などに使用し、CO2排出削減に継続的
に貢献しています。
■ メキシコのマツダデメヒコビークルオペレーションでは、屋外
のソーラー照明設置を実施し、太陽光発電とLEDを活用した
再生可能エネルギーの効率的利用を促進しています。

MX-30 EVモデル充電風景太陽光パネルが並ぶ広島本社
工場建屋の屋上

2022年4月、第54回市村賞＊1（主催：公益財団法人市村清
新技術財団）において、マツダのVOC＊2回収技術が「市村
地球環境産業賞 貢献賞」を受賞しました。
「市村地球環境産業賞 貢献賞」は、地球温暖化防止に関す
る産業分野を対象としており、受賞対象のVOC回収技術は、
自動車の塗装乾燥工程において発生するVOCを、ヒートポ
ンプを利用し回収処理することによって、環境負荷低減およ
び省エネルギーを実現する技術です。
今回の技術では、燃焼によってVOCを除去する従来の方法
に代えて、ヒートポンプで水蒸気を凝縮させた水（凝縮水）
にVOC成分を吸着させ、水とともに回収するシステムを採
用することにより、塗装乾燥炉からの排気ゼロを実現しまし
た。これにより、従来比63％のCO2削減（年間で約710トン
の削減）を見込んでいます。また、システム内の熱や水を再
利用することにより、水資源や電力の節減にも貢献します。
同技術は既に一部の工場塗装ラインにおいて導入しており、
今後も順次展開していく予定です。

TOPICS
VOC回収技術が 
「市村地球環境産業省貢献賞」を受賞

「VOC回収式乾燥システム」の仕組み

気液分離
【4】循環システム

【3】熱の再利用

【2】湿度制御

【1】水の再使用

回収

循環

水の取込み

VOC吸着

冷却

湿度センサー

スプレー

ヒート
ポンプ

水VOC

至：社内水資源再生場

凝縮水ドレン

熱交換器

＊1 市村賞は科学技術の進歩や産業の発展に貢献した技術開発者を「市村産業賞」、「市村学
術賞」、「市村地球環境産業賞」、「市村地球環境学術賞」の4つの分野で表彰。

＊2 Volatile Organic Compounds：揮発性有機化合物

 太陽光発電レポート

※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。

  再生可能エネルギー発電量実績（P114）
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【物流】輸送時のCO2排出量削減の取り組み
マツダは物流会社、販売会社、他の自動車メーカーなどと協働
し、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と
ともに、サプライチェーン全体を通した高効率な輸送によりCO2

排出量の削減に取り組んでいます。
＜2021年度実績＞
■国内総輸送量は約4.5億t-km

2021年度は、輸送量t-km当たりのCO2排出量を2013年度比
11.6％削減しました。

＜具体的な取り組み＞
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つの領域における
CO2排出量削減活動に継続的に取り組んでいます。

マツダ

鉄道

自走

積載車自動車
運搬船

自動車
運搬船

鉄道・トラック トラック

鉄道・トラック

鉄道・積載車

鉄道・トレーラーコンテナ船

コンテナ船

トレーラー

トレーラー

船舶

トラック

国
内
・
海
外
お
取
引
先
さ
ま

完
成
車
プ
ー
ル
場

物流
センター 販売会社 お客さま

国内
ポート

海外
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パ
ー
ツ
セ
ン
タ
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会社 販売会社

国内
ポート

海外
ポート 販売会社 お客さま
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コ
ン
テ
ナ
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ー
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成
車
物
流

補
修
用
部
品
物
流

海
外
組
み
立
て

工
場
向
け
部
品
物
流

国内 海外

■サプライチェーンにおけるCO2排出量把握範囲
（　　　現状把握範囲、　　　2030年に向けて）

物流CO2排出量と削減率（国内）
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1. 完成車輸送
＜国内/海外＞
国内自動車運搬船の帰り便を活用した他社との共同輸送の取
り組みなど、輸送量に応じた国内自動車運搬船運用の継続的な
見直しにより、積載率の向上を図りCO2排出量の削減を行いま
した。加えて、海外向けを含め、工場で生産した完成車をできる
だけストレートに船積みする活動の継続により、2021年度は約
350トンのCO2排出量を削減しました。国内・海外自動車運搬
船および積載車に関しては、よりCO2排出量の少ない輸送を実
現すべく、船社を含めた物流会社やエネルギー関連会社などと
の協議・検討を進め、これまでの諸改善を継続しながら、新しい
技術や代替燃料の採用によりカーボンニュートラルの実現を目
指していきます。

  物流CO2排出量実績（P114）
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2. 補修用部品輸送
＜国内＞
補修用部品の輸送においては、モーダルシフト率の向上や、海外
向け部品輸送用として導入していた大型リターナブル容器を国
内輸送に転用し、JRコンテナへの積載率を向上させることにより
CO2排出量削減に貢献しています。2021年度は、鉄道輸送比率
が26％となり約130トンのCO2排出量を削減しました。また、広
島・山口から輸送している補修用のバンパーと一部の板金部品
輸送量の多い関東・関西近辺での生産に切り替えることにより、
輸送距離の短縮を図る検討を進めています。
＜海外＞
メキシコ工場で生産している補修用バンパーの生産を輸送量の
多い北米での生産に移すことで、これまでより約30％の輸送距
離の短縮を図り、2021年度は約150トンのCO2排出量を削減
しました。

3. 生産調達部品輸送
＜国内＞
国内での生産調達部品を輸送するトラックについて、2016年よ
りクラウド型輸配送進捗管理サービス※1の導入を行い、輸送時
の納期短縮・コスト削減・品質向上のほか、ドライバーの負担軽
減、交通渋滞の緩和、効率的な輸送によるCO2排出量の削減な
どに効果を上げています。導入から5年間で600台まで拡大する
計画を進めた結果、2020年度には673台まで拡大し、目標を1

年前倒しで達成しました。このシステムの活用と合わせて荷役
作業の見直しを行うことで、トラック回転率の向上や、工場内で
のトラック待機時間の短縮にも取り組んでいます。
海外組立工場向け部品については、国内お取引先さまでの梱包、
各生産工場で梱包・コンテナへの荷積みまでを行うことで、物流
拠点を経由しないストレートな輸送の拡大を進めています。広島
本社工場および防府工場で生産している海外生産工場向けエ
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。
2021年度はメキシコ工場向け対象部品のCO2排出量を約5ト
ン削減しました。

＜海外＞
海外組立工場向けに日本からコンテナで輸送する梱包について
新標準容器の導入を進めています。これにより、コンテナ内の空き
スペースを解消し、コンテナ本数の削減、輸送トラック便の削減を
図ることができるようになります。また、海外生産工場が必要とす
るタイミングにめがけて部品を輸送することで、不要な部品の在
庫および輸送量の削減にも取り組んでいます。さらに将来を見据
え、CO2排出量の少ない代替燃料をコンテナ運搬船に導入すべ
く船社と協議しています。これらを進めることで、年間約1,700ト
ンのCO2排出量を削減できる見込みです。

※1 ドコモ・システムズ（株）が開発した「物流企業向けクラウド型輸配送進捗管理サービス」。
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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、2021年度は以下をはじめさまざまな取り組みを
実施しました。

「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。

環境月間
　■ 環境活動アンケート

 従業員が日頃から行っているエコ活動についてアンケートを
実施しました。過去に実施したアンケートの結果と比べ、節電
や節水の活動が定着しました。

　■ 環境教育
 従業員一人ひとりが、業務やプライベートなどのあらゆる場面
で、環境について考え、行動できるように、ISO14001の環境
教育訓練の一環として、地球環境問題と国内外の動向、マツ
ダの環境取り組み、職場での環境保全活動についての教育を
実施しました。

オフィスでの取り組み ライトダウン活動
　■ マツダライトダウンキャンペーン
　　 環境意識の醸成のため、マツダおよび国内グループ会社で、

看板照明や屋内照明のライトダウンを実施しました。
　　 2021年6月21日（夏至）と7月7日（七夕）の2日間、20

時から22時までの2時間の消灯で、電力量約8,000kWh、
CO2排出量換算で約4トンの削減となりました。

　　 （参加数） マツダ：12拠点  

国内グループ会社：161社、822拠点
　　 この取り組みは、2011年にマツダの6拠点でのライトダウ
ンから始まり、11回目となる2021年には全国のマツダグ
ループにおいて過去最多となりました。

　■WWF主催 アースアワー2022

　　 マツダおよび国内グループ会社でWWF主催の、世界最大
の地球温暖化防止キャンペーンであるアースアワー2022

に賛同・参加しました。
　　 2022年3月26日の20時半から21時半までの1時間、看板

照明や屋内照明のライトダウンを実施しました。
　　 （参加数） マツダ：12拠点  

国内グループ会社：133社、821拠点
　　 また、広島平和記念公園で開催されたアースアワー啓発イ

ベントに協力会社として参加し、実施の様子をオンライン配
信しました。

  ライトダウン活動の詳細は、サステナビリティ「地球：関連情報」参照
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TCFD への対応 （2022年6月時点）

基本的な考え方
マツダは2019年5月、「気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）※1」に対する賛同を表明して「TCFDコンソーシアム※2」
に参加し、気候変動への取り組みを強化していく姿勢を示しま
した。
また、2021年1月には、2050年サプライチェーン全体でのカー
ボンニュートラル（以下、CN）への挑戦を宣言しました。TCFD

推奨開示項目※3に沿って、マツダの気候変動への取り組みを進
めていきます。 戦略

IPCCやIEAのシナリオ、政策や規制動向、業界動向をもとにした
検討から、主なリスクと機会について、以下の通り認識しました。ガバナンス

2021年、マツダは経営戦略室をリード部門とし商品・製造・購
買・物流・販売・リサイクルなどに携わる部門から成るCN対応
を専門とするチーム（以下、専門チーム）を結成しました。担当役

リスク管理
IPCCやIEAのシナリオ、政策や規制動向、業界動向をもとにし
た検討から主なリスクと機会を抽出しました。専門チームでは、
隔週で取り組みの進捗状況や課題を共有しながら、リスクの特
定・評価プロセスを実施しています。検討した戦略は、代表取締
役社長も出席する経営会議で報告・審議しています。物理的リス
クについては事業継続計画（BCP）の一環として緊急時のリスク
マネジメント体制の中で管理しています。

指標と目標
2050年サプライチェーン全体でのCNへ挑戦するためには、
Scope1、2、3※5の温室効果ガス（GHG）排出量の把握が必須
となります。また、炭素税導入などによるカーボンプライシング
の厳格化など、財務影響が考えられます。マツダは、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）の構築を推進しています。なお、お取引先さまに対し
ては、月1回実施している購買連絡会にてGHG排出量削減計
画の策定をお願いしています。

※1  TCFD：Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。G20財務大臣
および中央銀行総裁からの要請を受け、金融安定理事会FSBが設置した、民間主導の
組織。

※2  気候変動に関して「企業の効果的な情報開示」や「その開示情報を金融機関などが適
切な投資判断につなげる取り組み」について議論することを目的として国内で設立され
た団体。経済産業省・金融庁・環境省がオブザーバーとして参加。

※3 出典：https://tcfd-consortium.jp/about
※4 2022年6月時点、経営会議で2回報告・審議 。
※5  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)、Scope3:Scope1, 
2を除く、その他の間接排出。

主なリスクと機会

員の下、経営戦略室がチームを率いて、気候変動に関する政府
間パネル（IPCC）や国際エネルギー機関（IEA）のシナリオや動
向をもとに選別したリスクと機会へのライフサイクルアセスメン
ト（LCA）視点での対応戦略、取り組みに必要な投資や対応スケ
ジュールなどを立案・推進しています。
検討した戦略は、代表取締役社長も出席する経営会議で報告・
審議※4しています。また、具現化に向けた商品・技術の開発計画
は、執行役員以上で構成する商品企画デザイン委員会で審議し
ています。

政策・法規制

技 術

市 場

評 判

急 性

慢 性

• 燃費や排出ガス規制の強化、炭素税導入などのカーボンプライシングの厳格化

• 電気駆動や電池など、電動化技術開発リソースの拡大

• 電動化や軽量化のための原材料価格の高騰や半導体部品調達の逼迫

• 政情や市場の影響による化石燃料および再生可能エネルギーの逼迫によるエネルギー価格の
高騰や供給不安定化

• 投資家によるESG投資判断への影響

• 甚大化する豪雨による災害やサプライチェーン寸断に伴う生産停止

• 自然災害の激甚化や頻発化による影響、高潮による浸水被害

移行リスク

物理的リスク

資源の効率性

エネルギー源

製品／サービス、市場

• マテリアルリサイクルの徹底による原材料の効率的活用

• 地域と連携した電力需給推進によるCN電力の安定受給

• 再生可能エネルギー源の多様な選択

• ビルディングブロック構想、マルチソリューションによる適材適所の商品展開

• 自動車用次世代燃料（バイオ燃料、合成燃料などの代替燃料）に適応した商品の多様化

• 適材適所の商品展開および商品の多様化による市場機会の拡大

機　会

  TCFDに関する最新情報

https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/sustainability/download/disclosure/tcfd.pdf
https://tcfd-consortium.jp/about



