
イノベーション
マツダは、「走る歓び」によって人々を魅了するマツダらしいクルマをつくり続け、お客
さまにカーライフを通じて人生の輝きを提供するとともに、地球や社会と永続的に共
存するクルマを提供し続けることを目指しています。そのため、マツダ独自の技術開発
に加え、ビジネスパートナー、大学・研究機関、行政機関との連携強化を進めています。

マツダ独自のイノベーション

マツダはステークホルダーの皆さまの期待を超える革新的なクルマをつくることを目的に、
全社一体となってクルマづくりをゼロから見直す取り組みを進めています。2016年度
はこれらの取り組みに対して国内外で高い評価を得ています（P134参照）。

「SKYACTIV技術」によるベース技術の革新

マツダは、世界一の機能を最も効率的につくることを目的として、研究・開発に取り組
んでいます。2011年以降順次市場導入しているSKYACTIV技術※1は、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。2019年にはガソリンエ
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※2めどをつけた次
世代エンジン「SKYACTIV-X（スカイアクティブ・エックス）」、および次世代車両構造
技術「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE」を搭載した商品の導入を予定してい
ます（P126参照）。

デザインテーマ「魂
こ ど う

動-Soul of Motion」　

マツダは2010年より「魂
こ ど う

動－Soul of Motion」というデザイン哲学のもと、生命感あ
ふれるダイナミックなデザインのクルマを創造してきました。その価値を継続しさらに
深化させるため、「控えめでありながら豊かな美しさを持つ」日本の美意識を礎とした「新
たなエレガンス」の表現を追求することを目指しています。次世代デザインでは「引き
算の美学」、すなわち省略することによって生まれる「余白の豊潤」を大切にし、要素を
削ぎ落としたシンプルなフォルム、そして研ぎ澄まされた繊細な光の表現でクルマに
命を吹き込むことに挑戦していきます。古来より培われてきた繊細な日本の美意識、そ
の根底に流れる本質を理解し、より自然な生命感を感じさせる「エレガントで上質な
スタイル」を描いていくことを目指します。

※1  エンジン・トランスミッション・ボディ・シャシーなどのベース
技術の総称。

※2   2017年8月現在マツダ調べ。

a

b

名称 特徴

SKYACTIV-G 高効率直噴ガソリンエンジン

SKYACTIV-D 高効率クリーンディーゼルエンジン

SKYACTIV-DRIVE 高効率オートマチックトランスミッション

SKYACTIV-MT 高効率マニュアルトランスミッション

SKYACTIV-BODY 軽量高剛性ボティ

SKYACTIV-CHASSIS 高性能軽量シャシー

a SKYACTIV技術*

＊ 次世代技術はP126参照

b 次世代デザインビジョンモデル
（2017年10月公開）

関係性が特に大きいSDGs（持続可能
な開発目標）
SDGｓについては詳細P21参照

マツダは、2018年2月、デザインから生産まで一貫した「マツダブランドを支えるものづ
くり-魂動デザイン-」で第7回ものづくり日本大賞「経済産業大臣賞」を受賞しました。
マツダは、お客さまに「走る歓び」を提供するために、デザインテーマ「魂

こ ど う

動 –Soul of 

Motion」を形にするクルマづくりを目指しています。部門間・社内外の壁を取り払い、
連帯し、実現したい理想や感性を理解・共有する「共創活動」により、造型技術等の新
技術を確立し、従来、困難とされていたデザイナーの意図を的確に反映したクルマづく
りを可能としました。

TOPICS 第7回ものづくり日本大賞「経済産業大臣賞」*1を受賞

＊1 経済産業省が主催で2年に1度開催。高度な技術的課題を克服し、優れて画期的な製品もしくは部品や素材等の開発・
実用化を実現させた個人またはグループを表彰する。マツダの経済産業大臣賞受賞は今回が2回目。
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操縦性・快適性・安定性を高める
制御技術「G-ベクタリング コントロール」

マツダはエンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーなどのSKYACTIV技術の
個々のユニットを統合的に制御することで、「人馬一体」の走行性能を高める新世代
車両運動制御技術「スカイアクティブ ビークル ダイナミクス（SKYACTIV VEHICLE 

DYNAMICS）」を開発しています。
2016年7月導入の「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS※1」第一弾「G-ベクタリング 

コントロール（G-Vectoring Control、GVC）※2」は、ドライバーのハンドル操作に応
じてエンジンの駆動トルクを変化させることで、車両の横方向と前後方向の加速度（G）
を統合的にコントロールし、四輪への接地荷重を最適化してスムーズで効率的な車
両挙動を実現する世界初※3の制御技術です。
2018年10月導入の第二弾「G-ベクタリング コントロール プラス (G-Vectoring 

Control Plus、以下GVC Plus)」では、新たにブレーキによる車両姿勢安定化制御を
追加することで、より高い安定化効果を実現しました。旋回中のドライバーのハンドル
戻し操作に応じて外輪をわずかに制動し、車両を直進状態へ戻すための復元モーメ
ントを与えることで安定性を向上。ヨー、ロール、ピッチの各回転運動のつながりを高
い旋回Gの領域まで一貫させ、素早いハンドル操作に対する車両の追従性を高める
とともに、挙動の収束性を大幅に改善します。これにより、緊急時の危険回避能力を
高めるとともに、高速走行時の車線変更や、雪道など滑りやすい路面環境においても、
人間にとって制御しやすく、より安心感の高い動きを提供します。

c

※1 エンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーなど、マツダの
SKYACTIV技術個々のユニットを統合的に制御することで、
マツダの提供価値の根幹である「人馬一体」の走行性能を高
める新世代車両運動制御技術の総称。

※2 G-Vectoring Control： 車両の加速度（G）を方向付ける
（Vectoring）制御（Control）

※3 2016年6月現在の量産車として マツダ調べ　

「G-ベクタリング コントロール 
プラス(GVC Plus)」作動イメージ*

c

セダン／
ハッチバック／
ワゴンなど

クロスオーバー
SUV

スポーツ

デミオ／Mazda2
(2014年9月～)

ロードスター／MX-5
(2015年5月～)

CX-3
(2015年2月～)

CX-9
(2016年5月～)

CX-8
(2017年12月～)

アクセラ／Mazda3
(2013年9月～)

CX-5
(2012年2月～)

CX-4
(2016年6月～)

アテンザ／Mazda6
(2012年11月～)

小型 中型

＊ 搭載モデルは国・地域によって異なります。
＊（　）の時期に市場導入したモデルです。

SKYACTIV技術と魂
こ ど う

動デザインを搭載した新世代商品＊(2018年7月末時点導入済）

＊ Mz：復元モーメント、Fx：制動力

Mz
Fx

125 Mazda Sustainability Report 2018



TOPICS

マツダは2017年10月、「第45回東京モーターショー」（主催：（一社）日本自動車工業
会において、次世代技術および次世代デザインを採用したコンセプトモデルを公表しま
した。今後導入される次世代商品群の先駆けとなるコンセプトモデルと、次世代デザイ
ンの方向性を具現化したコンセプトモデルを公表しました。

次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」

「 SKYACTIV-X（スカイアクティブ・エックス）」は、マツダ独自の燃焼方式「 Spark 

Controlled Compression Ignition(SPCCI)：火花点火制御圧縮着火」によって、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*めどを付
けました。シャープなレスポンスやトルクフルで爽快な加速感を、これまで以上の低燃費・
環境性能とともに楽しめるエンジンです。
＊2017年8月現在、マツダ調べ

デザインビジョンモデル「Mazda VISION COUPE」

「マツダ VISION COUPE（マツダビジョンクーペ）」は、次世代デザインが目指す、「エ
レガントで上質なスタイル」を描いたデザインビジョンモデルです。基本骨格は伸びや
かな4ドアクーペとし、クルマらしい美しさ、マシンとしての性能の高さを感じさせるシルエッ
トです。要素を削り落として「引き算の美学」を体現したシンプルなフォルム、ショルダー
部のシャープな光、ボディサイドのリニアに変化し続ける光と影の移ろいを創り込み、
その繊細な動きのコンビネーションによってより自然な新しい生命感を表現しています。
日本の美意識を体現しマツダらしい「エレガンス」を追求する深化した魂

こ ど う

動デザインです。

次世代車両構造技術「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE」

「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE（スカイアクティブ・ビークル・アーキテク
チャー）」は、マツダの人間中心の設計思想をさらに突き詰め、人間の体が本来持って
いるバランス保持能力を最大限に活用した技術です。シート、ボディ、シャシー、NVH

性能など各機能を見直し、クルマとして全体最適の視点で開発に取り組み、商品化を
開始しました（例：骨盤を立てて脊柱が自然なS字カーブを維持できるシート）。同時
に運転操作に対して体のバランスをとりやすくなるため、意のままの走り、究極の「人
馬一体」感をより高いレベルで提供することが可能となります。

次世代の技術とデザインを融合したコンパクトハッチバックコンセプト
「Mazda KAI CONCEPT」

「マツダ 魁 CONCEPT（マツダカイコンセプト）」は、内燃機関を搭載するクルマとし
ての理想を追求し、マツダの次世代の技術とデザインを融合したコンパクトハッチ
バックコンセプトです。パワートレインには次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」
を搭載。人間中心の思想を突き詰めた次世代車両構造技術「SKYACTIV-VEHICLE 

ARCHITECTURE」と合わせて、洗練された走行性能を実現します。デザインでは研ぎ
澄ましていくことで生まれるピュアな美しさ、ハッチバックならではの力強い塊感を追求。

「日本の美意識」を体現し、よりアーティスティックな表現を目指す次世代デザインを
コンパクトカーのフォルムに凝縮して、マツダが考える理想的なハッチバックを描きま
した。

次世代技術

次世代デザイン

d  e

g

h

f

Mazda VISION COUPEg

Mazda KAI CONCEPTh

d SKYACTIV-X

e SPCCI

Spark Controlled Compression Ignition(SPCCI)
火花点火制御圧縮着火

　スパークプラグの点火による膨張火炎球が、まさ
に第二のピストン（エアピストン）のように、燃焼室
内の混合気を追加圧縮し、圧縮着火に必要な環境
を実現しました。このスパークプラグの点火時期を
制御することで、圧縮着火領域を拡大し、完全に制
御された圧縮着火を実現させることが、マツダ独自
の燃焼方式SPCCI。圧縮着火燃焼を火花点火で制
御した燃焼です。

骨盤を立てて脊柱が自然なS字カーブを維持
できるシート

f

歩行時と同じように、動的バランス保持能力を発揮できる

・脊柱がS字カーブを描くよう を立てて着座できる

■人間の歩行時とクルマにおける『理想の状態』

・路面からの力を へ伝達し、 を規則的に連続的に滑らかに動かす

歩行時 車における理想の状態

と
が逆方向

骨盤 上体

骨盤
骨盤 骨盤

が安定頭部
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マツダデジタルイノベーション（MDI）

最新のIT技術の活用により業務プロセスの変革を行う、マツダデジタルイノベーション
（MDI）を進めています。1996年に開始したMDIフェーズ1（1996年～2008年）は、
CAD／CAM技術を活用した商品開発・生産プロセスの革新を進め、SKYACTIV技術
を搭載した新世代商品群の効率的な開発・生産に貢献しました。2016年4月、IoTやAI

などIT技術の進化やお客さまニーズの多様化をふまえMDIフェーズ2を開始しました。
マーケティング・セールス・サービス・エンゲージメントの一連の流れである「理想のカ
スタマーエクスペリエンス（Customer Experience 以下、CX）を描いた“CX MAP”」
を起点に革新することで、マツダファンの継続的な拡大をグローバルで実現すること
に挑戦しています。

モデルベース開発（MBD）

クルマに求められる機能は高度化、多様化する一方で、これに対応する車両の構造や
制御システムは複雑化しています。複雑なシステムを限られたリソースで迅速に開発
し続けるには開発そのものを机上で効率よく行う「モデルベース開発（MBD）」が極め
て重要となります。モデルベース開発とは、クルマ、制御、乗員、走行環境といった開発
対象を「モデル化」し、コンピューター上でシミュレーションを徹底的に行い、効率的に
最適化する開発手法です。設計から車両評価までシミュレーションでの開発を行うこ
とで、試作部品／実機検証を減らし、少ないリソースで、高度で複雑な技術や商品を、
品質を確保しつつスピーディに開発することが可能になります。今後はこれまで以上
に、多くのモデルを多くのサプライヤと流通させ共創していくことを目指しています。

i

j  

i

来店予約情報収集マツダに
興味が湧く

愛車を
楽しむ納車購入試乗商品仕様の

検討来店

マツダを
推奨

マツダとの
絆醸成

アフター
フォロー

整備後の
車の受取

入庫
整備

サービス
入庫

入庫
予約

入庫
案内

Global Master CX Map

マーケティング

CX Mapでは、理想のCXを各シーンごとに定めた上で、この実現に向け、最先端のテクノロジーやデータを駆使した理想的な
オペレーションを詳細に定義している。

サービス

セールス

エンゲージメント

燃焼モデル

j モデルべース開発

①クルマ、②制御系、③乗員、④環境、の全てをモデル化（数値化）して繋げ、実車レスで、突き抜けた商品の開発を目指す手法

統合制御モデル
例）安全運転支援

衝突モデル

制御系
クルマ

あらゆる走行環境モデル（夜間など）

感性モデル
人間工学モデル

乗員

操作 判断

フィードバック

空力モデル

操安モデル

認知

走行環境
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「モノ造り革新」によるプロセス革新と一括企画

多様化するお客さまの期待を超える、魅力ある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大幅な改善に向けて取り組んでいます。

「商品競争力を高める多様性」と「量産効率を高める共通性」を高次元で両立させる
ことを目的として、クルマづくりのプロセスをゼロから見直す取り組み「モノ造り革新」
を採用しグローバルで推進しています。「モノ造り革新」では開発・生産・購買・物流・
品質などの部門とサプライヤーが連携し、5年から10年のスパンで未来を見据え、
将来導入する車種を車格やセグメントを超えて一括企画します。この取り組みの結果、
台数規模の異なる複数のモデルの生産や、生産台数の変動へのフレキシブルな対応、
品質・ブランド力・利益率向上を実現しています。

グローバル生産体制の構築

国内・海外全ての生産拠点が、相
そ う ご け ん さ ん

互研鑽し、自立してマツダブランドの価値を高める
高品質で高効率な生産活動を追求するため、2013年より「グローバルマニュファクチャ
リングネットワーク（GMN）」を推進しています。国内生産拠点が中心となり、成熟度
の異なる海外拠点において、品質面や効率面で同レベルの生産活動ができるよう工
程管理や改善を行うスキル（「現場力」)を育成しています。日々の生産活動のみならず、
新型車の導入時に等しく高品質の生産をグローバルで同時に開始できるよう活動
を進めています。
推進にあたっては、日常的には海外拠点の現場力向上を支援するため、国内での海
外拠点からの研修生受け入れや技能者の海外拠点への派遣などのさまざまな人材
交流を積極的に行っています。中長期的な目標および各拠点の成功事例や課題を共
有するため、2014年から年1回グローバル生産会議を開催しています。2018年4月
の第5回グローバル生産会議では、次世代商品・モノ造り・ブランド価値経営の考え
を各生産拠点が理解・共有すると同時に、マツダグループ一体となって新商品の導入
に取り組んでいます。

グローバル物流体制の構築

お客さまの期待を超える商品をより高効率・フレキシブルにお届けし、購入後を含
めた最高のサービスを提供するため、国内・海外の物流拠点が連携し、マツダグルー
プ全体でグローバル最適となる物流体制の構築を進めています。
最適な体制構築に向け、2014年より年1回、グローバル物流会議を開催しています。
サプライチェーンを通じてのブランド価値向上を目指し、マツダグループで課題・改
善事例の共有などを図りながら、ベストプラクティスを追求、連携強化を図っています。
今後も継続して、国内・海外の担当者が集まり、「品質、コスト、納期、環境」を重点
に議論を行う予定です。

k  l

m

m グローバル物流会議

k グローバルプラントビジョン

マツダブランドの価値を高める高品質・
高効率な生産体制をグローバルに構築

グローバルで同時期に量産開始、
品質等価保証

人材育成

現場力

工程管理 改善力

l グローバル生産会議
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フォード トヨタ

FCA ベルマツ

日産スズキ

いすゞ第一汽車

ソラーズ長安汽車

o 提携戦略

オープンイノベーション

マツダは社外の新たな知見を得ながら効率的に事業課題を解決し、社会と企業の
持続的な成長に向けて取り組むことを目的として、企業、大学、官公庁と連携（＝オー
プンイノベーション）を進めています。
環境・安全に関わる規制強化、異業種参入、モビリティビジネスの多様化など、企業
を取り巻く事業環境が厳しさを増す中、オープンイノベーションを通じて、マツダグルー
プの成長と社会への貢献を両立し、「コーポレートビジョンの実現」を目指します。

①企業間連携

他の自動車メーカーやサプライヤーとの協業を通じて、モノづくり力や技術力を強化し、
相互にシナジー効果を発揮できる企業間連携を進めています。

自動車メーカーとの連携

マツダブランドの強化のため、商品、技術、地域ごとに最適な提携戦略を推進して
います。
2017年8月にはトヨタ自動車（株 ）と持続的な協業関係のさらなる強化を目的とし
て、業務資本提携に関する合意書を締結しました。

サプライヤーとの協業

先進的な技術力を有するサプライヤーとの協業を通じて、高性能な部品をより高効
率に開発できる体制を構築しています。2017年度は自動車始動用12Vリチウムイオ
ンバッテリーの共同開発に関する契約などを締結しました（P67参照 ）。

n

o

【社会への貢献】
・サステナブルな社会の実現／モノづくりの高度化
	（技術・技能の共有）／地方創生

【マツダグループの成長】
・技術力向上／ブランド価値向上／研究開発の効
		率化

n オープンイノベーションの目指すもの

①企業間連携

②産学連携

③産官連携

④産学官連携

自動車メーカーやサプライヤーとの連携

大学との共同研究
官庁、研究機関との連携（国家プロジェクト参画 ）

官公庁主導の技術展示会への参画（ニーズ・シーズ発信 ）
その他（モデルベース開発、自動車用内燃機関技術研究組合（AICE））

地方行政・地場企業との連携（ひろしま自動車産学官連携推進会議）

オープンイノベーションの体系図

①企業間連携

産

学 官

④産学官連携

②産学連携 ③産官連携

2017年8月に、トヨタ自動車株式会社と業務資本提携に関する合意書を締結しました。それぞれが得意とする技術や事業基盤のさらなる強
化のみならず、本提携を通じて協力関係をより深化させ、この変革期に共に挑み、克服することによって、持続的成長を実現していきたいと考
えています。両社はそれぞれの経営の自主性を尊重し、対等かつ良好な関係を中長期にわたり構築することで、今回合意した各共同プロジェ
クトでの協業実現に向けて検討を進め「クルマの新たな価値創造」に向け、長期的パートナーとして相互協力をさらに加速・発展させ、お客さ
まの期待に応えることを通じて持続可能な社会の発展に貢献します。

TOPICS トヨタ自動車株式会社と業務資本提携について

＜業務提携に係る合意内容＞
     ■ 米国での完成車の生産合弁会社の設立
     ■ 電気自動車の共同技術開発
     ■ コネクティッド・先進安全技術を含む次世代の領域での協業
     ■ 商品補完の拡充
詳細 http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2017/201708/170804c.pdf

129 Mazda Sustainability Report 2018



地場サプライヤーと連携したモノづくり力向上活動

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2004年より実施しています。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理・ムラ・無駄・課題を
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」（P128参照）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、年間約30億円の生産コスト削減を実現しています。

海外生産拠点・現地サプライヤーと連携したモノづくり力向上活動

グローバル生産体制の再構築に伴い海外生産拠点の重要性が増す中、現地サプラ
イヤーと共に品質向上・生産性改善の取り組みを進めるため、モノづくり力向上活動
に取り組んでいます。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、J-ABC活動で培ったノウハウを展開して
います。現地の生産拠点およびサプライヤー双方に改善活動を推進するリーダーを
育成し、サプライヤーの改善活動を推進する体制を構築しています。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。
タイにおけるA-ABC活動
オートアライアンス（タイランド）（AAT）において、2013年、A-ABC活動（ASEAN 

Achieve Best Cost）を現地サプライヤー5社から開始しました。品質・生産性・コス
トへの貢献が他サプライヤーにも徐々に認知され、2018年6月現在10社にまで拡大
しました。マツダから赴任したA-ABC活動担当者3名およびAATの推進担当者4名
が推進役として参加し活動を進めています。活動は各サプライヤーのあるべき姿を描き、
その実現へ向けて現状把握・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、年2回のサイクルで開催しています。また、年1回A-ABC大会を開催し、相
互交流・情報交換を進めています。活動4年目となる2016年度には、過去の総点検
を行い、体質改善活動に基盤整備活動を加えた「車の両輪」で推進し、AAT／サプラ
イヤーが自律した活動を実現できるよう発展させています。
メキシコにおけるM-ABC活動
マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO） において、2015年、M-ABC活
動（Mexico Achieve Best Cost）は現地サプライヤー2社から開始。2018年6月
現在6社にまで拡大しています。マツダから赴任したM-ABC活動担当者2名および
MMVOの推進担当者3名が推進役として現地サプライヤーと共に活動を進めてい
ます。活動はA-ABC活動と同様に各サプライヤーのあるべき姿を描き、年2回のサ
イクルで開催しています。まずは生産ラインの安定品質・安定供給につながるテー
マに取り組み、段階的に生産性向上・品質向上・リードタイム短縮をテーマにした
課題に移行しています。現地の推進・活動メンバーを「ナショナルスタッフ」と呼び、

「ナショナルスタッフが自主自律的に運営する」状態を目指しています。そのために、
MMVO、サプライヤーの日本人マネジメントが共に汗を流しながら自律を促す取
り組みを進めています。

p A-ABC活動

q M-ABC活動

2017年度のJ-ABC活動の実績

＊1 「からくり改善®」は、（社）日本プラントメンテナンス協会の登録商標。

活動例 目的 取り組み 2017年度の成果

協働改善活動 稼働改善、サイクルタイム短縮、物流改善
（2004年より実施）

23社50工場に、延べ約2,000回／年訪問し、
協働改善活動を実施。 54回の成果報告会を開催。拠点中心の活動から全社活動への移行を推進。

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（2006年より実施）

からくり作品の考案･製作能力の向上を目的とした座学、
現地指導会などの実践プログラムを実施。

9社11名の受講生が卒業。2016年よりマスタートレーナー認定制度を運用。
地場サプライヤー内展開のリーダー役として認定する。
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。

J-ABC保全道場 設備停止や機能低下の未然防止
（2010年より実施）

異常感知、対応処置能力の向上を目的とした座学、
現地指導会や実践プログラムを実施。

広島 ･ 防府地区で2回／年開催。2017年は3社3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18工場で自主展開。

J-ABC大会 J-ABC活動方針、優秀事例などを共有し、
相互研鑽（けんさん）（2005年より実施） 全参画企業が参加し、事例発表･表彰などを実施。

2017年大会は、午前の部(メッセージ、方針、優秀活動発表、表彰)には、地場
サプライヤー400名／52社、マツダ50名、計450名が参加。
午後の部（優秀事例発表、からくり・自主保全活動展示 ）では、21事例、8作品、
2活動を発表・紹介した。

p

q
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②産学連携

大学などの教育機関・研究機関と連携し、最先端の研修を効率的に進めることができ
る体制を整えています。

世界最先端の国家プロジェクトや研究機関と共同研究

社外の世界最先端の国家プロジェクトの受託や研究機関と共同研究を行い、自動車
業界が直面する社会課題の解決に取り組んでいます。

大学との連携

さまざまな分野で大学との連携を強化し、より高い視点・広い視野で領域課題を解決
し社会に貢献していくことを目指しています。

大学名 提携内容 施策・活動

広島大学

次世代自動車技術共同研究講座（2015年4月～）
内燃機関研究室、藻類エネルギー創成研究室など、長期的に取り組むべき技術課題
の解決と、その解決を担う将来人財の育成の場として4つの共同研究講座と１つの寄
付講座を大学と共同で設置。MBR(モデルベース研究)、MBD（モデルベース開発）の
人財育成と研究開発を通して広島がものづくりで日本をリードすべく産学連携活動を
推進。

包括的連携協定（2011年2月～）
開発・生産に関する技術から、企画・経営 ・マーケティングなどの社会科学分野まで、
幅広く連携し、研究テーマの発掘から解決のための共同研究を積極的に実施。加えて、
人財育成について、インターンシップのあるべき姿の検討を協働し、それに基づく受け
入れ方法やテーマ設定を実施。

地方創生、オープンイノベーション
広島大学、地方自治体と協業し、国家プロジェクトへの参画などを通して、中国地方・
広島県域の地方創生、人財育成、更には世界の持続可能な開発（SDG’ｓ）の実現に貢献。

次世代自動車技術共同研究講座開設（2015年度～）
・内燃機関研究室（2015年4月開設）
・空気力学研究室（2016年7月開設）
・先端材料研究室（2016年10月開設）
・藻類エネルギー創成研究室（2017年4月開設）（P68参照）

広島市立大学
マツダ・広島市立大学芸術学部共創ゼミ（2017年5月～）

「新たなモノづくりと新たな時代を形成し得る人材を育成し、広島が世界に誇るモノ
づくり人材を輩出する地となる」ことを目指し、大学と共同で共創ゼミを開講。

共創ゼミを2018年度も実施している。

九州大学

共同研究部門開設（2017年8月～）
長期的に取り組むべき技術課題の解決と、その解決を担う将来人財の育成の場として、
大学と共同で設置。
組織対応型連携（2011年5月～）
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

マツダ次世代エネルギー貯蔵共同研究部門開設（2017年8月～）

近畿大学 包括的研究協力に関する協定（2012年12月～）
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。

研究協力推進委員会
・共同研究の進捗や連携強化について、具体的な施策を議論

兵庫県立大学 大型放射光施設Spring-8を活用した共同研究契約を締結（2016年5月）
放射光による分析手法を活用した材料・ものづくり技術の革新で連携。 ー

東京工業大学

産学連携会員（2013年8月～）
研究・教育の質の向上および研究・教育成果の活用を目的とし、共同研究実施を通じ
た技術移転。
新産業の創出、イノベーションの促進に寄与。

・開発ニーズ領域に応じた研究シーズ探索とマッチング
・技術交流セミナーへの参加および教員による社内セミナーの実施
・藻類エネルギーに関する共同研究の実施

関係官庁・機関 プロジェクト名 内容

経済産業省／（国研）新エネルギー・ 産業技術総合開発機構
／新構造材料技術研究組合

革新的新構造材料等研究開発
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100077.html

自動車などの輸送機器のCO2排出量削減のための抜本的な軽量化
の構造材料および接合技術等の技術研究開発。

経済産業省／（国研）新エネルギー ・ 産業技術総合開発機構
／未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100097.html

熱エネルギーとして大気中に放出されている未利用エネルギー*1を
効率的に活用するための研究開発。

＊1 国内で民生（市民生活）、産業、運輸分野で消費されるエネルギーのうち使われない熱エネルギーとして大気中に放出されているもの。
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③産官連携

官公庁と連携することにより、最先端の共同研究や、お取引先とのニーズ・シーズ発信
を効率的に実施しています。

サプライヤー／大学からの技術提案会の実施（行政機関との連携）

サプライヤー、大学、公設試験研究機関とのニーズとシーズのマッチングを目的として、
地域の行政機関と連携した技術提案会を開催しています。
2017年度活動
①公益社団法人 大阪府工業協会主催「新技術・新工法展示商談会 in マツダ」　
②近畿中小企業連携プロジェクト（KSP）「近畿中小企業連携プロジェクト新技術展
示商談会」
③福島県輸送用機械関連産業協議会主催「福島県 新技術・新工法展示商談会 in 

マツダ」
④九州自動車・二輪車産業振興会議主催「九州自動車新技術・新工法展示商談会 in 

マツダ」

自動車産業におけるモデル流通の推進

マツダは、経済産業省が開催している「自動車産業におけるモデル利用のあり方に関
する研究会」に、2015年11月の研究会発足当時から参画しています。自動車の先行
開発・性能評価のプロセスをバーチャルシミュレーションで行う開発手法「モデルベー
ス開発（MBD）」の普及を目的として、他の自動車メーカー・部品メーカーとともに取
り組みを進めています。2017年度はMBDを普及するための方針策定や、欧州との国
際連携活動などを行いました。2018年4月には、マツダは産学官共同戦略的プロジェ
クトの方針「SURIAWASE2.0※1の深化」に合意し、MBDの深化・協調領域の拡大な
どを実現するための取り組みを継続することを発表しました。
なお、この研究会において、マツダはマツダ・デジタル・イノベーション（MDI）（P127参照）
を通して培ってきたバーチャルシミュレーションや独自のMBDに関する知見を活か
し日本の自動車産業全体の国際競争力を高めるための活動に貢献しています。

内燃機関の燃焼技術および排出ガス浄化技術の基礎・応用研究

マツダは日本の自動車業界における新たな共同研究組織「自動車用内燃機関技術研
究組合（AICE※2）」に参加しています。AICEは自動車メーカー各社で共通な課題につ
いて、自動車メーカーおよび大学・研究機関で基礎・応用研究を実施し、その成果を活
用して各企業での開発を加速することを目的として2014年4月1日に経済産業省の
サポートを得て設立されました。マツダはAICEへの参加を通じて、自動車のさらなる
燃費向上・ 排出ガスの低減に向けた、内燃機関の燃焼技術および排出ガス浄化技術
開発に取り組んでいます。

※1 「 SURIAWASE2.0」は、経済産業省が自動車産業の国際
競争力をより高めるため、平成27年11月に「自動車産業に
おけるモデル利用のあり方に関する研究会」を設置し、我
が国のサプライチェーン全体で、企業間のすりあわせ開発
を、実機を用いずバーチャル・シミュレーションで開発を行
う手法（MBD）により高度化を進める構想です。
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/
20170331010/20170331010.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180404003/
20180404003.html

※2 Research Association of Automobile Internal  
Combustion Enginesの略。組合員は国内自動車メーカー
9社および2団体（2015年4月現在 ）。
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④産学官連携

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。

ひろしま自動車産学官連携推進会議

広島県を中心に開発・生産拠点をもつマツダは地域経済・地場企業との連携は重要
と考え、中国経済産業局・広島県・広島市などの官公庁、（公財）ひろしま産業振興機
構および広島大学と連携し、自動車関連の地場企業への貢献、地域活性化や地方創
生活動に取り組んでいます。2015年に定めた「2030年産学官連携ビジョン」の実現
に向け、地場企業支援の新しい枠組みの創出や、次世代の自動車社会の検討や社会
への啓発活動など、さまざまな取り組みを行っています。
2017年度は、「ひろしまデジタルイノベーションセンター」*1と共同で、モデルベース
開発*2に関する教育研修プログラムを企画・開講し、経済産業省「第四次産業革命ス
キル習得講座」の認定を取得するなど、地域のものづくりのデジタル化を推進する活
動を本格的に開始しました。

＊1 スパコン等の計算機環境の共用サービスやデジタル技術に関する人材育成研修プログラムを地域企業に提供する団体。2017年10月（公財 ）ひろしま産業振興機構内に開設。
＊2 Model Based Development：シミュレーション技術を取り入れた開発プロセス。

取り組み 内容・成果

サプライヤーの人材獲得促進
就職セミナーでの実車・部品展示、および

「自動車のサプライチェーン」に基づく
ブース配置の提案・実施（2018年3月）

サプライヤーにおける採用課題解決に貢献するため、就職セミナーにおいてマツダ車および部品の展示、
サプライヤーから量産車のつながりを伝えるブース配置を提案・実施（出展サプライヤーから高評価 ）。

サプライヤーとの共創・技術交流
①地域企業共創分科会
②産学連携分科会
③行政機関連携分科会

①「ベンチマーク車のNVH性能評価 @ C-HR」、「軽量フレーム構造の研究」
②イノベーション研修、2016年度のニーズ説明会のフォロー
③『連携シナジー』の発生と『次世代象の見える化』を検討

将来エネルギーの研究 エネルギー専門部会「自動車用次世代液体燃料
シンポジウム2018」開催（2018年6月）

将来の自動車用エネルギーの1つとして注目されている、バイオマス由来のカーボンニュートラルな液体
燃料に着目。その可能性とその実用化に向けた課題について、産官学それぞれの領域の専門家から解説し、
将来の自動車用エネルギーのありかたを考える。

内燃機関の研究・開発 内燃機関の基盤技術の研究・開発推進
「摩耗・摩擦制御技術」をテーマに地域企業向けの勉強会を開催。
これをきっかけにして参画企業の一部が大学との共同研究に発展した。

感性領域の研究・開発
①地域と一体となった感性によるものづくり
②地場サプライヤーとの感性共同研究
③地域関係団体による感性活動の全体整合

①ひろしま感性イノベーション推進協議会（広島県 ）主催による、「感性イノベーション実践講座」、「ニーズ・
シーズマッチング会」を開始

②乗員の各部品の感度の明確化として、内装各部品のリアルタイムサリエンシ―マップを作成中。
③質の良いデータを確保するため、感性モニター制度を開始

モデルベース開発（MBD）*2領域の
人材育成

地域企業の研究開発力強化を目的として、
MBD/CAEに対応できる人材育成のための講座を開設

ひろしまデジタルイノベーションセンターと共同で自動車サプライヤーおよび自動車以外のものづくり企業全般
を対象にしたMBD／CAE研修を企画・開催。2017年度は、のべ955名が受講。
このうちMBDプロセス研修が経産省の第四次産業革命スキル習得講座の認定を受けた。

主な取り組み

  

・広島を、自動車に関する独創的技術と文化を追い求める人々が集まり、世界を驚かせる
技術と文化が持続的に生み出される聖地にする。

・ 産業 ・ 行政 ・ 教育が一体になり、イノベーションを起こす人財をあらゆる世代で育成す
ることにより、 ものづくりを通じて地域が幸せになる。

・ 広島ならではの産学官連携モデルが日本における「地方創生」のリードモデルとなり、世
界のベンチマークとなる。

2030年 産学官連携ビジョン

r r MBDプロセス研修

・第四次産業革命スキル習得講座の認定を取得
産学官での認定は日本初。
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