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コーポレートビジョン※

私たちはクルマをこよなく愛しています。

人々と共に、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や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生の輝きを人々に提供します。

2. 地球や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します。

3. 挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な “道
どう

” を極め続けます。
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※マツダは2015年4月、コーポレートビジョンを以下の目的で改訂し、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さらに成⻑していきます。
・マツダの個性をより明確に定義することでマツダグループのあらゆる企業活動が一体となって動いていきます。
・マツダグループの全従業員がコーポレートビジョンの目指すゴールについて語り合いを繰り返し、共有・理解・納得するプロセスを促進します。
・ コーポレートビジョンを日々の業務に密接に結び付けます。
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全領域でビジネスの質的成長を目指し、
さらなるブランド価値向上に向けて「足場固め」を進めています

　2018年3月期は、中期経営計画「構造改革ステージ2」の下、
「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を両立する魅力ある商
品をお届けするとともに、全領域でビジネスの質的成⻑を目指
し、ブランド価値のさらなる向上に向けて取り組んできました。
商品面では、新型3列シートクロスオーバーSUV CXḋ8を日本
市場に導入し、2017年12月の発売以降、計画を上回る受注を
継続しています。また、幅広いお客さまに安心・安全なクルマをお
届けするため、先進安全技術の拡充にも努めてまいりました。生
産領域では、2017年8月に本社工場でクロスオーバー系車種の
生産能力を拡大、10月には防府工場でCXḋ5の生産を開始する
など、世界的に高まるクロスオーバー系車種の需要に迅速に対
応するため、柔軟性のある生産体制の構築を図りました。
　また、2018年4月、持続的な成⻑に向けた基本的な取り組
みの方向性として、「今年の取り組み方向性」（P8-13参照）を

　2018年6月に代表取締役社⻑兼CEOに就任しました丸本 明です。マツダグループに関わるすべてのステークホルダーの皆さまには、
日頃からご理解とご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。

　まず、今年、各地で発生した自然災害により、被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。平成30年7月豪雨では、私たち
マツダの地元広島でも、甚大な被害が出ました。マツダは、地元の企業として、従業員のボランティア派遣や車両の提供、被災されたお取引
先さまへの物資・資材の提供など、復旧に向けた取り組みを行ってまいりました。今後も地域の皆さまや、お取引先さまと一体になり、復
旧・復興に向けて、支援を継続してまいります。（P7参照）。

　また、マツダは、完成検査に係る燃費および排出ガスの抜取検査についての調査を行った結果、一部の検査データの取り扱いに適正を欠
いたものがあったことが判明し、国土交通省へ報告しました。当社に関係するすべてのステークホルダーの皆さまに、ご心配をおかけするこ
とになりましたことをお詫び申し上げます。このような事案が今後発生することのないよう再発防止に努めてまいります。

公表しました。マツダは、今後3年間を、2022年3月期以降の
本格的成⻑に向けた「足場固め」の期間と位置付け、次世代技
術・商品の開発・導入による商品競合力の向上や、米国を中心
とした販売ネットワーク改革を加速してまいります。加えて、ト
ヨタ自動車株式会社などとのアライアンスを推進し、米国新工
場の稼働準備を進めていきます。

トヨタ自動車株式会社との業務資本提携に係る合意内容
（2017年8月締結）

■ 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

人 々 に 人 生 の 輝 き を 提 供 し

地 球・社 会 と の 共 存 に

挑 戦 し 続 け ま す

マツダ株式会社
代表取締役社⻑兼CEO（最高経営責任者 ）

T O P  M E S S A G E
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私たちマツダは、美しい地球と心豊かな人・社会の実現を使命と捉え、
クルマの持つ価値により、人の心を元気にすることを追究し続けます。

「走る歓び」を感じるクルマを通じて、
地球を守り、社会を豊かにすることで、

人々に心の充足を提供し、心を健康にします

環境保全の取り組みにより、
豊かで美しい地球と永続的に

共存できる未来を築いていきます

安心・安全なクルマと社会の実現により、
すべての人が、すべての地域で、自由に移動し、

心豊かに生活できる仕組みを創造し築いていきます

人

地球 社会

技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」実現に向けた

取り組みを着実に実⾏しています

　2017年8月、マツダは2030年を見据えた技術開発の⻑期
ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表
しました。心をワクワクさせるというクルマが本来持つ価値を
信じ、ブレることなく「走る歓び」を追求し、カーライフを通じて
お客さまに「人生の輝き」を提供し続けることがマツダとお客さ
まとの絆をより強くする ー という考えの下、「走る歓び」を通じ
て、「地球」「社会」「人」が持つ課題を解決する考え方や道筋を
策定したものが、「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」
です。このビジョンの実現に向けた具体的なアクションとして
次世代ガソリンエンジン「SKYACTIVḋX」と次世代車両構造
技術「SKYACTIVḋVehicle Architecture」、次世代デザインビ
ジョンモデル「マツダVISION COUPE」を2017年 東京モータ
ショーでお披露目するなど、コミットメントを着実に実行してい
ます。
　一方、自動車産業を取り巻く環境も刻一刻と変化しており、
マツダもその動きを注視しながら、「サステイナブル“Zoom-

Zoom”宣言2030」を推進しています。CASE※1に代表される新
しい技術やサービスの普及は、より効率的で安全かつ自由な移
動を可能とし、自動車と社会の関係性に新たな価値をもたらす
可能性があると期待しています。

　「地球」の領域では、地球温暖化の抑制に向けたCO2の削減
が最大の課題です。マツダは、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
んでいます。このWell-to-Wheel視点での企業平均CO2排出 ＊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）

Well
（燃料採掘 ）

Tank
（燃料タンク）

給油 走行（内燃機関 ）精製

充電 走行（電気自動車／
プラグインハイブリッド車 ）

発電

Wheel
（車両走行 ）

Well-to-Wheel概念図*

量を、2050年までに2010年比で90％削減できるよう、2030

年までに企業平均CO2排出量の50％削減を目標として取り組
んでいます。このアプローチと目標は、温室効果ガス排出削減
等のための国際枠組みである「パリ協定」や経済産業省が推進
する「自動車新時代戦略会議」とも、しっかり足並みが揃って
います。この目標達成のため、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
えた適材適所の対応が可能となるマルチソリューションをご
提供できるよう、開発を進めています。

※1 コネクティビティ技術（connected）／自動運転技術（autonomous）／シェアード・サービス
（shared）／電動化技術（electric）といった新技術の総称。

T O P  M E S S A G E
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※1 企業のESG（環境・社会・企業統治 ）評価を基準に銘柄選定する投資指標。米国のS&P 
Dow Jones Indices社とスイスのRobecoSAM 社が共同開発した指標で、1999年発足の、
世界で最も歴史のあるESG投資指標の一つとして投資家に認知されている。

※2 各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員
として行動し、持続可能な成⻑を実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な
取り組みで、現在世界約160カ国で12,000を超える企業・団体が加入しています。

　将来においても大多数のクルマに搭載が予測される内燃機
関を磨き上げながら、2030年には生産するすべての内燃機
関搭載車に電動化技術を搭載する予定です。内燃機関に関し
ては、2030年に向けて、理想のエンジンを目指し断熱化を進
めるなどさらなる改善に挑戦し、2050年のCO2削減に向けて
は、内燃機関の理想追求だけではなくエネルギー源そのもの
をカーボンニュートラルに近づけることができるよう、微細藻
類から生成されるバイオ燃料など再生可能液体燃料の普及に
向け、産学官連携・企業間連携などを加速していきます。一方、
クリーンな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、電気自動車（EV）などの電気駆動
技術が最適な解決策と考え、マツダ独自の技術を最大限に活
用して、お客さまに選んでいただける「走る歓び」にあふれたEV

を商品化します。

　「社会」の領域では、マツダらしい人間中心の開発哲学に基
づく「安心・安全」をお届けしてまいります。いま、先進国を中心
に新たな事故の要因が顕在化しています。その取り組みとして、
安心・安全なクルマ社会の実現に向けて、ドライビングポジショ
ンやペダルレイアウトなどクルマの基本となる安全技術の進化
はもちろん、先進安全技術の継続的な性能向上と標準装備化
を進めてまいります。さらに2025年には、「Mazda Co-Pilot 

Concept」を具現化する自動運転技術の標準化を目指してい
ます。また、高齢化や過疎化などに伴う不便な交通環境を要因
とする社会的な課題の解決に向けて、コネクティビティ技術を
活用し、クルマを使う人が過疎地での移動を支える、つまり、人
と人、そして社会がつながっていくビジネスモデルの可能性を
検討していきます。

　マツダは、コーポレートビジョンの実現を通じ、社会と共に成
⻑、発展することを目指しています。従業員一人ひとりが、マツ
ダを取り巻く全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
進しています。その結果、2017年9月、マツダは世界的なESG投
資指標の一つである「Dow Jones Sustainability Index（以下、
DJSI）※1」構成銘柄に初めて選定されました。企業の持続可能性
を評価するこの銘柄に選定されたことを受けて、私たちは、マツ
ダの取り組みの方向性が正しいものであることを再認識するこ
とができました。

CSRの取り組みを推進し、社会と共に成長・発展することを目指しています

　また、2018年1月には、国連グローバル・コンパクト（以下
UNGC）※2に署名しました。日々の事業活動を通じてCSR（企業
の社会的責任）活動に取り組んでいるマツダは、UNGCが提唱
する10の原則の実現に向けて今後も努力を継続します。そして
これらの活動を通じて、持続可能な社会の発展に貢献していき
ます。

　「人」の領域では、より多くのお客さまにマツダの「走る歓び」
を感じていただくとともに、運転を通じた地球や社会への貢献
を通じて、高揚感や達成感、心の充足を感じていただくことを
目指します。「走る歓び」とは、ジェットコースターで感じるよう
な加速感や高揚感ではありません。通勤や買物など日常のシー
ンで、まるで愛着のある道具を扱うかのように自分の意図通り
に走り、曲がり、止まってくれる。その手応えを感じ、ずっと運転
していたくなる。人間の自然な振る舞いにクルマの動きを一致
させ、同乗者もクルマの動きが自然に感じられることで安心し
てお乗りいただける。また、見た瞬間に心を奪われ、その風景や
光で表情を変える姿をずっと眺めていたくなり、そしてまた走
りたくなる。このようなクルマを所有し、共に走り、共に過ごす
ことで得られる「心の満足」。これがマツダの目指す「走る歓び」
です。いま、社会で生活する人々は、機械化や自動化により経済
的な豊かさの恩恵を受けています。その一方で、体を動かす機
会が減ることや、人や社会との直接的な関わりが希薄になり、
ストレスを感じておられる方が増えているのではないでしょう
か。私たちは、人間本来の能力を引き出し、心と体を活性化させ
る「人馬一体」感と、見る人の心を豊かにする「デザイン」をさら
に研ぎ澄ませていきます。

　こうした多岐にわたる商品・技術開発をビジネス効率と両立
させていくことも重要な課題です。マツダの強みであるモデル
ベース開発をフルに活用することで、効率的、高品質かつ低投
資での開発を行っていきます。加えて、他社と協調できる領域や
戦略的に外部を活用すべき領域については、適材適所のアライ
アンスを最大限に活用していきます。
　こうした取り組みによって、自動車メーカーとして求められる
マルチソリューションへの対応とビジネス効率の両立を、マツ
ダの規模で実現することができると考えています。

T O P  M E S S A G E
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平成30年7月豪雨*1にともなう支援について
マツダは、災害発生以来、地元の企業として被災された方々と被災された地域の一日も早い復旧・復興支援を最優先に、
人材や物資の支援などを迅速に行っています。特に人材の支援については、ボランティア等の参加に活用できる休暇制度

「ハートフル休暇」*2 を見直し、従業員に災害ボランティアへの自主的な参加を推奨しています。
今後も、地域の皆さまやお取引先さまなどと連携して行政や地域などによる支援活動を妨げることなく、地域の安全や交
通状況などに配慮した操業・勤務を実施するとともに、早期の復旧・復興に貢献する取り組みを推進していきます。

【基本的な考え方】 
①被災された方・被災地域の皆さまの復興支援を最優先します。
②生産復旧などの当社課題は、復興支援に支障を及ぼすことがないように進めていきます。
　そのために、地域住民の皆さま、部品や物流なども含めたお取引先さまとの連携を十分に図ります。
③被災された方・被災地域の皆さまからの要請を待つのでなく、いま私たちに何ができるか枠を広げて考え、
　言葉にして、当社から積極的に提案していきます。

【これまでに実施した主な支援活動】 （2018年8月末時点）
■人材の支援：
・被災地域に医療支援*3、現場作業支援*4、事務作業支援*5など、のべ1,729人*6が支援活動に参加しました。
■物資の支援：
・被災地域やボランティア支援で、土のう袋（2,950袋）、飲料水など（25,617L）、軍手・手袋（1,764セット）、マスク（1,688枚）、

タオル（4,840枚）、雑巾（436枚）などを提供しています。
・被災地域のご要望にお応えし、社用車（のべ12台）を貸し出しています。
・被災地域に、復旧活動用のトラック（10台）を8月に寄贈しました。
■施設の支援：
・鯛尾トレーニングセンター（安芸郡坂町）を災害ボランティアの宿泊施設として8月1日から30日まで開放しました。
■義援金：
・合計で1億円（広島県 8,000万円、日本赤十字社 2,000万円）を寄付*7しました。
・本社ロビー（広島県安芸郡府中町）にて、たる募金を7月26日から8月31日まで実施しました（募金総額127,988円）。

＜ご参考＞
*1  2018年7月に西日本を中心に全国的に広い範囲で記録された集中豪雨。河川の氾濫や洪水、土砂災害などの被害が発生
*2  休暇手当は70％から100％支給、適用日数は10日から無制限に見直し
*3  マツダ病院の医師・看護師・保健師などを実施（のべ165人）
*4  屋内外の土砂・がれきなどの搬出・清掃・片付けなどを実施（のべ489人）
*5  ボランティアセンターなど施設の業務サポート・希望される物資や支援等のヒアリングなど実施（のべ57人）
*6  災害ボランティアに伴うハートフル休暇取得者数（のべ863人）およびマツダ親和会による無給災害ボランティア（のべ155人）を含む
*7  2018年7月12日発表（http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201807/180712a.pdf）

　私たちが目指すのは「マツダ車にずっと乗り続けたい」と
言っていただける、お客さまと強い絆で結ばれた存在です。こ
れを私たちは「マツダプレミアム」と呼んでいます。プレミアムと
いうと高価格のブランドを想起されるかもしれませんが、それ
は私たちが目指す姿ではありません。「走る歓び」の力によって
お客さまの人生を輝かせる、お客さまとの強い絆をもった世界
一のクルマづくり。マツダが三輪トラックを造り始めた時代か
ら目指しているこの「マツダプレミアム」を実現できるよう「飽く
なき挑戦」を続けてまいります。

真に信頼される企業へとさらに成長できるよう、
誠実に取り組みます

　マツダは130以上の国と地域で販売を行い7カ国に生産拠
点を有し、多くのステークホルダーに対して社会的責任があり
ます。2018年6月に社⻑に就任して以降、責任の重さと大きな
使命を感じています。ステークホルダーの皆さまとの対話を大
切にしつつ、コーポレートビジョンを実現し、社会とマツダの
持続的な発展を目指してまいります。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真に信頼される企業へとさら
に成⻑できるよう、今後も誠実に取り組みます。そして、人々に
人生の輝きを提供し、地球・社会との共存に挑戦し続けます。

T O P  M E S S A G E
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F e a t u r e  S t o r y

2018年4月、マツダは持続的な成⻑に向けた基本的な取り組みの方向性として「今後の取組み方向性」を公表しました。
今後3年間を2022年3月期以降の本格的成⻑に向けた「足場固め」の期間と位置付け、「次世代技術・商品の開発・導入による商品競合
力の向上」「米国を中心とした販売ネットワーク改革の加速」「トヨタ自動車株式会社などとのアライアンス」の推進を示した「今後の取
組み方向性」と、その中に織り込まれた次世代技術（電動化・コネクティビティ技術）の戦略について、代表取締役副社⻑執行役員・藤原
清志のインタビューを交えてご紹介します。

特 集 　マツダ の「 今 後 の 取 組 み 方 向 性 」とクルマの 持つ 価 値をより魅 ⼒ 的 なものにする技 術
　 　 　  ー持続的な成⻑に向けた基本的な取り組みの方向性と、
          人間らしい心豊かな「生きる歓び」を実感できるカーライフの実現を目指した技術戦略ー

2017年3月期～2019年3月期

構造改革ステージ2
質的成長とブランド価値経営

・新型車6車種と商品改良モデル投入
・SKYACTIV技術（第2世代）／新世代デザインの開発
  および搭載車両の投入

・正価販売／販売現場改革
・新世代店舗展開／ディーラー網再編
・リテンション改善（既存顧客維持）

・クロスオーバー系フレキシビリティ拡大
・グローバルスイング生産強化
・海外拠点の生産効率改善

・自己資本比率45％以上
・配当性向20％以上

新世代店舗（ブランドスペース大阪）

防府工場（需要拡大に合わせて、クロスオーバー系の生産を開始）

2013年3月期～2016年3月期

構造改革プラン
構造改革による事業構造の転換

・SKYACTIV技術（第1世代）を搭載した
  新型車6車種を市場導入

・正価販売と台数成⻑
・ブランド価値向上に向け着手

・モノ造り革新によるコスト改善
・グローバル生産体制強化 （ASEAN／メキシコ／ロシア）

・円高環境下でも利益を創出する収益構造への転換
・財務基盤の回復および復配

商品・開発

ブランド・販売

グローバル生産

財務基盤強化

「ブランド価値経営」をテーマとした研修風景
（マツダ・ビジネスリーダー開発（MBLD））

SKYACTIV技術を搭載した新世代商品群
第一弾　「CXḋ5」

新世代商品群として初めてのフルモデルチェンジとなる　
「CXḋ5」

メキシコの新工場（MMVO） タイの新工場（MPMT）
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F e a t u r e  S t o r y

～2025年3月期

今後の取組み方向性

次世代商品・技術の開発・導入

・ 内燃機関の進化に加え、電動化技術、コネクティビティ、自動運転技術、次世代魂動デザイン
など次世代商品技術の開発を加速

・ 次世代商品群を新たに「Small（スモール）商品群」と「Large（ラージ）商品群」という二つの
商品構成に分離し、顧客ニーズやセグメント特性、収益とコストの面から商品戦略を最適化

・ 新商品戦略により、「グローバルでのクロスオーバー系車種の生産拡充」「高付加価値商品群
の強化によるネットレベニュー（純収益）の向上」「米国市場強化」の実現を目指す

販売ネットワーク改革の加速

（米国の事例）

・ ブランドへの高いエンゲージメントによる質と量の成⻑促進

・ ネットワーク再構築投資強化、初年度100億円規模（今後4年間で約400億円）
　次世代ブランド店舗を重点35市場中心に300店舗へ拡大
　次世代ブランド店舗平均販売1,000台／年
　重点35市場の再購入率55％へ

・ マーケティング戦略の大幅見直しによるブランド価値強化

・ 販売店のローカル市場へのマーケティング投資強化

・ トレーニング強化、トレードサイクルマネジメント取組みによる顧客体験改善

アライアンスの成功

・ 米国共同生産／EV共同技術開発／コネクティビティ／商品補完などの領域で、トヨタ自動車株式
会社とのアライアンスを推進

・ バッテリー／コネクティビティ／先進安全技術などの領域で、戦略的にサプライヤーとの協業
関係を構築

次世代ガソリンエンジン「SKYACTIVḋX」

次世代デザインビジョン

米国の次世代ブランド店舗

米国アラバマ州における合弁新工場建設に関する
共同記者会見−2021年稼働開始に向けて、16億
米ドルを投資し、約4,000名を雇用予定であるこ
とを公表
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　「今後の取組み方向性」として、次世代SKYACTIV技術では、
競合力のある新商品構成へと進化させます。具体的には、現行
からさらなる進化を図るべく、「一括企画」構想のもと一つに
絞り展開してきた車両構造（アーキテクチャー）を、「Small （ス
モール）商品群」と「Large（ラージ）商品群」という二つの商品構
成に分離します。より幅広いお客さまの要望へそれぞれ最適な
価値提供を目的に商品構成を二つの柱とすることで、顧客ニー
ズ、セグメント特性、収益とコスト等の面から、お客さまから熱望
される商品の提供を可能とする商品戦略の最適化を図ります。
　また、販売を支える生産能力は、現有設備の活用と、2021年
に稼働開始予定の米国新工場も加え、最適化していきます。

　これら新商品戦略により、「グローバルでのクロスオーバー系
車種の生産拡充」「高付加価値商品群の強化によるネットレベ
ニューの向上」「米国市場強化」の実現を目指していきますが、
詳細については適切な時期に公表させていただきます。

F e a t u r e  S t o r y

副社長インタビュー
持続的な成長に向けた基本的な取り組みを着実に遂⾏しつつ、
美しい地球と心豊かな人・社会を実現しクルマの持つ価値により、
人の心を元気にし続けることができるよう、「飽くなき挑戦」を続けていきます

代表取締役副社⻑執行役員 藤原 清志

Q：商品・技術開発領域における
　 今後の取り組みの概要を教えてください。

A：マツダでは、自動車の基本性能であるベース技術を大幅
に向上させたSKYACTIV技術を開発し、CXḋ5を第一弾と
する新世代商品に2012年より全面的に搭載してきました。
SKYACTIV技術と新世代商品は、優れた走行・燃費性能だけで
はなく、車種・車格を超えて機能ごとの最適構造・特性を共通化
し、各車へ展開する「一括企画」と「コモンアーキテクチャー」、
および、「フレキシブル生産」を両輪とする「モノ造り革新」によ
り、開発、生産の効率化・コスト改善を実現し、台数成⻑と構造
改革をけん引してきました。
　現在、2017年8月に発表した技術開発の⻑期ビジョン「サ
ステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」の実現に向けて
次世代技術と次世代デザインの開発を進め、同年10月より
実施された東京モーターショーでは次世代ガソリンエンジン

「SKYACTIVḋX」などの次世代技術や次世代デザインを出品し
ました。「SKYACTIVḋX」を含む次世代技術は2019年より導入
する予定です。

SKYACTIV（現⾏）

一括企画車両構造
（アーキテクチャー)

新商品構成

SKYACTIVḋG/D内燃機関

HEV
（トヨタから技術供与）電動化

i-ACTIVSENSE 
MAZDA CONNECT

その他

SKYACTIV（次世代）

Small商品群
（「CXḋ3」/新型クロスオーバー中心）

Large商品群（「CXḋ5」中心）

SKYACTIVḋX、
SKYACTIVḋD GEN2
SKYACTIVḋG/D Upgrade

EV、Plug-in HEV、
Mild HEV
Range Extender

自動運転MAZDA COḋPILOT CONCEPT 
次世代MAZDA CONNECT

次世代SKYACTIV技術の車両構造（アーキテクチャー）

Small商品群 
（CXḋ3/新型クロスオーバー

中心）

Large商品群  
（CXḋ5中心にCXḋ8/CXḋ9 ）

コスト競争力や
生産フレキシビリティの

さらなる向上

クロスオーバー系需要変化に
各グローバル生産拠点で

迅速に対応

より強固な
商品競争力の構築と
ブランド価値の向上

電動化含むパワートレインの
ワイドバリエーション化で

収益向上
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Q：米国での販売ネットワーク改革の
　  取り組みを教えてください。

A：これまでの取り組みを振り返ると、2016年からの2年間は、
マツダのブランド価値経営に基づき、お客さまが「熱望する商
品と出会える素敵な場所」、「素敵な時間を過ごしたい！わざわ
ざ行きたい！と思える場所とそこで働く人々」という質の向上を
目的に、販売網の再構築を進めてきました。米国市場において
は、マツダのブランド価値経営に賛同していただける優良販売
店への入れ替え実施や、次世代ブランド店舗への改築開始、ま
た、重点35市場における最適な販売網再構築の優先化などで
す。これらを実行し、米国工場の稼働を開始する2021年に、販
売能力40万台体制の構築、つまりお客さまに熱望される商品
を心地よい場所と人の対応からご購入いただける体制構築に
向け取り組みを加速し、中⻑期的に質的・量的成⻑を目指して
いきます。

F e a t u r e  S t o r y

Q：昨今、自動車ビジネスを大きく変えるといわ
れている「 CASE」に対して、「今後の取組み
方向性」の取り組みの中でどのように対応を
していくことができるのでしょうか？ 

A：いま自動車産業は100年に一度の変革期を迎えていると
いわれていますが、マツダはこれを新しい「クルマ文化創造」の
チャンスだと捉えています。「CASE」※1などの新技術は地球や
社会の問題に対する解決策だけではなく、クルマをより一層魅
力あるものにする可能性を秘めていると考え、「今後の取組み
方向性」の中にも織り込んでいます。この「CASE」において、マ
ツダらしい「人」を主体としたアプローチで、新たなカーライフ、
クルマ文化を提供し、お客さまに「人生の豊かさ」を提供したい
と考え、着実に研究・開発を進めています。
　2017年8月には、人間中心の自動運転コンセプト「Mazda 

Co-Pilot Concept（マツダ・コ・パイロット・コンセプト）」（P19

参照）に基づいて開発を進めている自動運転技術の実証実験
を2020年に開始し、2025年までに標準装備化を目指すこと
を公表しました。そしてさらに、2018年10月、マツダらしい独
自のバッテリーEV（電気自動車）とコネクティビティについて、
考え方やコンセプトについて発表しました。

※1 コネクティビティ技術（connected）／自動運転技術（autonomous）／
      シェアード・サービス（shared）／電動化技術（electric）といった新技術の総称。

Q：アライアンスの考え方を教えてください。

A：マツダでは、商品、技術、地域ごとに最適な相互補完をし、対
等な仲間として提携戦略を推進しています。特に次世代技術の
開発では、次世代SKYACTIVエンジンなど内燃機関のさらなる
進化による競争力の一層の強化は変更することのない柱です。
これに加えて、電動化技術、自動運転技術やコネクティビティな
ど、幅広い領域での対応が必要となってきます。この対応のた
めに、保有する技術や、「一括企画」および「モデルベース開発」
など特徴ある開発・生産プロセスをもマツダの強みとし、寄り
添ってくれる仲間とお互いの強みを持ち寄り、Win-Winになれ
るかを協議します。その上で、同じ目線で、同等の努力をするこ
とを前提に、仲間として共創していただける方々と協業を進め
ることが基本的な考え方です。
　その中の幾つかの領域では、トヨタ自動車株式会社およびサ
プライヤーとの戦略的協業をさらに深化させてWin-Winのア
ライアンスを目指していきます。もちろん、ほかの仲間の方々と
の協業も進めていきます。
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F e a t u r e  S t o r y

Q：マツダらしい独自の電気自動車とは
     どのようなものでしょうか？

A：マツダは、電気自動車であっても、特別なクルマ作りはいたし
ません。地球、社会に貢献し、そして人間中心であること。お客さ
まに、クルマとともに豊かな人生、カーライフを提供し、心と体を
元気にするクルマ作りをする。これは、電気自動車であっても変
わらない私たちのクルマ作りの哲学です。マツダの提案する電
気自動車のコンセプトは3点です。

　一つ目は、電気自動車であっても、やはり走る歓びです。マツ
ダの「走る歓び」は、日常の運転シーンにおいて、まるで⻑く使
い込んだ道具を扱うときのように、自分の意図通りに走り、曲が
り、止まることができ、その手ごたえをかみしめ、ずっと運転して
いたくなる。人間誰もが持つ「自然に振る舞う」身体の特性に、ク
ルマの動きを一致させることで、安心して、ずっと乗っていたくな
る。その場所の風景や光により表情を変えているクルマをずっと
眺めていたくなる。このように、クルマを所有し、どこまでも一緒
に走り、過ごすことで得られる「心の満足」、これがマツダの「走
る歓び」です。その実現手段のひとつが、マツダ独自の制御技術

「Gḋベクタリング コントロール（GVC）」の活用です。モーター
で走行する電気自動車では、アクセルオン、オフともに車両挙動
を制御することが可能となり、例えば下り坂であっても、まった
く途切れることなくシームレスで緻密な制御が可能となります。
これにより、車両の前後左右の動きをより滑らかに連動させ、先
ほどお話した人間誰もが持つ「自然に振る舞う」身体の特性に、
クルマの動きを一致させることが可能となり、人間とクルマが一
体になったと感じる「走り」「人馬一体」感を実現できると考えて
います。

　二つ目は、地球、人にやさしい技術です。電気自動車を運転す
るときに不安になるのは、やはり電欠です。現在のガソリンスタ
ンドと同数の充電設備があり、ガソリンを給油するのと同様の
時間で充電できれば良いのですが、現時点では難しいことだと
思います。ガソリンを入れ、エンジンで発電するレンジエクステ
ンダー※1が、そのような不安を解消できる「人にやさしい技術」
になると考え、マツダはロータリーエンジンを活用したレンジエ
クステンダーの開発を進めています。ロータリーエンジンは低
振動、低騒音であるため、電気自動車の静かで快適な移動を大
きく阻害することはありません。ロータリーエンジンでは、ロー

ターが回転して出力を発生させるため、同様な回転出力軸構造
を持つ電気モーターとの組み合わせにより、コンパクトに一体
化ができます。さらには電動化システムの容量や出力の組み合
わせを変えることで、電気自動車のみならず、プラグインハイブ
リッド、シリーズハイブリッドへ派生させることが可能です。こ
れらのハイブリッドシステムは燃料タンク容量を多めにしてエ
ンジンをより⻑く使う電動化システムですが、火力発電などの
発電時のCO2排出が多い地域ではWell-to-Wheel視点での
CO2削減に貢献できます。

　三つ目に、社会貢献できる技術です。昨今、自然災害により、
エネルギーインフラが止まり、数日間通常の社会生活が営めな
い状況が多発しています。ロータリーエンジンは多様な燃料に
対応可能であるという特性を生かし、CNGやLPG、水素などの
燃料への適用も可能と考えています。このレンジエクステンダー
の発電機能を使い、人や社会を助ける、貢献するというクルマ
による新しい社会貢献のカタチを提案したいと考えています。
それは、LPGなどを活用した災害時における「緊急給電モビリ
ティ」としての可能性です。災害時に停電し、クルマの燃料となる
ガソリンや軽油の供給が困難になった場合に、入手や運搬が容
易なLPGボンベを活用しロータリーエンジンで発電した電気を
供給するという、新しい社会貢献のカタチを提供したいと考え
ています。このマツダ独自のシステムを搭載した電気自動車は
2020年をめどに市場導入できるように開発を進めています。

※1 航続距離延⻑を目的に搭載される小型発電機

災害時における電気供給

航続距離の課題を解決

充電
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てなく取り込むことで、その地の特徴を活用できる地域コミュニ
ティを、クルマを使った移動を通じて実現することです。マツダは、
2018年10月より、広島県三次市において、将来のライドシェアを
見据えた移動サービス実証実験を開始する予定です。NPO法人
が運行する地域移動サービスの運営を、コネクティッドサービス
を用いて省力化すると共に人の参加を促し、地域の活性化につな
がるさまざまな付加価値を生み育む取り組みを開始します。
　マツダは、従来のコネクティビティの「クルマとつながる」と「マ
ツダとつながる」領域についても、今後の自動車ビジネスを考え、
お客さまとの絆をより強化していくために、このコネクティビティ
技術を活用し、ビジネス革新を進めていきたいと考えています。コ
ネクティビティを実現するベースとなるコネクテッドカーのシステ
ムについては、次世代商品から導入してまいります。そしてより多
く・より精度の高い情報とつながるために、車載機、通信プラット
フォーム、ITシステムの多くの部分を協調領域として考え、トヨタ自
動車株式会社とのアライアンスを最大限活用しながら推進してい
きます。

A：マツダは、コネクティビティ技術を通じて、二つの価値を提案
したいと考えています。
　一つ目は、一般的な価値として「デジタル化による便利な生活
をクルマの中でも安全に実現できるという価値」。二つ目は、「人
間中心の考え方でクルマとともに豊かな人生、カーライフを提供
し、お客さまの心と体を元気にする価値」です。現代において、人
はグローバルにインターネットでつながり、デジタル社会の利便
性を享受して生きています。しかしながら、その利便性の陰で、
過度なデジタルツール依存の状態から一時的に解放されたいと
いう要望を持つ人々が存在しはじめていると思います。マツダは、

「人間中心」の考え方で、「ネットにつながるデジタル社会の利便
性」と「リアルな人と人とのつながり」、この両立を実現させるコネ
クティビティを提供していきたいと考えています。デジタルツール
の持つ良さを活用し、そこに「クルマ」が持つ自らの行動範囲を拡
大してくれる力、移動の過程を楽しめる「クルマ」の持つ価値をつ
なげます。リアルな自然や人とのふれあいを通じて、人間性・人間
力の復活を、クルマとデジタルツールの融合により提供できると
考えています。

Q：「新たな『クルマ文化の創造』に貢献する」
    というお話がありましたが、その点について、
    藤原さんの思いなどがあれば教えてください。

A：マツダは、電気自動車でも、コネクティビティでも、自動運
転であろうとも、シェアリングであろうとも、「人間を中心に置
く」哲学を守っていきます。そして、新しい世界と共存し、「走る
歓び」だけではなく、新たなクルマ文化の創造に貢献することで

「生きる歓び」も提供してまいります。 その結果、クルマをお使
いいただくお客さまが、心身ともに健康になり、体験や感動を人
と共有できることで、お客さまの心の満足度を高めていきたい
と考えています。
　コネクティビティとレンジエクステンダーによる電力供給を組
み合わせることで、電力供給の無い地域でも電気や通信を確保
し、必要最低限の生活レベルを守りながら、自らの行動範囲を
広げる。さらには、ネットをオフし、自然の中での新しい体験を
通じて、クルマと共に過ごす楽しさ、自然とのふれあい、人として
の「生きる歓び」が感じられる ― そのような新しい「クルマ文化
の創造」を通じて、美しい地球と心豊かな人・社会を実現しクル
マの持つ価値により、人の心を元気にし続けることができるよう

「飽くなき挑戦」を続けていきます。

　例えば、「交通空白地帯となっている地方に出かけ、移動の足
に困っている人を助ける」というような、「移動の過程を楽しみ
ながら過疎地域の活性化にも貢献する」といった例です。コネク
ティビティ技術が新たな場所や新たな人との出会いを結びつけ
ていくことが可能だと考えています。自らのクルマで運転しなが
らボランティア活動に申し込み、参加し、そして活動メンバーと
出会う。そのようなリアルな人と人のつながりの中で行われる活
動の良さを、デジタルツールを使ってその輪を広め、デジタル社
会ならではのその「つながり」が無限に拡大していく。すなわち、
デジタル・デトックスである「リアルな活動」と、デジタルの活用に
よる「つながる輪の拡大」の両方がバランスされた世界の実現に
向けて、このような体験を創り出すことにより、人が心豊かな「生
きる歓び」を実感できるようにしたいと考えています。
　また、近年は過疎地域における公共交通の弱体化や、高齢な方
やお身体の不自由な方などの移動手段の不足などが問題になっ
ていますが、マツダはクルマとコネクティビティ技術がそれらの活
動を支えることができるのではないかと考えます。さまざまな地
域でのコミュニティ内の助け合い、都市部と過疎化が進む地方の
交流による人材育成や産業創出など、多様な技術・能力を分け隔

F e a t u r e  S t o r y

Q：マツダらしいコネクティビティとは
     どのようなものか教えてください。

クルマとつながる

■ 情報配信
■ ソフトウェア更新
■ 事故時の自動通報
■ 車両の遠隔操作

走行データ収集 分析 モデルベース開発

製品反映

カスタマーケア

マツダとつながる
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TOPICS

■ステークホルダーとの対話
マツダグループの企業経営に対してつながりを持つ関係者（ス
テークホルダー）との対話を通じ、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。対話から得られた結果は各関連部門あるいは委員会に報告
し、日常業務の企画と改善に役立てています。

マネジメントマツダのCSR

コーポレートビジョン

マツダを取り巻くすべてのステークホルダー

お客さま

従業員

ビジネス
パートナー

グローバル社会
地域社会

株主・投資家次世代の人々
（環境）

Mazda Way

パートナー
グローバル社会

地域社会

株主・投資家次世代の人々 お客さま満足

人間尊重

安全環境

品質社会貢献

コンプライアンスを重視した事業活動

CSR

社会と企業の持続的な発展

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」などを参考に、「お客さま満足（P16）」「品質（P17）」「安
全（P18-19）」「環境（P20-21）」「人間尊重（P22-23）」「社会貢献

（P24-25）」の6つに分類し、自らの活動を評価しています。

マツダのCSR（企業の社会的責任）

社会と企業の持続的な発展のために、
日々の事業活動を通じてCSRの取り組みを推進します。

■基本的な考え方
「Mazda Way」（P22参照）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」（P2参照）の実現を目指してい
ます。従業員一人ひとりが、マツダグループの企業経営に対してつ
ながりを持つ関係者（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（企業の社会的責
任）の取り組みを推進し、社会とマツダの持続的な発展を目指し
ます。国際ルールや各国・各地域の法令順守のみならず、現地の
歴史、文化、慣習などを尊重した取り組みができるよう、開発・生
産・販売などの拠点、サプライヤーと連携し、バリューチェーン※全
体を通じてCSR取り組み推進体制を構築しています。

※「研究・開発-購買-生産-物流-販売・サービス-使用済自動車のリサイクル」など企業活
動全体での価値（バリュー）の連鎖（チェーン）（P28参照）。

コーポレート業務本部  CSR・環境部  土肥 未奈子

さまざまな工夫を凝らし読者に「伝わる」誌面づくりを目指します

サステナビリティレポートの制作を担当しています。CSRは専門用語が多
く内容も難しくなりがちですが、ステークホルダーの皆さまに、マツダの取
り組みをわかりやすくお伝えできる誌面づくりを意識しています。2018年
版レポートでは、国連グローバル・コンパクト署名に関する項目を設けまし
たが、より詳しく内容を知りたい読者向けに詳細を掲載したウェブページ
を作成しました。読者に「伝わる」誌面づくりを目指し、今後もさまざまな工
夫を凝らしながら編集を進めます。

EMPLOYEE’S VOICE

マツダ、国連グローバル・コンパクトに署名

マツダは、2018年1月に、国連グローバル・コンパクト（以下UNGC）に署名
し、UNGCに署名している日本企業などによって構成されるグローバル・コン
パクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）に加入しました。UNGCは、各企業・団
体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き
一員として行動し、持続可能な成⻑を実現するための世界的な枠組み作りに
参加する自発的な取り組みで、現在世界約160カ国で12,000を超える企業・
団体が加入しています。
マツダは、UNGCが提唱する10の原則の実現に向けて今後も努力を継続し
ます。

マツダホームページ
http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/
about/pdf_globalcompact.pdf
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンホームページ
http://www.ungcjn.org/
国連グローバル・コンパクトホームページ（英語のみ）
https://www.unglobalcompact.org/



Mazda Motor Corporation 15

TOPICS

■内部統制
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」や財務統制のガイドラインなどを定め、各部門が規程・要領・
手順書などを整備しています。
グループ会社との連携を通して、マツダグループ全体で最適な内
部統制の構築を推進しています。

■コンプライアンスの推進
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付け、「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。

■購買取引先との共存・共栄と高品質なクルマづくり
購買基本理念の下に国内･海外の購買取引先（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。

「マツダサプライヤーCSRガイドライン」などを発行し、サプライ
チェーン全体での法令順守を推進するとともに、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。

■さまざまなリスクへの対応
基本ポリシーや関係する社内規程に従って、社内外のさまざまな
リスクの把握と低減活動を継続し、事業の継続と安定的な発展の
確保に努めています。災害・緊急事態への対応、情報セキュリティ
の確保、個人情報や知的財産の保護などさまざまなリスクを想定
し、適切に管理しています。また、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。

マツダモーターヨーロッパ
内部監査部門 統括責任者 フランク・タイス

サプライヤーとのモノづくりにおける連携強化

サプライヤーと共に品質向上・生産性改善の取り組みを
進めています。海外における活動に当たっては国民性や
文化の違いを尊重し、現場の改善活動を継続的に推進
しています。

密に連携を取りながらビジネススキルを高め
ます

欧州で監査領域を統括しています。欧州においては、
各拠点にそれぞれ特性があり、解決策も異なります。
私たちのチームは、欧州にある各国の販売拠点担
当者と密に連携を取りながら、直面するさまざまな
課題について議論をしています。このコミュニケーショ
ンを通じて、私たちは日々ビジネススキルを高めて
います。

メキシコでの活動風景

マツダデメヒコビークルオペレーション 購買管理部門

（左）アシスタントマネージャー ジョバンナ・フェルナンデス
（右）アナリスト シンシア・アンヘレス

サプライヤーの皆さまと「特別な絆」を築き、
共に成長できる関係を目指します
メキシコの生産拠点（MMVO）で調達を担当しています。MMVOでは、サ
プライヤーの皆さまと「共創できる関係づくり」を目的として、年に1回「サ
プライヤーカンファレンス」を開催しています。『お客さまが感動するクルマ
造りへの挑戦』をテーマとした今年度のイベントでは、マツダの考え方や目
指す姿の紹介や、優れたサプライヤーへの表彰のほか、ご意見を伺う対話セッ
ションなども設けています。サプライヤーの皆さまと「特別な絆」を築き、共
に成⻑できる関係を目指します。

EMPLOYEE’S VOICE

EMPLOYEE’S VOICE
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■お客さまのカーライフを確実にサポート
「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」の実現を目指した最高のカスタマーサービスの提
供をしています。高度な知識／整備技術、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、サービストレーナー／ス
タッフの研修トレーニングを行っています。
また、技術力・意欲向上を目的として整備技術・お客さま対応力を
競う「サービス技術大会」を行っています。2017年は「第4回サー
ビス技術世界大会」を開催し、11カ国13チーム（26名）の最も優
秀なサービスエンジニアたちが整備技術力を競い合いました。

お客さまへの取り組み

マツダファンイベント「マツダファンフェスタ 2017 in
OKAYAMA」(主催：岡山国際サーキット／主管：（株）ビース
ポーツ)(2017年12月)

お客さま満足

お客さまの期待を上回るマツダブランド体験の提供を通じて、
お客さま満足の向上に努めています。

■お客さまに選ばれ続けるための取り組み
マツダグループは、ブランドの価値向上を通じて、強く支持してく
れるファンを増やし、その積み重ねによりビジネスを成⻑させ、企業
価値を高めるという考え方「ブランド価値経営」を推進しています。
中期経営計画「構造改革ステージ2」において、ブランド価値向上
のための主要施策の1つとして「グローバル販売・ネットワーク強
化」を掲げています。クルマを販売している130以上の国と地域に
おいて、お客さまと特別な絆を築くことを目指しカーライフ全体で
マツダブランド体験を提供する施策を各国の販売会社と連携しな
がら推進しています。

■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。

（写真左）マツダノースアメリカンオペレーションズ 最高マーケティング責任者
ディーノ・ベルナッキ

米国の販売統括会社（MNAO）でマーケティング領域を統括しています。
お客さまに対して正しいメッセージを適切なタイミングでお伝えできるよう、
米国では対話方法の見直しなどを進めています。全てのタッチポイントで感
動・歓喜してもらえる「Ultimate Mazda Experience（最高のマツダ体験）」
を実現する為に、お客さま一人ひとりに適した顧客体験を提供する活動を進
めています。私たち米国スタッフが直面している課題は他の国においても同
様に発生していることから、マツダグループ全体で相

そ う ご け ん さ ん

互研鑽し、解決方法を
共創することを重視しています。全世界のグループ全体の連携により最高の
結果を得ることができると考えています。

EMPLOYEE’S VOICE

整備技術・お客さま対応力を競う「第4回サービス技術世界
大会」(2017年5月)

次世代デザインビジョンモデル（2017年10月公開）

マツダグループの共創活動を通じて最高の顧客体験を創造します
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品質

1. 企画から製造まで
一気通貫した品質の
つくり込み

製
品
企
画

製
品
設
計

性
能
確
認

製
造

試
作
・
信
頼
性
試
験

再発防止

2. 市場問題の
早期把握・早期解決

⇒100+1100-1=0

100-1=0 ⇒100-1=0 100+1

お客さまからのご指摘

販
売

市
場サ

ー
ビ
ス

3. お客さまとの
特別な絆の
構築

品質

確かな仕事の積み重ねで
お客さまに喜ばれる商品・サービスを提供します。

■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。

■グローバルで高い品質を追求
マツダは 130 以上の国と地域で販売を行い、生産は世界 7 カ国
に拠点を有しています。グローバルで高い品質の商品を生産し、
品質を保ちながら迅速にお客さまにお届けできるよう、国内・海
外の各拠点の連携体制を確立し取り組んでいます。
マツダグループのビジョン、各拠点の成功事例などを共有し、連
携を密に行えるよう、品質部門のみならず、生産・物流などさま
ざまな部門がグローバル会議を実施しています。

■品質保証の考え方
～「100-1＝0」の考え方に基づく“クルマづくり”～
1. 企画から製造まで一気通貫した品質のつくり込み
「クルマ100台のうち、お客さまにとってその1台は100分の1台で
はなく、唯一無二の1台であり、全てのお客さまに良い品質をお届
けする」という強い思いが「100-1＝0」という言葉には込められて
います。マツダでは“お客さまの1台1台を大切にするクルマづくり”
を追求し、関連部門が一体となり企画から製造まで一気通貫で徹
底して品質をつくり込んでいます。
～「100-1＝0」を「100+1」に変えていくプロセスへの取り組み～
2. 市場問題の早期把握･早期解決
お客さまのご指摘の早期把握と早期解決を目指した品質保証活
動を推し進めています。
3. お客さまとの特別な絆の構築
日頃からお客さまと誠実に向き合い、寄り添う気持ちでコミュニ
ケーションをとっていくことで、お客さまに信頼し続けていただけ
るような特別な絆づくりを目指しています。（「100-1」⇒「100+1」）

マツダ（中国）企業管理有限公司 サプライヤー品質部 劉 登傑

お取引先さまと一体になった品質保証活動に取り組んでいます

日本へ出荷する中国生産部品の品質保証を担当しています。近年、中国の
自動車産業の発展は目覚ましく、中国から出荷する部品の種類や数も拡大し、
マツダと初めてビジネスをするお取引先さまが増えつつあります。新たな
お取引先さまに対して丁寧な対話を心掛けながら業務を進めてきた結果、
マツダの品質管理の考え・やり方に共感いただけるようになり、お取引先さ
まと一体になった品質保証活動ができるようになってきました。今後も、高
品質の部品を中国から出荷し続けることができるよう、私たちが、地の利と
言葉の利を生かし、お取引先さまと一緒に取り組んでまいります。

EMPLOYEE’S VOICE

グローバルでの品質向上を目指した集合研修

品質保証の考え方
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平成29年度J- NCAP自動車アセスメント成果発表会
衝突安全性能評価と予防安全性能評価の両方で、平成29年
度の受験車中最高得点を獲得したCX- 8を展示

低

高

被害の
リスク

■クルマの取り組み
Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）
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。

■先進安全技術「i-ACTIVSENSE」
「i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）」※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されています。
※「i-ACTIVSENSE」は、ドライバーの安全運転を前提とした技術であり、事故被害や運転負荷の

軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心が
けてください。
http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/safety/i-activsense/

■基本安全技術の継続的進化と全車標準化
マツダは“事故のない安全なクルマ社会”を目指し、ドライビングポ
ジション、ペダルレイアウト、視界視認性、アクティブ・ドライビング・
ディスプレイなどの基本安全技術の継続的進化と全車標準化を進
めます。

安全

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。

安全なクルマの開発・商品化

クルマ

道路・
インフラ

交通環境の整備の動きに
連携した取り組み

人々への安全啓発

人

安全への取り組み3つの視点

リスクが
迫っている状態

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

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

お客さまの使用状態 マツダが提供する安全性能

事故が起きて
しまった状態

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

事故が起きて
しまった状態

避けられない状態

「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。

■安全についての考え方
2017年8月、マツダはクルマの持つ魅力である「走る歓び」の力に
よって、「地球」「社会」「人」それぞれの課題解決を目指す新し
いチャレンジ「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表
しました（P5-6参照）。安全を含む「社会」の分野においては「安
心・安全なクルマと社会の実現により、すべての人が、すべての地
域で、自由に移動し、心豊かに生活できる仕組みを創造し築いて
いきます」というマツダのチャレンジを表しています。

安全

事
故
低
減
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■人への取り組み
交通安全啓発や安全運転実技指導（運転姿勢含む）などを通じ
て、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。

【取り組み事例】
・地域の行政や団体と連携した安全啓発活動。
・「サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2018」※1での「衝突

被害軽減ブレーキ体験」や安全技術説明（国内）。
・クルマを意のままに気持ちよく操り、同時に安全に走るための理

論と技術を身に付ける体験＆トレーニング「マツダ・ドライビング・
アカデミー」（国内）。

※1 ステークホルダーに対してマツダの取り組みを紹介するとともに、忌憚のないご意見を伺うこ
とを目的としたイベント。

■道路・インフラへの取り組み
政府や地方自治体、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ます。ITS※2のプロジェクトなどに自動
車メーカーの視点で積極的に参画しています。
※2 高度道路交通システム ： 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。

自動運転技術の標準装備化
自動運転技術を活用したMazda Co-Pilot Concept
　2020年：実証実験開始
　2025年までに：標準装備化を目指す

ドライバー正常時
ドライバーが運転することで「走る歓び」を提供。その裏でクル
マはドライバーの状態を常時検知し仮想運転状態を保つ。

ドライバーが正常に運転できない場合
ドライバーが正常に運転できない状態と判断した時には、クルマ
がオーバーライドして危険を回避し、安全な場所に移動し停車。

■人間中心の自動運転の考え方
「Mazda Co-Pilot Concept」
人間を中心に考えるマツダ独自の自動運転技術開発コンセプトが、

「Mazda Co-Pilot Concept（マツダ・コ・パイロット・コンセプ
ト）」です。人間が心と身体を活性化しながら、イキイキと運転して
いる一方で、クルマは人間と車両の動きをしっかりと把握し、仮想
運転をしています。そして、人が意識喪失などの不測の事態に陥っ
た場合、クルマが運転操作をオーバーライドし、自動で外部に緊急
連絡するとともに、他の人や周辺を危険な状態にさせない最適な
場所にクルマが自動運転で移動。周辺の安全を確保し、事故の発
生を未然に防止することを目指しています。

技術研究所  桑原 潤一郎

安心・安全で走る歓びを感じるクルマを提供できるよう
研究に邁進します
運転中の急な体調変化などのドライバー異常を、早期に検出する技術の
研究に取り組んでいます。特別なセンサーを使用せず運転行動からドライ
バーの異常を検出できるといった、全てのクルマに搭載できる技術に挑戦
しています。医師との共同研究などを通じて、通常時・異常時のドライバー
運転行動モデルを構築し、その技術を具現化しつつあります。人間を中心
に考える自動運転技術の開発コンセプト「Mazda Co-Pilot Concept」を
実現し、安心・安全で走る歓びを感じるクルマをお客さまに提供できるよう、
今後も研究に邁進します。

EMPLOYEE’S VOICE

衝突被害軽減ブレーキ体験

Mazda Co-Pilot Concept
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環境

■「グリーン調達」の推進
マツダはサプライヤーと協働で環境の取り組みを進めています。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、「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、納入に至る全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。

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

クルマおよびクルマの技術

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

マツダのイメージする将来像

低炭素社会　循環型社会　自然との共生社会

生産・物流・オフィス・社会貢献など

環境保全への取り組み理念と方針

事業サイト環境委員会における相
そ う ご け ん さ ん

互研鑽の取り組み
事業サイト環境委員会においては、省エネ・廃棄物などのそれぞれの部会
で好事例を収集・共有し、マツダグループ全体で相

そ う ご け ん さ ん

互研鑽しながら、環境取
り組みを推進できる体制づくりを進めています。

【共有された成功事例 】
メキシコの工場：部門ごとに省エネアイテムを抽出し、エネルギーロスの削

減活動を実施。
タイの車両工場：5年毎の中期省エネ計画を踏まえて、毎年の目標を設定。
タイのパワートレイン工場：将来を見据えてCO2総排出量を削減できるよう

低CO2の電力会社と契約。

環境

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考え、
ライフサイクル全体での環境負荷低減に取り組んでいます。

■環境についての考え方
マツダは、持続可能な社会の実現のために、行政・業界団体・非
営利団体などと連携をとりながら、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取り組んでいます。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、具体的な目標設定・取り組みは環境中期計画「マツダグリーン
プラン2020」に沿って進めています。
また、CSR経営戦略委員会の下に「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

ループ会社およびサプライチェーン全体で、ISO14001などの環

境マネジメントシステムの構築を推進しています。

技術本部 生産企画部  戸谷 昭浩

マツダグループ全体の一丸となった活動で
地球環境への負荷を低減していきます
マツダグループ全体の事業活動によるエネルギー消費量やCO2排出量の
削減活動を担当しています。海外の生産拠点とも足並みをそろえて活動を
進める必要があるため、各拠点との連携強化に力をいれています。2017
年度は各拠点を訪問し、実際に担当者同士が顔を合わせてマツダの目指
す姿や拠点での活動状況について話し合いました。その結果、お互いの理
解や協力関係も深まり、マツダでの取り組み事例を海外拠点で実施する動
きもスタートしました。国の法律などの違いによる難しい局面もありますが、
マツダグループ全体が一丸となって豊かな地球を後の世代に残していける
よう取り組んでいきます。

EMPLOYEE’S VOICE
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TOPICS

■商品・技術開発における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。マツダは、2017
年8月、「『Well-to-Wheel』での企業平均CO2の排出を、2050年ま
でに2010年比90％削減することを視野に、2030年までに50％削
減することを目指す」という新たな目標を設定しました。

■SKYACTIV技術による「ベース技術」の改善
革新的なベース技術の総称が「SKYACTIV（スカイアクティブ）
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をゼロから見直し、革新的な
技術開発を実現しています。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※めどをつけ
た次世代エンジン「SKYACTIVḋX（スカイアクティブ・エックス）」
などを搭載した商品の導入を予定しています。
※ 2017年8月現在マツダ調べ。

■「ビルディングブロック戦略」の推進
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
ブロック戦略」を採用しています。今後も、内燃機関はグローバル市場
における自動車の主要な動力技術であり続けるとの予測に基づき内
燃機関の徹底的な理想追求は引き続き重要であると考えています。
内燃機関の理想を追求し続けつつも、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、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。

次世代ガソリンエンジン「 SKYACTIV－X」
「SKYACTIVḋX」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。

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。

ビルディングブロック戦略

Well-to-Wheel概念図*

マツダらしい世界一の商品を
適材適所で各市場に提供することを目指す

プラグインハイブリッド技術

電気自動車技術

制御技術

ベース技術進化 （効率化、軽量化など）
SKYACTIV技術：
  エンジン
  トランスミッション
  ボディー／シャシー

電気デバイス技術：
  ハイブリッドシステム
  減速エネルギー回生システム
  アイドリングストップ機構

プロセス革新

・モノ造り革新（コモンアーキテクチャー＆フレキシブル生産）

モデル
ベース

開発技術

電動化
技術

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

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

プラグイン
ハイブリッド車

ガソリン/
ディーゼル/
CNG/LPG車
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出典：IEA/ETP “Energy Technology Perspectives 2015”

＊化石燃料を採掘して車両走行する場合。
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どこよりも「人」がイキイキしている企業を目指し、
「Mazda Way」を軸とした人づくりと人権の擁護活動に取り組みます。

マツダの人権に関する
基本理念や方針を
理解している

72%

できる限り長くマツダで
働きたいと思っている

79%79%

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

66%

マツダの人権を侵害する
行為に対して適切に
対応していると感じている

98%

名48,849

名265
名392
%2.11

（法定 2.0%）
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■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従業員全員で共有する、「Mazda Way」を軸
とした人づくりを進めています。また、「人」の成⻑と活躍を支える
ためのさまざまな取り組みを展開しています。

■ダイバーシティー（多様性）の実現と
ワークライフバランスの促進

従業員の多様性を尊重し、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。幹部候補と
なる女性従業員の育成計画策定や、障害のある従業員のための
相談窓口設置など、多様性実現のためのさまざまな取り組みを進
めています。また、多様な価値観やライフスタイルを持つ従業員
が、プライベートと会社生活とを両立し活躍できるよう、ワークラ
イフバランスの促進に取り組んでいます。

■明るく働きやすい職場づくり
「安全健康基本理念」に基づき、働く人の安全と健康のために、人づ
くり、職場づくり、仕組みづくりを進めています。また、「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。なお、経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健
康経営優良法人認定制度」において、マツダは2017年の創設か
ら2年連続で「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定されま
した。

■人権の尊重の基本的な考え方
マツダは2000年11月の「マツダ人権宣言」により、社内外を問わず
全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、性自認などによる差
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、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取
り組みを進めています。
また、国際社会の常識・健全な慣行に従うことを目指し、国際連合
や国際労働機関などによる基本原則を踏まえ、人権に関する会社
方針および従業員の行動基準を明確化しています。

■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。海外のグループ会社においては、
現地に根ざした経営ができる体制を整えています。現地採用した
人材のマネジメント登用を積極的に進め、国・地域の文化に適した
働きやすい環境づくりに、グローバルで取り組んでいます。

人間尊重

■ 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、成⻑と活躍に向けて、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。

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

Mazda Way 7つの考え方

マツダ人権宣言（2000年11月）

地域別従業員割合
（2017年度、連結）

育児休職復帰率
(2017年度、単体)

海外拠点の現地マネジメント率
（2017年度、連結）

障がい者雇用率※

(2017年度、単体) 
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※年度内の平均雇用者数

人間尊重
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マツダグループでは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を把握し改善に
つなげるため、継続的に社員の意識調査を実施しています。コーポレートビジョンの実現に資
する人と組織の状態を、より的確に調査できるよう、2017年度に調査項目の改定を実施しました。

従来のグローバル社員意識調査（以下GES）は、どの企業にも当てはまるような一般的な設問
項目で構成されており、「マツダ独自の強みを高めることに役立てる」という点では不十分な点
がありました。マツダにより適した管理ツールに見直すことを目指し、マツダ本社と、オースト
ラリア・カナダ・欧州・米国などの人事部門共創メンバーが集まり、2017年1月よりGES見直し
に着手しました。マツダのビジネス戦略によりマッチし、従業員の会社での経験の質、貢献意欲・
機動力・方向性などをより効率的に評価し、拠点のある各国・地域の文化・風土を踏まえながら、
より効率的で組織改善につながるマネジメントサポートツールとなるよう検討を進めました。
その結果、新GESにとって重要な６つの要素が導くことができました。
各国の法律の違い（例：欧州の改訂版個人情報保護法など）への対応や、計19か国語の翻訳
版作成、操作性向上など、限られた時間の中でクリアすべき課題がたくさんありましたが、共
創メンバーのチームワーク、人事マネジメントのサポート、そして、お互いの信頼関係により、
2018年5月に新GESを立ち上げることができました。
GESはマツダグループの共創活動の成果であり、マツダの強みを高めるものとして役立つもの
になると確信しています。

6つの要素
1. 私たちの仕事の進め方（お客さま視点、あくなき挑戦、共創、Mazda Way）
2. モチベーション（主体性と裁量性、職務の理解とマツダ・会社との結びつき、成⻑とキャリア開発）
3. 働く環境（職場の状態、給与と福利厚生、全社・部門内コミュニケーション）
4. マネジメント（上司による活躍のための支援、上司への信頼感、上司による評価と感謝）
5. ブランド浸透
6. 職場の強みモデル（貢献意欲、機動力、方向性の一致）

TOPICS

女性視点で体格差・体⼒差に配慮した生産工程づくり
体格差・体力差に配慮した生産工程づくりを目指し、防府工場の第4
パワートレイン製造部において、改善活動が行われています。ユニバー
サルデザイン*の視点を取り入れたこの活動では、腕・膝にかかる負
担や腰の曲がる角度を女性視点で評価しました。問題点がある工程
については、補助装置設定など、作業標準を見直すなどの対策を実
施し、2017年度は問題点のある工程の約4割が改善されました。

＊年齢、性別などにかかわらず、たくさんの人々が利用しやすいよう製品やサービスをデザ
インする考え方。

従業員の⼒を集結し生き生きと自律的に働ける環境づくり
マツダグループ全体で、従業員の力を同じ方向に集結させるとともに、
一人ひとりが働き甲斐を感じて生き生きと自律的に働ける環境づくり
を進めています。2017年度は、マツダの将来に関するマネジメントと
従業員の対話機会の充実を進めるほか、「フレックス」「在宅」などの
勤務をより柔軟に行えるよう、制度などを一部見直しました。これら
の取り組みは日本国内で推進されている「働き方改革」の「⻑時間労
働の是正」「年次有給休暇の取得促進」「柔軟な働き方の促進」につな
がると考えています。

改善事例）ガススプリングを利用し、重量バランスで部品を
定位置に保ち、腰曲げ作業を無くした

左記以外のグローバル社員意識調査共創メンバー
ジャシンタ・スぺディング（マツダオーストラリア）、テレサ・バレラ（マツダノースアメリカンオペ
レーションズ）、藤賀 猛・吉田 和久・豊田 裕三・高村 勝彦・山出 裕子・石井 清隆・須原 俊男・クリス・ 
クラーク（マツダ本社）

グローバル社員意識調査の見直し
―マツダ独自の強みを高めることに役立つ調査へ

EMPLOYEE’S VOICE

マツダカナダ ブライアン・マクドガル

マツダ モーターヨーロッパ（ドイツ） 
ブルーノ・ ミューラー

マツダ本社（日本）
左から 中山 哲郎  泉谷 綾
原 由梨子  伊藤 敬之

グローバル社員意識調査共創メンバー

改善前 改善後

上
昇

定位置
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社会貢献

良き企業市民としての責任を果たすため、
各国・地域のニーズに即した社会貢献取り組みを継続的に行います。

■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。

■ 2017 年度実績
取り組み基本方針3つの柱に基づいて、さまざまな取り組みを行っ
ています。

■ 国内・海外で500件以上の活動を実施。（社会貢献活動費：
2017年度実績約20億円）
（公式ウェブサイト「社会貢献への取り組み」：
http://www.mazda.com/ja/csr/social/）

■ マツダグループの優れた社会貢献活動に対する表彰制度「マツ
ダ社会貢献活動優秀賞」の第4回受賞活動を発表。

■ 自然災害発生時に、マツダ本社と現地拠点が連携をとり、寄付
をはじめ、さまざまな支援を実施。

環境 ・ 安全
自動車メーカーと
しての責任

人材育成
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

地域貢献
良き企業市民として、
地域の社会的課題に

対応

社会貢献 取り組み基本方針3つの柱

第4回マツダ社会貢献活動優秀賞

社会貢献

（左）本社工場駅伝担当：コーポレート業務本部総務部 泉  富久実　
「参加者の方々からの信用・信頼にこたえるため、タイムリーに正
確な情報が提供できるよう心がけました」
（中）防府工場駅伝担当：総務部 (防府) 竹谷  隆志
「参加者の方々がより快適に過ごせるようコースの安全対策や主要
施設の配置を工夫しました。」
（右）メキシコ工場駅伝担当：広報・渉外課 サンドラ・ガルシア・パルド
「参加者同士の交流だけでなく、日本とメキシコの文化交流も意識
して企画しました」

私たちは各拠点でマツダ駅伝大会を担当しています。参加者の方々に
喜んでいただき、マツダに親しみを感じていただけるよう、拠点ごとに様々
な工夫をしています。今後も、大会を通じて参加者の方 と々の絆を育
めるよう取り組んでいきます。

参加者の方々との絆を育めるよう取り組んでいきます

地域との交流を促進するため、本社工場、防府工場、メキシコ工場※では、敷地を開放してマツダ駅伝大会を開催しています。1966年に社
内行事として本社で始まった活動は、1981年から地域の方の参加を募る活動となり、その後、防府工場、メキシコ工場へと広がりました。
この取り組みは、第4回マツダ社会貢献活動優秀賞の大賞に選ばれました。　　　　　

EMPLOYEE’S VOICE

活動名

大賞
「マツダ駅伝大会」
（マツダ（本社工場、防府工場））
（マツダデメヒコビークルオペレーション）

特別賞 「美祢自動車試験場の施設提供」
（マツダ(美祢自動車試験場））

特別賞 「パソコンの寄贈」
（マツダ E&T）

特別賞 「交通安全の推進（交通安全啓発活動）」
（北海道マツダ販売、函館マツダ）

特別賞 「文化・芸術の支援」
（マツダオーストラリア）

奨励賞 「支援型自動販売機の設置」
（マツダパーツ）

※正式名称は、マツダデメヒコビークルオペレーション
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地域貢献

人材育成

安全

環境

■マツダミュージアム
マツダ本社（広島）内にあるマツダミュージアムは、1994年の開館
以来世界中から約162万名の来館者をお迎えしています。マツダ
の歴史や技術などの展示のほか、組立ラインの見学のエリアを設
けています。

マツダミュージアムのご案内
http://www.mazda.com/ja/about/museum/

■社会貢献活動事例

子どもたちへの環境啓発
環境イベントや出前授業などの小中学生を対象とした環境啓発を
行っています。CO2削減をテーマに、地球温暖化防止に貢献する
マツダの挑戦やクルマを使う人が簡単にできる取り組みなどにつ
いてクイズを交えて紹介しています。

安全運転啓発「プロジェクト・イエロー・ライト」の支援
米国では、若年層対象の安全運転促進を目的とした「プロジェクト・
イエロー・ライト」の活動を2012年から支援しています。運転中の携
帯電話操作の危険性を訴える公共広告映像スカラシップ・コンテス
トへの協力に加え、マツダ・モータースポーツのプロドライバーが注
意力散漫な運転の危険性について学生に講演を行っています。

SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働
欧州では、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。マツダならではのユニークな活動と
して、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。
※ 親や養育者と共に生活できない子どもを支援している国際的な団体。

「マツダ麦苗クラス」の子どもたちを支援
中国では、民間公益助学団体「麦田教育基金会」を通じて2012
年に設立した「マツダ麦苗クラス」の子どもたちを支援していま
す。図書館設立支援や教師の研修支援を行ってきたことに加え、
従業員と子どもたちとの文通や生活用品の贈呈を行うなど、経済
面・精神面でのサポートを行っています。

■マツダ財団
日本、米国、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国で財団を設
立し、それぞれの地域で環境・安全、人材育成、地域貢献などの活
動を支援しています。

マツダミュージアム
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1936.4

1945.12

1949.8

1945.8

1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

3輪トラックの輸出を再開

建物の一部を広島県他、裁判所、報道機関などに貸与。
県庁の全機構がマツダに移転（～1946.7）

1951.12

1951

1959.7

松田恒次社長就任
新しいシンボルマーク使用開始

新しいシンボルマーク使用開始

1965.5

1966.11

1967.3

1970.4

1970.11

1975.1

1977.12

1979.6

1979.11

1981.12

1982.9

1984.5

1984.10

1984.11

1985.1

新しいシンボルマーク使用開始

山崎芳樹社長就任

国内自動車生産累計1,000万台達成

フォードと資本提携

防府中関工場（トランスミッション）操業開始

防府西浦工場（乗用車）本格操業開始

マツダ株式会社へ社名変更

マツダ財団設立

山本健一社長就任

米国生産会社（MMUC、現・AAI）設立（～2012.8）

1987.6

1987.12

1988.4

1988.5

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

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〈初代〉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

1930

1950

1940

1960

1970

1980

1990

1963.3

三次自動車試験場開設

宇品乗用車専用工場操業開始

欧州向け本格輸出開始

米国向け本格輸出開始

松田耕平社長就任

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
国内自動車生産累計100万台達成

1987.4

技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

古田徳昌社長就任

マツダ工業技術短期大学を設立

マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

国内自動車生産累計2,000万台達成

経営領域 商品領域※

マツダの歴史

1930.9

3輪トラックの輸出開始
3輪トラックで鹿児島̶
東京間をキャラバン宣伝
新しいシンボルマーク使用開始

広島県安芸郡府中町に新工場建設

1920～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

※発売時期は国内を基準に掲載 ※発売時期は国内を基準に掲載

1920
1920.1

松田重次郎社長就任

東洋工業株式会社に改称

東洋コルク工業株式会社として創立

2000.11

2010.4

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
初代「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）

2006.2
水素自動車（RX-8水素ロータリーエンジン開発車）
リース販売

2003.10
初代「アクセラ」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
初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2017.8
次世代エンジン
「SKYACTIV-X」発表

2016.2
「CX-9」フルモデル
チェンジ・
生産開始

2016.7
マツダ、新世代車両運動制御技術
「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS」発表

2016.11
リトラクタブルハードトップモデル
「ロードスター RF」発表

2016.12
「CX-5」
フルモデルチェンジ

2017.12
「CX-8」発売

2009.3
水素自動車（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

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年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）

2008.7
「ビアンテ」発売

2000

2010

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 新ブランドスローガン「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

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

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2007.7 国内自動車生産累計4,000万台達成

2007.10 中国の長安フォードマツダ南京工場
（CFMA、現・CMA）操業開始

中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）
操業開始

2007.4

2013.11 
「アクセラ」
フルモデルチェンジ

2013.6 
水素自動車（プレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダーEV）
リース車による公道走行

2014.9
「デミオ」フルモデルチェンジ
 （2014-2015日本
 カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2015.2　「CX-3」発売

2012.2 「構造改革プラン」発表

「中長期施策の枠組み」発表

2012.9 ロシアのソラーズと合弁生産会社
「マツダソラーズ（MSMR）」設立

2012.9 マレーシアのベルマツとの合弁会社
 「マツダマレーシア（MMSB）」設立

2013.1 フィアットとオープン2シータスポーツカーの
開発・生産に向けた事業契約締結

2013.6 小飼雅道社長兼CEO就任

2014.1 メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
「マツダデメヒコビークルオペレーション
（MMVO）」操業開始

2015.1 タイのトランスミッション工場
「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）（MPMT）」操業開始

2015.4 「構造改革ステージ2」発表

2015.4 新コーポレートビジョン制定

2017.8 トヨタと業務資本提携に関する合意書を締結

2017.8 技術開発の長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」策定

2018.3 トヨタとの合弁会社
「マツダトヨタマニュファクチャリングUSA」設立

2018.5 国内生産累計5,000万台達成

2018.6 丸本 明社長兼CEO就任

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」フルモデルチェンジ（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）

2018

経営領域 商品領域※

2015.5　「ロードスター」フルモデルチェンジ
（2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
（2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
（2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）

2010.10
次世代技術「SKYACTIV」発表

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

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

1995.4 国内自動車生産累計3,000万台達成

1997.6～

HISTORY OF MAZDA

1921.3

1927.9

1932

1936.4

1936.4

1945.12

1949.8

1945.8

1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

3輪トラックの輸出を再開

建物の一部を広島県他、裁判所、報道機関などに貸与。
県庁の全機構がマツダに移転（～1946.7）

1951.12

1951

1959.7

松田恒次社長就任
新しいシンボルマーク使用開始

新しいシンボルマーク使用開始

1965.5

1966.11

1967.3

1970.4

1970.11

1975.1

1977.12

1979.6

1979.11

1981.12

1982.9

1984.5

1984.10

1984.11

1985.1

新しいシンボルマーク使用開始

山崎芳樹社長就任

国内自動車生産累計1,000万台達成

フォードと資本提携

防府中関工場（トランスミッション）操業開始

防府西浦工場（乗用車）本格操業開始

マツダ株式会社へ社名変更

マツダ財団設立

山本健一社長就任

米国生産会社（MMUC、現・AAI）設立（～2012.8）

1987.6

1987.12

1988.4

1988.5

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

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〈初代〉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

1930

1950

1940

1960

1970

1980

1990

1963.3

三次自動車試験場開設

宇品乗用車専用工場操業開始

欧州向け本格輸出開始

米国向け本格輸出開始

松田耕平社長就任

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
国内自動車生産累計100万台達成

1987.4

技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

古田徳昌社長就任

マツダ工業技術短期大学を設立

マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

国内自動車生産累計2,000万台達成

経営領域 商品領域※

マツダの歴史

1930.9

3輪トラックの輸出開始
3輪トラックで鹿児島̶
東京間をキャラバン宣伝
新しいシンボルマーク使用開始

広島県安芸郡府中町に新工場建設

1920～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

※発売時期は国内を基準に掲載 ※発売時期は国内を基準に掲載

1920
1920.1

松田重次郎社長就任

東洋工業株式会社に改称

東洋コルク工業株式会社として創立

2000.11

2010.4

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
初代「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）

2006.2
水素自動車（RX-8水素ロータリーエンジン開発車）
リース販売

2003.10
初代「アクセラ」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
初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2017.8
次世代エンジン
「SKYACTIV-X」発表

2016.2
「CX-9」フルモデル
チェンジ・
生産開始

2016.7
マツダ、新世代車両運動制御技術
「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS」発表

2016.11
リトラクタブルハードトップモデル
「ロードスター RF」発表

2016.12
「CX-5」
フルモデルチェンジ

2017.12
「CX-8」発売

2009.3
水素自動車（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

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年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）

2008.7
「ビアンテ」発売

2000

2010

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 新ブランドスローガン「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

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

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2007.7 国内自動車生産累計4,000万台達成

2007.10 中国の長安フォードマツダ南京工場
（CFMA、現・CMA）操業開始

中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）
操業開始

2007.4

2013.11 
「アクセラ」
フルモデルチェンジ

2013.6 
水素自動車（プレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダーEV）
リース車による公道走行

2014.9
「デミオ」フルモデルチェンジ
 （2014-2015日本
 カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2015.2　「CX-3」発売

2012.2 「構造改革プラン」発表

「中長期施策の枠組み」発表

2012.9 ロシアのソラーズと合弁生産会社
「マツダソラーズ（MSMR）」設立

2012.9 マレーシアのベルマツとの合弁会社
 「マツダマレーシア（MMSB）」設立

2013.1 フィアットとオープン2シータスポーツカーの
開発・生産に向けた事業契約締結

2013.6 小飼雅道社長兼CEO就任

2014.1 メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
「マツダデメヒコビークルオペレーション
（MMVO）」操業開始

2015.1 タイのトランスミッション工場
「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）（MPMT）」操業開始

2015.4 「構造改革ステージ2」発表

2015.4 新コーポレートビジョン制定

2017.8 トヨタと業務資本提携に関する合意書を締結

2017.8 技術開発の長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」策定

2018.3 トヨタとの合弁会社
「マツダトヨタマニュファクチャリングUSA」設立

2018.5 国内生産累計5,000万台達成

2018.6 丸本 明社長兼CEO就任

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」フルモデルチェンジ（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）

2018

経営領域 商品領域※

2015.5　「ロードスター」フルモデルチェンジ
（2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
（2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
（2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）

2010.10
次世代技術「SKYACTIV」発表

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

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

1995.4 国内自動車生産累計3,000万台達成

1997.6～

HISTORY OF MAZDA
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1921.3

1927.9

1932

1936.4

1936.4

1945.12

1949.8

1945.8

1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

3輪トラックの輸出を再開

建物の一部を広島県他、裁判所、報道機関などに貸与。
県庁の全機構がマツダに移転（～1946.7）

1951.12

1951

1959.7

松田恒次社長就任
新しいシンボルマーク使用開始

新しいシンボルマーク使用開始

1965.5

1966.11

1967.3

1970.4

1970.11

1975.1

1977.12

1979.6

1979.11

1981.12

1982.9

1984.5

1984.10

1984.11

1985.1

新しいシンボルマーク使用開始

山崎芳樹社長就任

国内自動車生産累計1,000万台達成

フォードと資本提携

防府中関工場（トランスミッション）操業開始

防府西浦工場（乗用車）本格操業開始

マツダ株式会社へ社名変更

マツダ財団設立

山本健一社長就任

米国生産会社（MMUC、現・AAI）設立（～2012.8）

1987.6

1987.12

1988.4

1988.5

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

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〈初代〉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

1930

1950

1940

1960

1970

1980

1990

1963.3

三次自動車試験場開設

宇品乗用車専用工場操業開始

欧州向け本格輸出開始

米国向け本格輸出開始

松田耕平社長就任

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
国内自動車生産累計100万台達成

1987.4

技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

古田徳昌社長就任

マツダ工業技術短期大学を設立

マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

国内自動車生産累計2,000万台達成

経営領域 商品領域※

マツダの歴史

1930.9

3輪トラックの輸出開始
3輪トラックで鹿児島̶
東京間をキャラバン宣伝
新しいシンボルマーク使用開始

広島県安芸郡府中町に新工場建設

1920～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

※発売時期は国内を基準に掲載 ※発売時期は国内を基準に掲載

1920
1920.1

松田重次郎社長就任

東洋工業株式会社に改称

東洋コルク工業株式会社として創立

2000.11

2010.4

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
初代「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）

2006.2
水素自動車（RX-8水素ロータリーエンジン開発車）
リース販売

2003.10
初代「アクセラ」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
初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2017.8
次世代エンジン
「SKYACTIV-X」発表

2016.2
「CX-9」フルモデル
チェンジ・
生産開始

2016.7
マツダ、新世代車両運動制御技術
「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS」発表

2016.11
リトラクタブルハードトップモデル
「ロードスター RF」発表

2016.12
「CX-5」
フルモデルチェンジ

2017.12
「CX-8」発売

2009.3
水素自動車（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

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年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）

2008.7
「ビアンテ」発売

2000

2010

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 新ブランドスローガン「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

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

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2007.7 国内自動車生産累計4,000万台達成

2007.10 中国の長安フォードマツダ南京工場
（CFMA、現・CMA）操業開始

中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）
操業開始

2007.4

2013.11 
「アクセラ」
フルモデルチェンジ

2013.6 
水素自動車（プレマシーハイドロジェンREレンジエクステンダーEV）
リース車による公道走行

2014.9
「デミオ」フルモデルチェンジ
 （2014-2015日本
 カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

2015.2　「CX-3」発売

2012.2 「構造改革プラン」発表

「中長期施策の枠組み」発表

2012.9 ロシアのソラーズと合弁生産会社
「マツダソラーズ（MSMR）」設立

2012.9 マレーシアのベルマツとの合弁会社
 「マツダマレーシア（MMSB）」設立

2013.1 フィアットとオープン2シータスポーツカーの
開発・生産に向けた事業契約締結

2013.6 小飼雅道社長兼CEO就任

2014.1 メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
「マツダデメヒコビークルオペレーション
（MMVO）」操業開始

2015.1 タイのトランスミッション工場
「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）（MPMT）」操業開始

2015.4 「構造改革ステージ2」発表

2015.4 新コーポレートビジョン制定

2017.8 トヨタと業務資本提携に関する合意書を締結

2017.8 技術開発の長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」策定

2018.3 トヨタとの合弁会社
「マツダトヨタマニュファクチャリングUSA」設立

2018.5 国内生産累計5,000万台達成

2018.6 丸本 明社長兼CEO就任

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」フルモデルチェンジ（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）

2018

経営領域 商品領域※

2015.5　「ロードスター」フルモデルチェンジ
（2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
（2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
（2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）

2010.10
次世代技術「SKYACTIV」発表

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

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

1995.4 国内自動車生産累計3,000万台達成

1997.6～

HISTORY OF MAZDA
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2018

43.7

11,929

グローバル販売台数

財務情報

株式の所有者別状況
（2018年3月31日現在）

外国法人等 36.1%
228,319千株

金融機関 29.3%
185,035千株

個人・その他* 18.3%
115,432千株

その他の法人 12.9%
81,296千株

証券会社 3.4%
21,722千株

* 「個人・その他」には自己株式が含まれています。

1,344
1,121

2018

938

4.2

1,464

2018

6.7
3.9

2,268

1,257

売上高 営業利益／営業利益率
（億円／%）　■■営業利益　　営業利益率

（3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益

（3月期）

（億円）　■■売上高　　 （億円）　■■当期純利益

2018

34,740

20172016 20172016 20172016

2018

3.9

1,360

20172016 2018

3.0

1,041

20172016 20172016

（3月期）

研究開発費／対売上高比率
（億円／%）　■■研究開発費　　対売上高比率

（3月期）

自己資本／自己資本比率
（億円／%）　■■自己資本　　自己資本比率

（3月末）

設備投資／対売上高比率
（億円／%）　■■設備投資　　対売上高比率

（3月期）

34,066 32,144

3.4

3.9

1,166
1,269

2.6 2.9

892 944
37.4 41.2

9,540
10,394

2017年度グローバル販売トップ10市場

ベトナム28,170

タイ56,379

英国38,091

メキシコ54,744

ドイツ68,167

カナダ74,647

オーストラリア115,636

日本210,385

中国322,420

米国304,394

日本
13%

欧州
16%

北米※1

27%

中国
20%

その他
24%

163.1万台

4.6 %+
前年度比

※1 メキシコ含む。

※掲載車種は2018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2017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　
※別途、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

＊ 研究・開発から使用済自動車のリサイクルまで、企業活動全体での価値（バリュー）の連鎖（チェーン）

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

445,042
CX-5 グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

151,629

ATENZA
アテンザ（海外名 : MAZDA 6） グローバル販売台数

CX-4
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

71,892
グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他その他
日本 北米 欧州 中国 その他その他

53,157
CX-9 グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

36,311
BT-50 グローバル販売台数

30,018販売
生産

日本 北米 欧州 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

ROADSTER
ロードスター（海外名 : MX-5） グローバル販売台数

BONGO
ボンゴ
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

10,528
グローバル販売台数

CX-8
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

13,102
グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

442,173

AXELA
アクセラ（海外名 : MAZDA 3） グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 その他
日本 北米 欧州 その他

156,443

DEMIO
デミオ（海外名 : MAZDA 2） グローバル販売台数

CX-3
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

159,716
グローバル販売台数

主要商品ラインアップ主要商品ラインアップ

マツダの企業活動の流れ（バリューチェーン*） （2017年度）

研究・開発 購買 生産 物流 販売・サービス
使用済自動車の
リサイクル

日本、北米、欧州、中
国で市場に適した
革新的な商品を研究
開発

国内・海外1,081社の
主要サプライヤーと
共存・共栄を目指し幅
広い取り組みを実施

日本、タイ、中国、メキ
シコなど計7カ国で高
いレベルでのモノづ
くりを追求（国内98.7
万台、海外63.3万台）

高品質、安全、環境に
配慮した輸送をグロ
ーバルで追求

世界130以上の国と
地域のお客さまに商
品とサービスを提供

使用済自動車の再資
源化と廃棄物削減を
追求
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2018

43.7

11,929

グローバル販売台数

財務情報

株式の所有者別状況
（2018年3月31日現在）

外国法人等 36.1%
228,319千株

金融機関 29.3%
185,035千株

個人・その他* 18.3%
115,432千株

その他の法人 12.9%
81,296千株

証券会社 3.4%
21,722千株

* 「個人・その他」には自己株式が含まれています。

1,344
1,121

2018

938

4.2

1,464

2018

6.7
3.9

2,268

1,257

売上高 営業利益／営業利益率
（億円／%）　■■営業利益　　営業利益率

（3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益

（3月期）

（億円）　■■売上高　　 （億円）　■■当期純利益

2018

34,740

20172016 20172016 20172016

2018

3.9

1,360

20172016 2018

3.0

1,041

20172016 20172016

（3月期）

研究開発費／対売上高比率
（億円／%）　■■研究開発費　　対売上高比率

（3月期）

自己資本／自己資本比率
（億円／%）　■■自己資本　　自己資本比率

（3月末）

設備投資／対売上高比率
（億円／%）　■■設備投資　　対売上高比率

（3月期）

34,066 32,144

3.4

3.9

1,166
1,269

2.6 2.9

892 944
37.4 41.2

9,540
10,394

2017年度グローバル販売トップ10市場

ベトナム28,170

タイ56,379

英国38,091

メキシコ54,744

ドイツ68,167

カナダ74,647

オーストラリア115,636

日本210,385

中国322,420

米国304,394

日本
13%

欧州
16%

北米※1

27%

中国
20%

その他
24%

163.1万台

4.6 %+
前年度比

※1 メキシコ含む。
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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

美祢自動車試験場

防府工場

東京本社

本社・本社工場

ロシア※2

メキシコ

タイ
ベトナム※1

中国

マレーシア※2

★ 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

マツダ技報
http://www.mazda.com/ja/
innovation/technology/gihou/

その他の情報

マツダサステナビリティ
レポート2018（詳細版）
http://www.mazda. com/
ja/csr/report/download/

アニュアルレポート2018
http://www.mazda.com/
ja/investors/library/annual

※1 一部車種は現地組立（生産台数は公表対象外）。
※2 現地組立のみ（生産台数は公表対象外）。

URL

http://www.mazda.com/ja/csr/

http://www.mazda.com/ja/investors/

http://www.mazda.com/ja/about/

http://www.mazda.com/ja/innovation/

http://www.mazda.com/ja/news/

http://www.mazda.com/en/about/d-list/  ※　

マツダのＣＳＲ取り組み
全般 など

財務情報や
ガバナンス情報 など

マツダグループの概要や
拠点情報 など

ブランドや技術 など

ニュースリリースや
SNS、動画 など

商品説明や、購入前後の
お客さま向けの情報 など

CSR

企業

ブランド

ニュース

販売・
カスタマーサービス

株主・
投資家情報

内　容

※ 検索したい国・エリアを選択。

公式ウェブサイト

社 名 マツダ株式会社（英訳名：Mazda Motor Corporation）

会 社 設 立 大正9年（1920年）1月30日

本 社 〒730-8670　広島県安芸郡府中町新地3番１号

主な事業内容 乗用車・トラックの製造、販売など

株　　 式 発行可能株式総数 1,200,000,000株
発行済株式総数 631,803,979株
株主数 162,708名

資 本 金 2,839億5,711万2,262円

従 業 員 数 単体 合計 ：   21,927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）（臨時従業員等1,996名除く）

連結 合計 ： 49,755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、ベトナム※1、マレーシア※2、ロシア※2

販 売 会 社 国内 220社  海外 140社 

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

■主要拠点の詳細はアニュアルレポート2018（P4-5）参照　http://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/

拠点紹介（2018年3月31日現在）

会社概要（2018年3月31日現在）
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マツダについて

編集について アンケートご協⼒のお願い

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

2017年10月に東京モーターショーで世界初公
開した「マツダ VISION COUPE（マツダ・ビジョ
ン ・クーペ）」を掲載。「VISION COUPE」は日本
の美意識の本質を突き詰め、「エレガントで上質
なスタイル」をつくり上げることを目指す魂動デザ
インの深化を表現した、次世代デザインビジョン
モデルで、公開後高い評価をいただいています。

表紙について

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（2002年4月発表）。

ブランドスローガン“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

コミュニケーションの核となる企業シンボルとして1975年に制
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」と位置付けています

（1975年1月制定）。

マツダコーポレートマーク

マツダ会社案内とマツダサステナビリティレポート、それぞれの読者のニーズ
を満たすことを目指して、マツダの概要や基本となる考え方に加え2017年
度の特徴的な取り組みを紹介しています。

「マツダサステナビリティレポート2018【詳細版】」（146ページ）は別途ウェ
ブサイトに掲載しています。

編集方針

対象期間
2017年4月から2018年3月を中心に報告（一部、2018年4月以降の活動も
報告しています）。

第三者意見

「マツダサステナビリティレポート2018【詳細版】」に対する第三者意
見をウェブサイトに掲載しています。

http://www.mazda.com/ja/csr/report/

CSRについての社外評価 （2018年9月13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）やESG（環境・社会・ガバナンス）の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。

http://www.mazda.com/ja/csr/about/

FTSE4Goodに選定されて
います。

Dow Jones Sustainabil ity Index
（DJSI）のWor ld IndexおよびAsia 
Pacific Indexに選定されています。

MSCI ESG Leaders Indexesに選定されています。

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数に選定されています。

モーニングスター社会的責任
投資株価指数（MS-SRI）に選
定されています。

FTSE Blossom Japan 
Indexに選定されています。

Ethibel EXCELLENCEに選
定されています。

CDPの「気候変動」および「水」の調査に
おいて、2017年度は、スコアA-と評価さ
れました。

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】2018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_digest/



■　UDフォント
ユニバーサルデザイン（UD）の考
えに基づいた見やすく読み間違え
にくいデザインの文字を採用してい
ます。

■　カーボンオフセット
本書を印刷・製本する際に排出されたCO2

排出量は、カーボンフリーコンサルティング株
式会社を通じ、広島県県有林における間伐
促進プロジェクト（J-クレジット）によってオフ
セットしています。
認証番号：18101851111818

■　インキでの配慮
揮発性有機化合物（VOC）を含ま
ない「植物油インキ」を使用してい
ます。

■　用紙での配慮
適切に管理された森林で生産され
た木材を原料に含む「FSCⓇ認証
紙」を使用しています。

■　印刷での配慮
印刷工程において、水を使用せず
に印刷することで、有害廃液を
出さない「水無し印刷」を採用して
います。

免責事項：本レポートの記述には、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上げます。

発 行：マツダ株式会社　コーポレート業務本部  CSR・環境部
本社所在地：広島県安芸郡府中町新地3-1　〒730-8670
発行年月日：2018年11月

マツダコールセンター　0120-386-919
受付時間／月～金　　　9：00～17：00

土日・祝日　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）




