
副社長インタビュー

Q1

自動車業界を取り巻く環境が大きく変化する中、 

各主要施策を着実に推進し、2022年 3月期以降の本格的成長に向けて

全社一丸となり取り組んでいきます。

代表取締役 
副社長執行役員

藤原 清志

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。

SKYACTIV第2世代では競合力のある新商品構成へと

進化させ、顧客ニーズ、セグメント特性、収益とコスト等

の面から商品戦略の最適化を図ります。

　マツダでは、自動車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」を開発し、

「CX-5」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を共通化し、各車へ水平

展開する「一括企画」や「コモンアーキテクチャー」など

「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、台数成長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長期ビ

ジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」の実

現に向け、「SKYACTIV技術」の第2世代を含め、次世代

技術の開発を進めています。同年の東京モーターショー

では、次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」に加え、

人間中心の設計思想を突き詰めた次世代車両構造技術

「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE（スカイアク

ティブ・ビークル・アーキテクチャー）」と深化した魂動

デザインを採用した「マツダ 魁 CONCEPT（マツダ・カイ・

コンセプト）」および次世代デザインビジョンモデル 

「マツダ VISION COUPE（マツダ・ビジョン・クーペ）」 

を公開しました。「SKYACTIV-X」を含む次世代技術は

2019年より導入する予定です。

　「今後の取組み方向性」として、SKYACTIV第2世代 
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Small商品群（「CX-3」/新型CX中心）
Large商品群（「CX-5」中心）

SKYACTIV-X、SKYACTIV-D GEN2
SKYACTIV-G/D Upgrade

EV、Plug-in HEV、Mild HEV
Range Extender

自動運転CO-PILOT CONCEPT
次世代MAZDA CONNECT

Q2

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、SKYACTIV第1世代からのさらなる進化を図る

べく、従来は125万台体制の中で「一括企画」構想のも

と一つに絞り展開してきたアーキテクチャー（車両構

造）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。200万台体

制を視野に入れ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、 

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については、現有設備の活

用を高めるとともに、2021年に稼働開始予定の米国新 

工場も加え、200万台の生産が可能な体制を構築し、 

お客さまから熱望される商品の提供を可能にしていきます。

新商品戦略の狙いを教えてください。

商品構成を二つの柱とすることで、「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

現を目指します。

　「Small商品群」は、「マツダ CX-3」や新型クロスオー

バーモデルを中心に、年間120万台レベルの販売を目

指します。効率的なクルマづくりを継承した高いコス

ト競争力と、「CX-3」の海外生産展開を軸とするグロー

バルでの柔軟な生産体制のさらなる向上により、クロス

オーバー系車種の需要に対応します。また、米国新工場

での生産車種も「Small商品群」となる予定で、メキシコ

工場と合わせてビジネス効率を高め、米国でのコスト競

争力を向上し、世界中のお客さまから熱望される商品の

提供を可能にしていきます。

　「Large商品群」は、「CX-5」を中心に「CX-8」や「マツダ

CX-9」を加えた商品構成で、年間80万台レベルの販売

を目指します。商品競争力の構築とブランド価値の向上

と、電動化を含めパワートレインのバリエーションを 

増やすことで、お客さまからの高い期待にお応えできる

高付加価値商品群、つまり熱望される商品群として、

ネットレベニュー（売上から販売奨励金を差し引いた 

実質的な売上）の向上を目指します。

　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。

i-ACTIVSENSE
MAZDA CONNECT

HEV（トヨタから技術供与）

SKYACTIV-G/D

一括企画アーキテクチャー

新商品構成

販売台数 125万台  166万台  200万台

内燃機関

電動化

その他

SKYACTIV（第2世代）

41万台増 34万台増

SKYACTIV（第1世代）
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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。

ブランドへの高いエンゲージメントによる質の向上と、

中長期的な量の成長を促進し、ネットワーク再構築投資

を強化することで、2021年に販売能力40万台体制の構

築に向けて取り組んでいきます。

　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場所と人々」、「わざわざ

行きたい！その時を過ごしたい！と思える場所と人々」

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。具体的には、マツダのブランド価値経営に賛同

していただける優良経営店舗への入れ替え実施や、次

世代ブランド店舗の設立開始、また、重点35市場にお

ける最適な販売網再構築のロードマップ設定などを行

いました。

　これまでの成果として、再購入率、認定中古車販売、

サービスリテンション、販売店収益性などは着実に向

上しており、ビジネス品質は改善傾向にあります。継続

的に、販売店スタッフのトレーニング強化、トレードサ

イクルマネジメントの取り組みによる顧客体験の改善

を図っていきます。これらにより、車両残価の改善、

インセンティブの抑制、正価販売を実現し、今後2021

年にかけて、販売網の強化と重点市場での成長強化 

を図っていきます。具体的には、重点35市場を中心に、

次世代ブランド店舗を300店舗に拡大します。また、 

次世代ブランド店舗での平均年間販売台数を1,000台

に、重点35市場の再購入率を55%に向上させます。同

時に、マーケティング戦略を大幅に見直し、各市場の特

性に応じた戦略を展開します。

　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40万台体制の構築に向け取り組みを加速

し、中長期的に量的成長を目指していきます。

アライアンスの考え方を教えてください。

最適な相互補完に加え、トヨタ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いきます。

　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強化

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。

これに対して、保有する技術や、マツダの強みである

「一括企画」および「モデルベース開発」など開発・生産

プロセスを進化させると同時に、寄り添ってくれる仲

間とお互いの強みを持ち寄り、同じ目線で、同等の努力

をすることを前提に、対等な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。

米国 次世代ブランド店舗

Q3

Q4
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制や市場動向に柔軟かつ迅速に対応でき競争力のある

EVの基本構造に関する技術を共同で開発することに合

意しました。2017年9月にはマツダ、デンソー、トヨタ

でEVの共同技術開発契約を締結し、新会社「EV C.A. 

Spirit株式会社」を設立しました。その後、本プロジェ

クトに共感してくれるそのほかの自動車メーカーも参

加し、軽自動車から乗用車、SUV、小型トラックまでの

幅広い車種群をスコープとし、マツダの「一括企画」や

「モデルベース開発」、デンソーの「エレクトロニクス技

術」、トヨタの20年を超えるハイブリッド車で培ってき

た「電動車技術」など各社の強みを持ち寄り知見を融合

することで、幅広いセグメント、車種をカバーできるEV

の基本構想についての技術開発を革新的かつ効率的に

進めていきます。

　そのほか、「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」についても合

意に基づき取り組みを進めています。

　自動車業界を取り巻く環境が大きく変化する中、各

主要施策を着実に推進し、2022年3月期以降の本格的

成長に向けて全社一丸となり取り組んでいきます。

2018年8月

代表取締役
副社長執行役員

トヨタとのアライアンスの進捗を

教えてください。

2017年8月に締結した業務資本提携の合意書に基づ

き、各共同プロジェクトでの協業実現に向けて取り組み

を進めています。

　「米国での完成車の生産合弁会社の設立」では、年間

生産能力30万台の新工場の2021年稼働開始に 

向け準備を進めています。2018年1月には、新工場を

アラバマ州ハンツビル市に建設することを決定し、同

年3月には合弁新会社「Mazda Toyota Manufacturing, 

U.S.A., Inc.」を設立しました。両社が折半出資で約16

億米ドルを投資する新工場は、約4,000人の従業員を

新たに雇用し、マツダ・トヨタ向けの各生産ラインで 

マツダが北米市場に新導入するクロスオーバーモデル

とトヨタの「カローラ」を15万台ずつ生産する予定です。

現在、プロジェクトメンバーを中心に、両社の知見を 

活かして、競争力のある工場建設に向けた企画やサプ

ライチェーンの検討を進めています。新工場の本格的

な建設は2019年に開始する予定です。

　「電気自動車（EV）の共同技術開発」では、世界におい

て電気自動車への需要と期待が高まる中、関連技術が

大きく進化している過渡期であり、また、市場も創成期

であることから、予測が難しいEV市場の動向に臨機応

変かつ効率的に対応するため、マツダとトヨタは力を

結集して自由闊達に知見を出し合いながら、各国の規

Q5

業務提携に係る合意内容

1.  米国での完成車の生産合弁会社の設立   合弁新会社「Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc.」を設立
 •  所在地 アラバマ州ハンツビル市
 •  出資比率 マツダ株式会社50%、トヨタ自動車株式会社50%
 •  設立時期 2018年3月1日
 •  生産能力 30万台／年（マツダ・トヨタ各15万台）
 •  生産車種 マツダ：北米市場に新導入するクロスオーバーモデル
     トヨタ：カローラ
 •  生産開始 2021年
 •  従業員数 4,000人程度

2. 電気自動車(EV）の共同技術開発   予測が難しいEV市場の動向に臨機応変かつ効率的に対応するため、競争力のあるEVの
基本構造に関する技術を共同開発

3.   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

  クルマの情報化、車内外をつなぐ情報連携技術の要求の高まりに備え、車載用マルチ 
メディアシステム関連技術の共同開発
  事故のない安全なクルマ社会の実現に向け、トヨタが保有する車々間、路車間通信技術
をマツダと連携

4. 商品補完の拡充   既に北米においてマツダからトヨタにコンパクトセダンを供給
  加えて、日本においてトヨタからマツダに小型商用2ボックスバンを供給
  これ以外においても今後グローバルに商品補完の可能性を検討
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