
減を進めるためには、Well-to-WheelでのCO2排出量削減に
取り組む必要があります。マツダは現在、世界130以上の国と
地域で事業を展開しており、国や地域毎に電源事情や準拠す
べき環境規制はさまざまです。化石燃料を中心とした発電を主
とする地域もあれば、再生可能エネルギーを利用した発電への
移行が進んでいる地域もあります。こうした各国の異なる環境
規制や電源構成に合わせて、電動化等も含めた柔軟な対応が
可能なマルチソリューションという考え方を掲げ、その具現化を
ブレずに進めています。
「人」については、動くことの感動体験である「走る歓び」を
感じるクルマを通じて、「誰もが活き活きと暮らす愉しさと生き
る歓び」を提供することを目指しています。人の能力を引き出し、
心と身体が活き活きとする体験をお届けする「人馬一体」感を
追求するとともに、デザイン面では、「クルマに命を与える」と
いう哲学のもと、見る人全ての心を豊かにする「魂動デザイン」
のさらなる深化を目指しています。
また「社会」については、事故のない安全・安心なクルマ社
会の実現に加え、人々に心の充足を提供しコミュニティを活性
化することを目指します。ドライバーが安全・安心に運転できる
状態を支援しながら、万一のミスの際には事故の被害を防止・
軽減する技術を開発しています。この技術開発を通じて、ドラ

イバーだけでなく、家族や周囲の人々へも安全・安心をお届け
したいと考えています。
この長期ビジョン達成のための開発戦略が「ビルディングブ
ロック構想」です。
私たちは、ビルディングブロック構想の下、商品力を高める
差別化と生産効率を高める共通化の背反する課題をブレークス
ルーする「モノ造り革新」を段階的に進化させてきました。「モ
ノ造り革新」の軸となっているのが、「コモンアーキテクチャー構
想」と「フレキシブル生産」であり、この取り組みの推進により、
商品群を一括企画開発することで、同体質での開発、生産を
可能とし、競争力を担保する差別化と生産効率を両立する多品
種少量生産を実現しています。この、「モノ造り革新」のブロッ
クという資産を、継続してビルディングブロックとして積み上げ
る。それを土台として次のブロックを積み上げる、これを繰り
返し、資産をより強固にしていく構造です。これを長期的視点
のもとで継続して続けていることが、マツダの強みであると考
えています。
「ビルディングブロック構想」には、プロセス革新と技術革新
の2つの領域があり、それぞれをいくつかのフェーズに分けて
進めています。
これからその2つについて、詳しく説明していきます。

研究開発戦略とサステナビリティ

マツダの研究開発戦略の基本的な考え方
－研究開発戦略の基本的な考え方についてお聞かせくだ
さい。

戦略の根幹となるのは、技術開発の長期ビジョンである「サス
テイナブル “Zoom-Zoom” 宣言」です。
マツダは2007年に技術開発の長期ビジョンとして「サステイ
ナブル “Zoom-Zoom” 宣言」を発表しました。その後、自動
車産業を取り巻く環境変化を踏まえ、より長期的な視点でアッ
プデートを加え、2017年に、2030年を見据えた技術開発の
長期ビジョン「サステイナブル “Zoom-Zoom” 宣言2030」を
公表しました。具体的には、美しい「地球」、心豊かな「人」「社
会」の実現をマツダの使命として、クルマの持つ価値によって、
人の心を元気にすることを追求し続けると宣言しています。こ
れを指針に一貫した考えに基づいて研究開発を進めています。
「地球」については、気候変動対応を考えた本質的なCO2削

気候変動対応が社会全体で求められる中、自動車において
も脱炭素や電動化の動きが、加速しています。これまで主体
だった内燃機関車（ICE車）から、ハイブリッド車／プラグイ
ンハイブリッド車（HEV／PHEV）、そして電気自動車（EV）
へと変化する移行期においては、長期的視点を持ちながら不
確実性に対応できる研究開発の重要性が増しています。マツ
ダの進める研究開発の変遷から、未来に向けた取り組みを、
取締役専務執行役員 廣瀬一郎に聞きました。

取締役専務執行役員
（研究開発・コスト革新・
イノベーション統括）

廣瀬  一郎

「ビルディングブロック構想」を育んだ
デジタル技術の蓄積
－プロセス革新における強みについてお聞かせください。

プロセス革新の始まりは、1990年代からスタートした「マツダ・
デジタル・イノベーション（MDI）」です。製品設計に必要な三
次元データをすべてコンピューター上で保有する「デジタルモッ
クアップ」を基に、広範なサプライチェーンやバリューチェーン
を上流から下流までつなげ、試作・生産工程の設計・検査等を
コンピューター上で仮想的に進める「デジタルファクトリー」を
実現しました。2000年代には、継続的にコンピューター能力
の拡張に投資を行うことで、試作機の完成を待つことなく後工
程の設計ができる「試作レス」や、各種試験を仮想的に行う
「バーチャルテスティング」などに発展し、一つのブロックを完
成させました。　
そして現在は、その資産を土台に、開発と生産を同期させる

マツダ独自のデジタルツインを実現する新しいブロックを積み上
げています。こうした取り組みの成果として、研究・開発領域では、
マツダならではの「モデルベース開発・研究（MBD・MBR）」があ
り、意図した商品をストレートに、より短期間・低投資で開発す
ることが可能になりました。従来の開発方法は、設計図面を書
いて、試作して、実験して、検証結果を得て、品質を仕上げていく、
言わばモノに聞くやり方で、この方法ではスピードと効率に限り
があり、また、技術の高度化に伴い、最適解を得ることが困難
になっていました。それに対して、MBD・MBRでは「モデル」の
蓄積と活用により、設計図面から実験検証まで、モノに頼らな
い方法で行うことが可能になり、高度化する技術の組み合わせ
においても、答えを計算機上で得られるようになりました。
加えて、その対象範囲についても拡張を進めており、エンジ

ンの燃焼モデルから着手し、クルマの主要性能となる、空気力
学、衝突安全、操縦安定性、統合制御、乗り心地や静粛性、
そして、バーチャルファクトリーとして生産技術領域への展開が

進んでいます。現在は、産学官で進めてきた人間研究などの
成果を含め、人やクルマの走行環境の「モデル」を構築し組み
込んでいます。
この一連のデジタル技術強化の取り組みは、リスク対応にも
貢献しています。例えば、米国工場での「CX-50」の量産準備
過程では、コロナ禍で自由な往来が制約される中、バーチャル
で生産ラインを設計・構築することができ、新車導入の工数・費
用の削減、準備期間の短縮も実現しました。これは、業界に
先駆けてMBD・MBRの取り組みを進めてきたからこその結果
だと考えています。
今後も、MBD・MBRを通じて、購買取引先を含むビジネス

パートナーや業界他社との連携を深め、共に創る輪を広げるこ
とで、マツダの強みをさらに強化していきます。

「ビルディングブロック構想」で技術資産を
積み上げ、電動化時代への対応力を向上
－次に、技術革新についてお聞かせください。

技術革新については現在、フェーズ1、2を終了し、フェーズ3

に着手したところです。フェーズ1では、2007年以降、
「SKYACTIV技術」を中心とした内燃機関の刷新に加え、電動
化技術を積み上げるブロックのベースを構築しました。フェーズ
2では、内燃機関の一層の進化と電動化技術の拡大を継続し、
「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」をベースとして、国や地域ごとの電源事情や環境規制、
お客さまのニーズに応じ、さまざまな電動化デバイスを組み合
わせたパワートレイン、アーキテクチャーを提供しています。現
在は、このフェーズ2の内容をラージ商品群まで積み上げ、資
産化できた状態です。フェーズ3は、現行の中期経営計画の最
終年度である2026年3月期までの期間において、本格化する
EV時代を見据え、電動化技術を資産化する重要な期間として、
さまざまな車格やボディタイプに適応できる、マツダ独自のEV

専用プラットフォーム「SKYACTIV EV専用スケーラブルアーキテ

クチャー」を積み上げていきます。そして、軸足をEVへと移し
ながら2030年時点でのEV比率は25～40％※という前提を置
き、（ハイブリッド車（HEV）／プラグインハイブリッド車（PHEV）
を含む）電動化比率100%を目指します。
前述の環境領域に加えて、安全領域でも、2007年から同様

にブロックを積み上げています（P55-56参照）。独自の安全思
想「MAZDA PROACTIVE SAFETY（マツダ・プロアクティブ・
セーフティ）」の下、事故のない安全・安心なクルマ社会の実現
に向け、人間研究に基づいた安全支援技術を開発してきました。
最初のベースとなる1stブロックとして、優れた安全性能をお
届けするために、車両骨格を刷新し、視界視認性や操作性を
高め、適正なドライビングポジションの取れる車両構造やレイ
アウトを幅広いラインアップに展開してきました。そこに、次の
2ndブロックとして、センシング機能により認知支援を行い、
クルマがドライバーの目の代わりになって、周囲のクルマや人
を検知して注意を促す機能として先進安全技術「i-ACTIV 

SENSE」を付加してきました。そして、現在の3rdブロックでは、
ドライバーが運転継続不能な状態に陥った際に、クルマを減速・
停止させる危機回避機能の搭載を進めています。自動運転が
社会インフラとして実装され普及する時間を待つのではなく、
現時点で導入可能な技術をベースに、多くの人々に「安全・安
心」を提供していく、ということがマツダの基本的な考え方です。
こうした研究開発戦略を推進しながら、本格的成長フェーズの
柱となるラージ商品群の導入を開始します。その第1弾として、
「CX-60」を導入しました。電動化が先行している欧州市場向け
にマツダ初のPHEVを導入し、日本では効率を進化させた6気筒
ディーゼルエンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせた
「e-SKYACTIV D」を準備しました。加えて、安全領域では、ド
ライバーの状態検知の機能を含め、ドライバーが運転継続不能
な状態に陥った際に、クルマを減速・停止させる「Driver 

Emergency Assist （DEA）」や、コネクテッド機能を活用して緊
急通報システムで救助を求めるといった一連の危機回避機能も搭
載しています。その後は、「CX-90」を北米市場向けに2023年3

月期中に生産を開始し、「CX-70」を北米市場向けに、「CX-80」
を欧州、日本市場向けにそれぞれ順次導入する計画です。

カーボンニュートラル社会の実現に現実的な
選択肢を提供するマルチソリューション
－2030年に向けた商品・技術開発の方針をお聞かせくだ
さい。

マツダは2021年に、2050年までにサプライチェーン全体で
カーボンニュートラル（以下CN）に挑戦することを宣言しました。
これも、2007年以降、一つひとつ積み上げてきたブロックが
あるからこそ可能な宣言であり、さらに新しいブロックを積み上
げていくことによって、実現していきたいと考えております。
社会全体のCNへ向けた動きは、EV化に向け進んでいくも

のの、その実現のためにはまだまだ克服すべき課題は多く、ま
たある日突然すべてが急に切り替わるものではないと考えてい
ます。そのため、2030年ごろまでは移行期間として、各地域
の規制や需要にペースを合わせ、段階的にシフトしていくこと
が現実的であると考えています。したがって、その移行期間に
おいては、EVの本格普及に向けた布石をしっかりと打っておく
と共に、引き続き残る内燃機関の進化にも並行して取り組んで
いく必要があると考えています。
その内燃機関の進化について、最も重要なことは、「使用エ
ネルギーの節約」と考えています。2030年ごろまでには、バイ
オ燃料、CN液体燃料などは現実的な選択肢として十分考えら
れることから、それらのCN燃料の実現に備え、「使用エネル
ギーの節約」という点で、内燃機関を効率面でゴールと言える
ところまで進化させておくことは依然として重要と考えています。

EVについても、「MX-30 EV」、「CX-60 PHEV」の開発を通
じて積み上げてきた電動化技術のブロックに、新たなブロック
を積み上げ、2025年ごろから2030年までの間に、複数のEV

モデルを順次投入します。
このようにビルディングブロック資産をさらに進化させ、お客
さまのニーズや各国の事情に合わせて、内燃機関と電動化技
術の組み合わせを、適材適所に柔軟にお届けする、マルチソ
リューションを進めるマツダならではのアプローチにより、本質
的な気候変動対策や社会貢献活動を推進して参ります。
マツダは、2007年の「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
以降、一貫したマツダならではの思想を追求してきました。ク
ルマは、人の命を預かっています。これからも、私たちは人生
を預かり、そして豊かにする安全・安心な移動を支え、人の持
つ可能性や能力、温かい心を引き出し、「走る歓び」の進化を
通じて人が元気になる社会に貢献するクルマづくりを追求して
いきます。そして、広島・山口県の地場の購買取引先を含むビ
ジネスパートナーや同業他社だけでなく、異業種の企業との連
携・協業にも積極的に取り組みながら、技術的な強みを磨き続
け、サステナブルな社会の実現に貢献していきます。

サステイナブル
“Zoom-Zoom”宣言2030

モデルベース開発・研究とバーチャルファクトリー（イメージ）
AI・デジタル技術により、モデルベース開発の適用範囲を拡充することで、開発・生産投資効率を大幅に向上

生
産︵
バ
ー
チ
ャ
ル
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
︶

開
発︵
モ
デ
ル
ベ
ー
ス
開
発
・
研
究
︶

燃焼
モデル

人間
モデル

走行環境
モデル

空力
モデル

衝突
モデル

操安
モデル

統合制御
モデル

デジタル連携

役員インタビュー ｜ 研究開発戦略とサステナビリティ

29 MAZDA INTEGRATED REPORT 2022 30CONTENTS マツダについて 価値創造 E S G 会社概況



減を進めるためには、Well-to-WheelでのCO2排出量削減に
取り組む必要があります。マツダは現在、世界130以上の国と
地域で事業を展開しており、国や地域毎に電源事情や準拠す
べき環境規制はさまざまです。化石燃料を中心とした発電を主
とする地域もあれば、再生可能エネルギーを利用した発電への
移行が進んでいる地域もあります。こうした各国の異なる環境
規制や電源構成に合わせて、電動化等も含めた柔軟な対応が
可能なマルチソリューションという考え方を掲げ、その具現化を
ブレずに進めています。
「人」については、動くことの感動体験である「走る歓び」を
感じるクルマを通じて、「誰もが活き活きと暮らす愉しさと生き
る歓び」を提供することを目指しています。人の能力を引き出し、
心と身体が活き活きとする体験をお届けする「人馬一体」感を
追求するとともに、デザイン面では、「クルマに命を与える」と
いう哲学のもと、見る人全ての心を豊かにする「魂動デザイン」
のさらなる深化を目指しています。
また「社会」については、事故のない安全・安心なクルマ社
会の実現に加え、人々に心の充足を提供しコミュニティを活性
化することを目指します。ドライバーが安全・安心に運転できる
状態を支援しながら、万一のミスの際には事故の被害を防止・
軽減する技術を開発しています。この技術開発を通じて、ドラ

イバーだけでなく、家族や周囲の人々へも安全・安心をお届け
したいと考えています。
この長期ビジョン達成のための開発戦略が「ビルディングブ
ロック構想」です。
私たちは、ビルディングブロック構想の下、商品力を高める
差別化と生産効率を高める共通化の背反する課題をブレークス
ルーする「モノ造り革新」を段階的に進化させてきました。「モ
ノ造り革新」の軸となっているのが、「コモンアーキテクチャー構
想」と「フレキシブル生産」であり、この取り組みの推進により、
商品群を一括企画開発することで、同体質での開発、生産を
可能とし、競争力を担保する差別化と生産効率を両立する多品
種少量生産を実現しています。この、「モノ造り革新」のブロッ
クという資産を、継続してビルディングブロックとして積み上げ
る。それを土台として次のブロックを積み上げる、これを繰り
返し、資産をより強固にしていく構造です。これを長期的視点
のもとで継続して続けていることが、マツダの強みであると考
えています。
「ビルディングブロック構想」には、プロセス革新と技術革新
の2つの領域があり、それぞれをいくつかのフェーズに分けて
進めています。
これからその2つについて、詳しく説明していきます。マツダの研究開発戦略の基本的な考え方

－研究開発戦略の基本的な考え方についてお聞かせくだ
さい。

戦略の根幹となるのは、技術開発の長期ビジョンである「サス
テイナブル “Zoom-Zoom” 宣言」です。
マツダは2007年に技術開発の長期ビジョンとして「サステイ
ナブル “Zoom-Zoom” 宣言」を発表しました。その後、自動
車産業を取り巻く環境変化を踏まえ、より長期的な視点でアッ
プデートを加え、2017年に、2030年を見据えた技術開発の
長期ビジョン「サステイナブル “Zoom-Zoom” 宣言2030」を
公表しました。具体的には、美しい「地球」、心豊かな「人」「社
会」の実現をマツダの使命として、クルマの持つ価値によって、
人の心を元気にすることを追求し続けると宣言しています。こ
れを指針に一貫した考えに基づいて研究開発を進めています。
「地球」については、気候変動対応を考えた本質的なCO2削

気候変動対応が社会全体で求められる中、自動車において
も脱炭素や電動化の動きが、加速しています。これまで主体
だった内燃機関車（ICE車）から、ハイブリッド車／プラグイ
ンハイブリッド車（HEV／PHEV）、そして電気自動車（EV）
へと変化する移行期においては、長期的視点を持ちながら不
確実性に対応できる研究開発の重要性が増しています。マツ
ダの進める研究開発の変遷から、未来に向けた取り組みを、
取締役専務執行役員 廣瀬一郎に聞きました。

「ビルディングブロック構想」を育んだ
デジタル技術の蓄積
－プロセス革新における強みについてお聞かせください。

プロセス革新の始まりは、1990年代からスタートした「マツダ・
デジタル・イノベーション（MDI）」です。製品設計に必要な三
次元データをすべてコンピューター上で保有する「デジタルモッ
クアップ」を基に、広範なサプライチェーンやバリューチェーン
を上流から下流までつなげ、試作・生産工程の設計・検査等を
コンピューター上で仮想的に進める「デジタルファクトリー」を
実現しました。2000年代には、継続的にコンピューター能力
の拡張に投資を行うことで、試作機の完成を待つことなく後工
程の設計ができる「試作レス」や、各種試験を仮想的に行う
「バーチャルテスティング」などに発展し、一つのブロックを完
成させました。　
そして現在は、その資産を土台に、開発と生産を同期させる

マツダ独自のデジタルツインを実現する新しいブロックを積み上
げています。こうした取り組みの成果として、研究・開発領域では、
マツダならではの「モデルベース開発・研究（MBD・MBR）」があ
り、意図した商品をストレートに、より短期間・低投資で開発す
ることが可能になりました。従来の開発方法は、設計図面を書
いて、試作して、実験して、検証結果を得て、品質を仕上げていく、
言わばモノに聞くやり方で、この方法ではスピードと効率に限り
があり、また、技術の高度化に伴い、最適解を得ることが困難
になっていました。それに対して、MBD・MBRでは「モデル」の
蓄積と活用により、設計図面から実験検証まで、モノに頼らな
い方法で行うことが可能になり、高度化する技術の組み合わせ
においても、答えを計算機上で得られるようになりました。
加えて、その対象範囲についても拡張を進めており、エンジ

ンの燃焼モデルから着手し、クルマの主要性能となる、空気力
学、衝突安全、操縦安定性、統合制御、乗り心地や静粛性、
そして、バーチャルファクトリーとして生産技術領域への展開が

進んでいます。現在は、産学官で進めてきた人間研究などの
成果を含め、人やクルマの走行環境の「モデル」を構築し組み
込んでいます。
この一連のデジタル技術強化の取り組みは、リスク対応にも
貢献しています。例えば、米国工場での「CX-50」の量産準備
過程では、コロナ禍で自由な往来が制約される中、バーチャル
で生産ラインを設計・構築することができ、新車導入の工数・費
用の削減、準備期間の短縮も実現しました。これは、業界に
先駆けてMBD・MBRの取り組みを進めてきたからこその結果
だと考えています。
今後も、MBD・MBRを通じて、購買取引先を含むビジネス

パートナーや業界他社との連携を深め、共に創る輪を広げるこ
とで、マツダの強みをさらに強化していきます。

「ビルディングブロック構想」で技術資産を
積み上げ、電動化時代への対応力を向上
－次に、技術革新についてお聞かせください。

技術革新については現在、フェーズ1、2を終了し、フェーズ3

に着手したところです。フェーズ1では、2007年以降、
「SKYACTIV技術」を中心とした内燃機関の刷新に加え、電動
化技術を積み上げるブロックのベースを構築しました。フェーズ
2では、内燃機関の一層の進化と電動化技術の拡大を継続し、
「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」をベースとして、国や地域ごとの電源事情や環境規制、
お客さまのニーズに応じ、さまざまな電動化デバイスを組み合
わせたパワートレイン、アーキテクチャーを提供しています。現
在は、このフェーズ2の内容をラージ商品群まで積み上げ、資
産化できた状態です。フェーズ3は、現行の中期経営計画の最
終年度である2026年3月期までの期間において、本格化する
EV時代を見据え、電動化技術を資産化する重要な期間として、
さまざまな車格やボディタイプに適応できる、マツダ独自のEV

専用プラットフォーム「SKYACTIV EV専用スケーラブルアーキテ

クチャー」を積み上げていきます。そして、軸足をEVへと移し
ながら2030年時点でのEV比率は25～40％※という前提を置
き、（ハイブリッド車（HEV）／プラグインハイブリッド車（PHEV）
を含む）電動化比率100%を目指します。
前述の環境領域に加えて、安全領域でも、2007年から同様

にブロックを積み上げています（P55-56参照）。独自の安全思
想「MAZDA PROACTIVE SAFETY（マツダ・プロアクティブ・
セーフティ）」の下、事故のない安全・安心なクルマ社会の実現
に向け、人間研究に基づいた安全支援技術を開発してきました。
最初のベースとなる1stブロックとして、優れた安全性能をお
届けするために、車両骨格を刷新し、視界視認性や操作性を
高め、適正なドライビングポジションの取れる車両構造やレイ
アウトを幅広いラインアップに展開してきました。そこに、次の
2ndブロックとして、センシング機能により認知支援を行い、
クルマがドライバーの目の代わりになって、周囲のクルマや人
を検知して注意を促す機能として先進安全技術「i-ACTIV 

SENSE」を付加してきました。そして、現在の3rdブロックでは、
ドライバーが運転継続不能な状態に陥った際に、クルマを減速・
停止させる危機回避機能の搭載を進めています。自動運転が
社会インフラとして実装され普及する時間を待つのではなく、
現時点で導入可能な技術をベースに、多くの人々に「安全・安
心」を提供していく、ということがマツダの基本的な考え方です。
こうした研究開発戦略を推進しながら、本格的成長フェーズの
柱となるラージ商品群の導入を開始します。その第1弾として、
「CX-60」を導入しました。電動化が先行している欧州市場向け
にマツダ初のPHEVを導入し、日本では効率を進化させた6気筒
ディーゼルエンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせた
「e-SKYACTIV D」を準備しました。加えて、安全領域では、ド
ライバーの状態検知の機能を含め、ドライバーが運転継続不能
な状態に陥った際に、クルマを減速・停止させる「Driver 

Emergency Assist （DEA）」や、コネクテッド機能を活用して緊
急通報システムで救助を求めるといった一連の危機回避機能も搭
載しています。その後は、「CX-90」を北米市場向けに2023年3

月期中に生産を開始し、「CX-70」を北米市場向けに、「CX-80」
を欧州、日本市場向けにそれぞれ順次導入する計画です。

カーボンニュートラル社会の実現に現実的な
選択肢を提供するマルチソリューション
－2030年に向けた商品・技術開発の方針をお聞かせくだ
さい。

マツダは2021年に、2050年までにサプライチェーン全体で
カーボンニュートラル（以下CN）に挑戦することを宣言しました。
これも、2007年以降、一つひとつ積み上げてきたブロックが
あるからこそ可能な宣言であり、さらに新しいブロックを積み上
げていくことによって、実現していきたいと考えております。
社会全体のCNへ向けた動きは、EV化に向け進んでいくも

のの、その実現のためにはまだまだ克服すべき課題は多く、ま
たある日突然すべてが急に切り替わるものではないと考えてい
ます。そのため、2030年ごろまでは移行期間として、各地域
の規制や需要にペースを合わせ、段階的にシフトしていくこと
が現実的であると考えています。したがって、その移行期間に
おいては、EVの本格普及に向けた布石をしっかりと打っておく
と共に、引き続き残る内燃機関の進化にも並行して取り組んで
いく必要があると考えています。
その内燃機関の進化について、最も重要なことは、「使用エ
ネルギーの節約」と考えています。2030年ごろまでには、バイ
オ燃料、CN液体燃料などは現実的な選択肢として十分考えら
れることから、それらのCN燃料の実現に備え、「使用エネル
ギーの節約」という点で、内燃機関を効率面でゴールと言える
ところまで進化させておくことは依然として重要と考えています。

EVについても、「MX-30 EV」、「CX-60 PHEV」の開発を通
じて積み上げてきた電動化技術のブロックに、新たなブロック
を積み上げ、2025年ごろから2030年までの間に、複数のEV

モデルを順次投入します。
このようにビルディングブロック資産をさらに進化させ、お客
さまのニーズや各国の事情に合わせて、内燃機関と電動化技
術の組み合わせを、適材適所に柔軟にお届けする、マルチソ
リューションを進めるマツダならではのアプローチにより、本質
的な気候変動対策や社会貢献活動を推進して参ります。
マツダは、2007年の「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
以降、一貫したマツダならではの思想を追求してきました。ク
ルマは、人の命を預かっています。これからも、私たちは人生
を預かり、そして豊かにする安全・安心な移動を支え、人の持
つ可能性や能力、温かい心を引き出し、「走る歓び」の進化を
通じて人が元気になる社会に貢献するクルマづくりを追求して
いきます。そして、広島・山口県の地場の購買取引先を含むビ
ジネスパートナーや同業他社だけでなく、異業種の企業との連
携・協業にも積極的に取り組みながら、技術的な強みを磨き続
け、サステナブルな社会の実現に貢献していきます。

「ビルディングブロック構想」
（2021年6月公表時点）

役員インタビュー ｜ 研究開発戦略とサステナビリティ

［ 2022年以降導入済／予定のクロスオーバー SUV商品群 ］

商品群

ラージ商品群

スモール商品群

モデル

MAZDA CX-60
（2列シート）

MAZDA CX-70
（ワイドボディ2列シート）

MAZDA CX-80
（3列シート）

MAZDA CX-90
（ワイドボディ3列シート）

MAZDA CX-50

主要導入市場

欧州、日本、他

北米、他

欧州、日本、他

北米、他

北米ベース技術進化 ─ 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 
SKYACTIV-G/D/X PHEV MILD HEV48V 8速AT

RE マルチ電動化技術BEVMILD-HEV24VSKYACTIV-X

SKYACTIV-G SKYACTIV-D i-stop/i-ELOOP SKYACTIV-BODY/CHASSISSKYACTIV-DRIVE/MT
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※2022年11月「中期経営計画アップデートおよび2030経営方針」公表情報に基づく。




