


変化し続ける社会に対して責任を果たし、

ステークホルダーの皆さまとともに

発展する企業であり続けます

「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を
両立させた商品をお届けします
平素より格別なご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
マツダは、自動車メーカーとしてクルマという商品や技術の革新を通じて、
持続可能な社会に貢献することが特に大切だと考えています。2007年に
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」（P5
参照）に基づき、世界中のお客さまに「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」
を高次元で調和させた商品を一貫してお届けすることで、お客さまから熱烈
に支持されるマツダを目指します。
環境面ではSKYACTIV技術を搭載したCX-5や新型アテンザ／Mazda6を
導入し高い評価を得ています。特に、クリーンディーゼルエンジン搭載車の
成功は「環境問題解決のための新しい選択肢がある」という私たちの提案
が広く認められた証であると確信しています。国内でCX-5が「2012-2013 
日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したことは、その一例です。今後も、グロー
バルにSKYACTIV技術搭載車を追加投入していきます。
安全面についてはマツダが目指す安全性能の考え方「Mazda Proactive 
Safety」に基づき、研究・開発を行っています。中でもドライバーの認知支援、
衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」はその代表的
なもので、アテンザ／Mazda6から本格的に導入しています。

皆さまとともに発展する企業であり続けます
マツダを取り巻く環境の急激な変化に対応し、将来の成長を確実にするた
め2012年2月に発表し全社で取り組んできた「構造改革プラン※1」を着実
に成功させグループ一体となってマツダを発展させたいと思います。
内燃機関技術の徹底的な効率化についてマツダは独自のイニシアチブを持っ
ており、とりわけ気候変動問題などの深刻な社会的課題を踏まえながら、自
動車メーカーとしての責任を果たしていきます。
変化し続ける社会に対する責任を果たすと同時に、120以上の国と地域ご
とに異なるお客さまの要望に対応した魅力ある商品を届け、今後もステーク
ホルダーの皆さまとともに発展し、信頼される企業であり続けられるよう、マ
ツダグループで一丸となって取り組んでまいります。
ステークホルダーの皆さまには、より一層のご支援、ご指導をお願い申し上げます。

※1 「SKYACTIVによるビジネス革新」「モノ造り革新によるさらなるコスト改善の加速」「新興国事業強化とグロー
バル生産体制の再構築」「グローバルアライアンスの推進」の4主要施策

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO

TOP Message トップメッセージ

※ マツダサステナビリティレポート2013【詳細版】ではQ&A形式でより詳しくトップメッセージを紹介しています



マツダの由来と意味
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。

マツダブランドシンボル
「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）

マツダコーポレートマーク
1975年のCI導入を機に、コミュニケーションの核となる企業シンボルとして制定しました。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」
と位置づけています。

（1975年制定）

ブランドメッセージ“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”
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。
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※1 マツダは1999年、従来の「経営理念」を進化させた「コーポレートビジョン」を制定しました。このコーポレートビジョ
ンは「Vision（企業目標）」、「Mission（役割と責任）」、「Value（マツダが生み出す価値）」の3つの要素で構成さ
れており、マツダとマツダの従業員が目指すもの、その役割と責任、それをどのような価値観をもって達成するのか
を表しています。

私たちは誠実さ、顧客志向、創造力、効率的で迅速な行動を大切にし、
意欲的な社員とチームワークを尊重します。環境と安全と社会に対して積極的に取り組みます。

そして、マツダにつながる人々に大きな喜びを提供します。

マツダが生み出す価値
Value

私たちは情熱と誇りとスピードを持ち、積極的にお客様の声を聞き、
期待を上回る創意に富んだ商品とサービスを提供します。

役割と責任
Mission

新しい価値を創造し、最高のクルマとサービスにより、
お客様に喜びと感動を与え続けます。

企業目標
Vision

コーポレートビジョン※1

01 トップメッセージ

02 コーポレートビジョン／編集方針

03 会社概要／拠点紹介

04 2012年度グローバル販売トップ10市場 
 ／連結財務ハイライト

05 技術開発長期ビジョン
 「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
 〜ビルディングブロック戦略
 ／i-ACTIVSENSE〜

09 お客さま満足

11 環境保全

13 社会貢献

14 人間尊重

15 マツダのCSR

16 CLOSE UP
 （環境保全／社会貢献／人間尊重）

19 従業員の声

20 主要商品ラインアップ

21 マツダの歴史

目次

2013年秋以降、順次グローバルに導入する新型Mazda3
／アクセラ。「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を高次
元で両立させたこのクルマが青い空の下を軽快に走る様
子を表現しています。

表紙について

※日本語の「ブー・ブー」（クルマが動くときの音）を意味する英語

編集方針
2013年度はマツダ会社案内とマツダサステナビリティレ
ポートを統合しました。それぞれの読者の方々のニーズを
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、2012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の詳細版（158ページ）は
別途マツダオフィシャルウェブサイトに掲載しています。

対象期間
2012年4月から2013年3月を中心に報告。一部、2013
年4月以降の活動も報告しています。
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証券会社
101,336千株

3.4％
株式の所有者別の状況

金融機関
830,542千株

27.7％

外国法人など
1,164,982千株

38.8％

その他の法人
303,891千株

10.1％

個人・その他
598,627千株

20.0％

※メキシコは北米に、プエルトリコは中南米に、台湾はアジアに含みます。

地域別販売台数構成比

3％
中南米35,313台

中国174,687台
14％

中近東／アフリカ 39,684台
3％

北米
370,726台

30％

欧州  171,542台
14％

オセアニア 111,281台
9％

アジア 115,022台
9％

日本216,257台
18％ （億円）

（年度）

売上高

（年度） （年度）（年度）

（億円）

（年度）

設備投資

総資産 純資産研究開発費
（億円） （億円）（億円）

合計
1,234,512台

2012年度グローバル販売トップ10市場

連結財務ハイライト（2013年3月31日現在）

会社概要（2013年3月31日現在）

拠点紹介

新型アテンザ／Mazda6　海外への出荷風景

米国 日本 中国 オーストラリア タイ カナダ ロシア ドイツ メキシコイギリス

（億円）

（年度）

営業利益

（億円）

（年度）

当期純利益

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

美弥自動車試験場
防府工場

東京本社

本社・本社工場

コロンビア※3

エクアドル

ロシア※4

メキシコ※2

タイ

台湾※3

ベトナム※4

中国

ジンバブエ

南アフリカ

マレーシア※4

01. 本社  02. 東京本社  03.マツダ R&Dセンター横浜  04. 本社工場  05. 防府工場  06. 三次事業所  07. 中国  08.タイ  09.メキシコ

★ 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
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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 6,000,000,000株
発行済株式総数 2,999,377,399株
株主数 125,596名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数 単体 男性 ： 19,450名  女性 ： 1,836名
合計 ： 21,286名（出向者を含む）
連結 合計 ： 37,745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、米国※1、メキシコ※2、コロンビア※3、ジンバブエ、
南アフリカ、エクアドル、台湾※3、マレーシア※4、ロシア※4、
ベトナム※4

販 売 会 社 国内 255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、ロー
タリーエンジン、自動車用手動／自動変速機

※1 2012年8月にMazda6（日本名 ： アテンザ）の生産を終了。　
※2 2013年度第4四半期に稼働予定。　
※3 一部車種は現地組立(生産台数は公表対象外)。　
※4 現地組立のみ(生産台数は公表対象外)。
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「マツダ車をご購入い

ただいたすべてのお客さまに『走る歓び』と『優

れた環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポ

リシーとする技術開発の長期ビジョン「サステイ

ナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表しました。

　これは、いつまでも「ワクワク」するクルマ、

「見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、そして

また乗りたくなる」クルマを提供し、クルマも、

人も、地球も、みんながワクワクし続けられ

る、サステイナブルな未来の実現に向けて取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P10参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● グローバルで、さらに厳しい燃費規制
● エネルギー効率の大幅な改善が必要
● 電気デバイス技術の普及の拡大

● ハイブリッド技術や
  アイドリングストップ機構の導入

＊1減速時に生じるエネルギーを電気に置き換えて再利用するシステム。

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■ 環境技術の採用拡大展望

内
燃
機
関

ベースエンジン（内燃機関）

● 電気デバイス技術の拡大、
　電気自動車の導入も増加

内
燃
機
関

ベースエンジン（内燃機関）

電
気
デ
バ
イ
ス

電気自動車

アイドリング
ストップ機構

減速
エネルギー
回生
システム＊1

ハイブリッド
アイドリング
ストップ機構

ハイブリッド

電
気
デ
バ
イ
ス内

燃
機
関

アイドリング
ストップ機構

減速
エネルギー
回生システム

ハイブリッド

電気自動車

ベースエンジン（内燃機関）

販
売
ボ
リ
ュ
ー
ム

2009 20202015

　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P10参照）を開発。2012年11
月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

技術開発長期ビジョン

マツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに
「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を提供する

　こうした展望から、「2015年までに、グ

ローバルで販売するマツダ車の平均燃費

を2008年比で30％向上させる」という

計画を掲げ、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P11参照）の推進を行

っています。

　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。

　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。 お客さまの使用状態 マツダが提供する安全性能
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しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」（P6参照）。この考え

に基づきマツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最

適化を求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見

直すことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体

勢、すなわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分

析して割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行

時に、違和感がなく疲れにくいクルマ」の開発に取り組んだ。

　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を

模索。グローバルに展開するには、各国の道路状況やドライバー

への適合性を理解することが必要不可欠。開発メンバーは昼夜、

世界中を走行し、自らデータを収集・解析し、開発に取り組んだ。

　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安

全技術「i-ACTIVSENSE」だ。

  “走る歓び”と安全性能の両立へ
　なかでも特徴的なのが、「危険な状態に近づいた時にクルマ

がドライバーに知らせ、ドライバー自らが回避行動をとる」ことを

目指した認知支援技術である。背景には「あくまでもドライバー

主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線

逸脱警報システム」では、「ドライバーがハンドルを故意に切って

いる場合は、車線を逸脱しても警告しない」ように工夫をしてい

る。必要以上に警告されると、ドライバーは警報システムが煩わ

  CO2総排出量の大幅な削減を目指して
　「ビルディングブロック戦略」は、クルマの基本性能を決める

エンジンや車両の骨格など、ベース技術を徹底的に改善し、そ

の上に電気デバイス技術を組み合わせることで、CO2の総排出

量を大幅に削減するロードマップだ。

　ハイブリッドシステムが内燃機関と電気モーター2つの動力

源を搭載する限り、この先も内燃機関は効率のカギを握る。「マ

ツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに優れた環境性

能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的

に改善する必要があると、マツダは考えている。

  世界のベンチマークであり続けるために
　理想を追求するうえで、妥協は許されない。従来トレードオフ

とされてきたことを問い直し、両立の可能性を求め挑戦を続け

た。例えばガソリンエンジンは圧縮比が上がれば燃費は良くな

る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

ベース技術の改善（パワートレイン、軽量化など）

バッテリーマネジメント技術（アイドリングストップ機構「i-stop」）i-stop

i-ELOOP 減速エネルギー回生技術
（減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」）
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「マツダ車をご購入い

ただいたすべてのお客さまに『走る歓び』と『優

れた環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポ

リシーとする技術開発の長期ビジョン「サステイ

ナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表しました。

　これは、いつまでも「ワクワク」するクルマ、

「見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、そして

また乗りたくなる」クルマを提供し、クルマも、

人も、地球も、みんながワクワクし続けられ

る、サステイナブルな未来の実現に向けて取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P10参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● グローバルで、さらに厳しい燃費規制
● エネルギー効率の大幅な改善が必要
● 電気デバイス技術の普及の拡大

● ハイブリッド技術や
  アイドリングストップ機構の導入

＊1減速時に生じるエネルギーを電気に置き換えて再利用するシステム。

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■ 環境技術の採用拡大展望
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P10参照）を開発。2012年11
月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。
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る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

ベース技術の改善（パワートレイン、軽量化など）

バッテリーマネジメント技術（アイドリングストップ機構「i-stop」）i-stop

i-ELOOP 減速エネルギー回生技術
（減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」）

モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）

■ ビルディングブロック戦略

  安全技術の考え方  安全技術の考え方
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術
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※1　2013年8月時点マツダ調べ
※2　革新的な新世代ベース技術の総称
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「マツダ車をご購入い

ただいたすべてのお客さまに『走る歓び』と『優

れた環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポ

リシーとする技術開発の長期ビジョン「サステイ

ナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表しました。

　これは、いつまでも「ワクワク」するクルマ、

「見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、そして

また乗りたくなる」クルマを提供し、クルマも、

人も、地球も、みんながワクワクし続けられ

る、サステイナブルな未来の実現に向けて取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P10参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● グローバルで、さらに厳しい燃費規制
● エネルギー効率の大幅な改善が必要
● 電気デバイス技術の普及の拡大

● ハイブリッド技術や
  アイドリングストップ機構の導入

＊1減速時に生じるエネルギーを電気に置き換えて再利用するシステム。

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■ 環境技術の採用拡大展望
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● 電気デバイス技術の拡大、
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P10参照）を開発。2012年11
月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

技術開発長期ビジョン

マツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに
「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を提供する

　こうした展望から、「2015年までに、グ

ローバルで販売するマツダ車の平均燃費

を2008年比で30％向上させる」という

計画を掲げ、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P11参照）の推進を行

っています。

　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。

　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。 お客さまの使用状態 マツダが提供する安全性能

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

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
低
減

リスクが
迫っている状態

事故が起きて
しまった状態
事故が起きて
しまった状態

避けられない状態

低

高

被害の
リスク

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

グローバルに普及させることができる技術こそ環境への貢献 「走る歓び」をサポートする先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

商品戦略本部
本部長 工藤 秀俊

しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」（P6参照）。この考え

に基づきマツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最

適化を求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見

直すことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体

勢、すなわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分

析して割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行
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　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を
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　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安
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主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線
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能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的
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　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

ベース技術の改善（パワートレイン、軽量化など）

バッテリーマネジメント技術（アイドリングストップ機構「i-stop」）i-stop

i-ELOOP 減速エネルギー回生技術
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■ i-ACTIVSENSE

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」
マツダの環境・安全の取り組み

　マツダは2007年3月、「マツダ車をご購入い

ただいたすべてのお客さまに『走る歓び』と『優

れた環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポ

リシーとする技術開発の長期ビジョン「サステイ

ナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表しました。

　これは、いつまでも「ワクワク」するクルマ、

「見て乗りたくなる、乗って楽しくなる、そして

また乗りたくなる」クルマを提供し、クルマも、

人も、地球も、みんながワクワクし続けられ

る、サステイナブルな未来の実現に向けて取

り組むことを宣言したものです。

　2012年度は環境面ではSKYACTIV技術搭

載車をグローバルに本格展開するとともに、安

全面では先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P8、

P10参照）を導入するなど、さらに一歩、前進し

ました。

● グローバルで、さらに厳しい燃費規制
● エネルギー効率の大幅な改善が必要
● 電気デバイス技術の普及の拡大

● ハイブリッド技術や
  アイドリングストップ機構の導入

＊1減速時に生じるエネルギーを電気に置き換えて再利用するシステム。

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■ 環境技術の採用拡大展望
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　「多くのブレークスルーは領域を超えた連携から生まれたもの

だ」と語る工藤。開発部門だけでなく生産・購買、そしてサプライ

ヤーと一体となって取り組んだ。「世界一のベンチマークになる」

という共通の思いがあった。

　「『できない理由』を挙げていたエンジニアたちが、いつしか

『どうやったらできるか』しか考えなくなっていた」と、工藤は技

術革新の現場に起きた“化学反応”について語る。　

　今でこそ、世界中から注目を浴びるSKYACTIV技術※2だが、

当初の反応は「『今さら内燃機関か、本当にできるのか』と、冷や

やかだった」と工藤は言う。それが変わりはじめたのは、2010年

試作車の試乗会をドイツで実施した時。多くのメディアが、その

走りを絶賛しマツダの主張を信頼し始めてくれた。「走る歓びと

環境性能」を両立するためのブレークスルーに挑戦し続けてき

た工藤たちにとって、自信が確信に変わった瞬間だった。

　「世界のベンチマークになる」。オフィスに貼られた言葉は現

実となった。2012年にはSKYACTIV技術をフルに搭載した

CX-5が世界中で好評を博し、日本カー・オブ・ザ・イヤーをはじ

め、数々の賞を受賞した。今、胸にあるのは「世界一であり続け

ること」。2012年11月発売の新型アテンザには減速時に発生

したエネルギーを再利用するシステム「i-ELOOP」を搭載。そし

て、2013年、マツダはハイブリッドシステムを搭載した新型アク

セラを発売する。「ビルディングブロック戦略は完了するが、世

界のベンチマークであり続けるため、新たな取り組みはすでに

始まっている」。工藤は次のフェーズを見ている。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、CO2総排出量の大幅な削減を目指すマツダは、ベース技術を徹底的に磨いたうえで、電気デ
バイス技術を組み合わせる「ビルディングブロック戦略」を進めてきた。2013年中にハイブリッドシステムを搭載した新型アクセラの発売を予定
しており、戦略の最終段階であるStep3が完了する。

マツダは、ドライバーの認知支援および衝突回避や被害軽減を図る先進安全技術「i-ACTIVSENSE」（P10参照）を開発。2012年11
月発売の新型アテンザからフルに搭載され、優れた安全性能を実現している。

技術開発長期ビジョン

マツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに
「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を提供する

　こうした展望から、「2015年までに、グ

ローバルで販売するマツダ車の平均燃費

を2008年比で30％向上させる」という

計画を掲げ、SKYACTIV技術による「ベー

ス技術」の徹底的な改善、「ビルディング

ブロック戦略」（P7、P11参照）の推進を行

っています。

　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。

　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。 お客さまの使用状態 マツダが提供する安全性能

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

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
低
減

リスクが
迫っている状態

事故が起きて
しまった状態
事故が起きて
しまった状態

避けられない状態

低

高

被害の
リスク

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

グローバルに普及させることができる技術こそ環境への貢献 「走る歓び」をサポートする先進安全技術「i-ACTIVSENSE」

商品戦略本部
本部長 工藤 秀俊

しくなり、スイッチを切ってしまう。「“煩わしい”と感じさせるもの

は使ってもらえず、実効的な安全性能とは言えない」と、内藤は

設計の意図を説明する。

　その一方で、「人間はミスをするもの」という考えに基づき、事

故が避けられない局面ではクルマが介入して衝突を回避した

り、被害を軽減したりする技術を盛り込んでいる。国内における

車両事故の約33％が追突によるもので、さらにその約60％が

30km／h以下の低速域と言われている。また、近年、発生件数

が増加しているのがAT車での誤発進事故だ。マツダはこれら

発生率の高い事故を被害軽減・回避をサポートできる、より効果

的な安全技術を追求している。

　「普及してこそ社会貢献」の考えのもと、お客さまに選んでい

ただくための努力も重ねてきた。「普及のポイントはお客さまに

体感・共感していただくこと」と言う内藤。「安全思想に共感して

いただくとともに、お客さまの声を次の開発に生かす」ことを目

的に、試乗会にも自ら足を運ぶ。「事故のない安全なクルマ社会

が究極の目標。さらなる実用的な安全技術の開発に注力する」

と力強く語る。

  ドライビング環境の最適化を求めて
　「ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、事故

のリスクを最小限に抑制することを目指す」という安全性能につ

いての考え方「Mazda Proactive Safety」（P6参照）。この考え

に基づきマツダが最初に取り組んだのは、ドライビング環境の最

適化を求め、操作性や視認性を高めるべく、基本設計を一から見

直すことだった。例えばハンドルやペダルは、脱力した自然な体

勢、すなわち「無重力状態で宇宙飛行士が自然にとる姿勢」を分

析して割り出した“理想的な快適関節角”に基づいて配置。「走行

時に、違和感がなく疲れにくいクルマ」の開発に取り組んだ。

　同時に、事故シーンを徹底的に分析し、効果的な安全技術を

模索。グローバルに展開するには、各国の道路状況やドライバー

への適合性を理解することが必要不可欠。開発メンバーは昼夜、

世界中を走行し、自らデータを収集・解析し、開発に取り組んだ。

　そうして誕生したのが、先進の検知デバイスを用いた先進安

全技術「i-ACTIVSENSE」だ。

  “走る歓び”と安全性能の両立へ
　なかでも特徴的なのが、「危険な状態に近づいた時にクルマ

がドライバーに知らせ、ドライバー自らが回避行動をとる」ことを

目指した認知支援技術である。背景には「あくまでもドライバー

主体で、“走る歓び”を阻害せずに、安全性能を高める」というマ

ツダのこだわりがあり、細やかな設計をしている。例えば、「車線

逸脱警報システム」では、「ドライバーがハンドルを故意に切って

いる場合は、車線を逸脱しても警告しない」ように工夫をしてい

る。必要以上に警告されると、ドライバーは警報システムが煩わ

  CO2総排出量の大幅な削減を目指して
　「ビルディングブロック戦略」は、クルマの基本性能を決める

エンジンや車両の骨格など、ベース技術を徹底的に改善し、そ

の上に電気デバイス技術を組み合わせることで、CO2の総排出

量を大幅に削減するロードマップだ。

　ハイブリッドシステムが内燃機関と電気モーター2つの動力

源を搭載する限り、この先も内燃機関は効率のカギを握る。「マ

ツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに優れた環境性

能を持つクルマを届ける」。そのためには、ベース技術を徹底的

に改善する必要があると、マツダは考えている。

  世界のベンチマークであり続けるために
　理想を追求するうえで、妥協は許されない。従来トレードオフ

とされてきたことを問い直し、両立の可能性を求め挑戦を続け

た。例えばガソリンエンジンは圧縮比が上がれば燃費は良くな

る一方、温度上昇を招き異常燃焼につながるなどエンジンへの

負担が大きくなる。その

ため、圧縮比は10～12

程度が限界というのが

“常識”だった。しかし、

燃焼を一から見直した

結果、量産ガソリンエン

ジンとしては世界最高

の圧縮比※114.0を実

現。まさに“常識破り”の

数字だ。

ビルディングブロック戦略ビルディングブロック戦略

  環境技術の考え方
　マツダは2020年時点でも、グローバル市場における自動車の主要なエネルギーは石油資源であり、動力技術は内燃機関

が主流だと予測しています。

Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）

「ONE MAZDA」の企業文化という養分をしっかりと張った根で吸
い上げ、幹の両脇に「環境」と「安全」という太い枝を持ち、
Zoom-Zoomを体現した梢を持つ「Zoom-Zoomの木」を世の中
で成長させ続けることを意味しています。

Zoom-Zoomの木

車両開発本部 
車両システム開発部 部長内藤 久佳 i-ACTIVSENSE i-ACTIVSENSE 

ベース技術の改善（パワートレイン、軽量化など）

バッテリーマネジメント技術（アイドリングストップ機構「i-stop」）i-stop

i-ELOOP 減速エネルギー回生技術
（減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」）

モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）

■ ビルディングブロック戦略

  安全技術の考え方  安全技術の考え方

課題B

課題A

技
術
革
新に
よる

ブレ
ーク
スル
ー

ベストバランスの考え方

※1　2013年8月時点マツダ調べ
※2　革新的な新世代ベース技術の総称

基本ポリシー

Mazda Motor Corporation 08
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マツダは「Mazda Quality 5つの質」の改善を通して、これまで積み上げて
きた品質向上の取り組みをさらに進化させることで、マツダらしい価値をお
客さまに提供し続け、ブランド価値向上につなげていきます。

〈考え方〉
私たちはクルマをこよなく愛しています。クルマを通じて豊かな人生を過ご
していただきたいという考えのもと、将来にわたって地球・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お客さまに人生の輝きを提供する。
2.地球・社会と永続的に共存するクルマをより多くのお客さまに提供する。
3.挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な“道”を極め続ける。

ブランド価値向上の取り組み

新型Mazda6（日本名 ： アテンザ）が「2013 ワールドカーデザインオブザイ
ヤー」において、日本車で唯一、世界の美しいクルマ・ベスト3に選出されまし
た。この賞は2012年に発売された新型車の中から、優れたデザインを持つ
クルマに授与されるもので、世界各国のジャーナリストやデザインのエキスパー
トにより審査されます。高く評価されたデザインテーマ“魂動（こどう）Soul 
of Motion”は、生物が見せる生命感あふれる動きや強さを表現しています。

【商品】 魂動デザインを通じて走る歓びを具現化する

お客さまの期待を上回る所有体験を提供するために
「品質」「商品」「販売」「アフターサービス」そして「安全」の各分野でお客さま満足の向上に努めています。

お客さま満足
ISO26000  

消費者課題

販売の第一線のセールススタッフがお客さまに対して、商品の機能説明だけでなく、商品や技術に込められたマツダの思想
までお伝え出来るよう、マツダ本社と国内販売会社・海外ディストリビューターとのコミュニケーションを強化しています。
例えば、従来はマツダの営業トレーナーが実施していた海外ディストリビューター研修において、新型Mazda6（日本名：アテンザ）
導入時から開発メンバーが参画することにより、より広く深い
商品情報とマツダの開発における狙い・思想を伝え、共有でき
るようになりました。また、先進安全技術i-ACTIVSENSEにつ
いて、体感試乗会を含めたプログラムにより理解浸透を図り
ました。国内においても同様の取り組みを進めています。

【販売】 ONE MAZDAでお客さまとの絆を構築する

海外 ： エンジニアによる説明会国内 ： 安全技術の体感試乗

【品質】お客さまのニーズに応え、信頼・喜び・感動を提供する
品質を追求
商品の企画・開発段階における開発品質から、商品をお届けするまでの量
産品質まで、一貫性を持った品質のつくり込みに取り組んでいます。
その結果、今年度はJ.D.パワー・アンド・アソシエイツ社による調査などで世
界各国において高い評価※1を得ています。
※1  マツダサステナビリティレポート2013【詳細版】（P111）参照

開発
つながりつながり

つながりつながり
サプライヤー

生産 品質
機能の開発
機能の検証

機能のつくり込み

一貫性

一貫性

● 機能を軸に開発から検証まで「一貫性」を持ったつくり込み
● 開発、生産、品質＆サプライヤーが「つながり」を持った一体化活動

開発・生産・品質・海外拠点・サプライヤーが
一体となった品質のつくり込み

Mazda Quality 5つの質
「あらゆる提供物の質」 ： マツダが提供する商品、販売、
サービス、コミュニケーション、人の質

「仕事の質」：仕事の進め方、完成物の質
「マネジメントの質」：業務管理、資源管理、判断の質
「職場環境の質」： 職場風土、職場環境の質
「人間行動の質」：考え方、意識、価値観、言動の質
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安全についての基本的な考え方
「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。

i-ACTIVSENSE（P8参照）
「i-ACTIVSENSE」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）」（P6参照）に基づき開発した
先進安全技術の総称です。

【安全】 優れた安全性能をお届けする

2012年6月にインドネシア初となるマツダサービス技術大会が開催されました。
本大会は、技術力向上およびお客さま応対力向上への動機付けを図るとと
もに、サービススタッフのモチベーション向上とディーラーの人材育成気運
の醸成を図ることを目的としています。今回は、エンジニア10名とアドバイザー
5名が予選大会を勝ち抜き、決勝大会へ参加。それぞれ上位3名が表彰され
ました。

【アフターサービス】 インドネシアでのマツダサービス技術大会

安全への取り組み
http://www.mazda.co.jp/csr/safety/詳細情報

エンジニア車両診断競技

アテンザ

CX-5

安全性能で最高基準の評価を獲得TOPICS 

■ ユーロNCAP

■ トップセーフティ
    ピック+2013

※3  Insurance Institute for Highway Safety：米国保険業界の非営利団体が行う安全性評価
※4 欧州各国の交通関連当局などで構成された独立機関が1997年より実施している自動車の安全性能評価 ■ ファイブスター

新型Mazda6（日本名：アテンザ）
●   米国IIHS※3による衝突安全試験で、最高等級の「トップセーフティ

ピック＋（プラス）2013」を獲得

CX-5
●  「ユーロNCAP※4」の安全性能総合評価で最高評価の5つ星を獲得
●  日本の「自動車アセスメント（JNCAP）でファイブスター賞」を獲得

安全なクルマの
開発・商品化

交通環境の整備の動きに
連携した取り組み

クルマ

道路・
インフラ人

人々への
安全啓発

安全への取り組み
3つの視点

i-ACTIVSENSEの主な技術 ※2

スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SCBS)
4〜30km／hの速度域で走行中、先行車と衝突の危険性がある場合、自動
ブレーキにより減速・停止。

前方衝突警報システム（FOW）
先行車を検知し、ドライバーに衝突の危険性を知らせ、衝突回避をサポート。

リア・ビークル・モニタリングシステム（RVM）
隣（左右）のレーンや後方からの接近車両を検知し、ドライバーに車線変更時の危険を警告。

接近車両検知エリア

接近車両検知エリア

検知範囲　約50m

ハイビーム・
コントロールシステム
（HBC）
先行車や対向車を検知し、ヘッ
ドランプのハイビーム・ロービー
ムを自動で切り替え、夜間の視
認性を確保（画像上段ハイビーム、
下段ロービーム）。

※2 この他、マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）、車線逸脱警報システム（LDWS）、スマート・ブレーキ・サポート（SBS）、アダプティブ・フロントライティング・システム（AFS）、AT誤発進抑制制御が含まれます。

お客さま満足向上／品質／商品／販売／アフターサービス
http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/customer/詳細情報

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/customer/
http://www.mazda.co.jp/csr/safety/
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地球温暖化をはじめとする環境問題は人類にとって喫緊の課題です。マツダは、持続可能な社会の実現のために、環境保全
をCSRの重点領域の一つに定め、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積極的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」を制定しています。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」に沿って進めており、2012年度はおおむね各領域の環境目標を達成すること
ができました。

環境についての考え方

「マツダ車をご購入いただいたすべてのお客さまに『走る歓び』と『優れた環境・安全性能』を提供する」ことを基本ポリシーとす
る技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、マツダはエンジンの熱効率改善や車両の軽量
化などのベース技術を優先的に改善した上で、段階的に電気デバイス技術を導入するビルディングブロック戦略を採用しました。
一部の環境対応車に大きく依存することなく、特別なインフラ整備のない新興国を含む世界中のお客さまにも手の届きやす
い価格で環境・安全性能に優れたクルマを提供することで、グローバルで効果的にCO2の総排出量を削減するアプローチです。

サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言とビルディングブロック戦略（P5-7参照）

革新的なベース技術の総称が「SKYACTIV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の徹底的な改善を行っています。

SKYACTIV技術の市場導入

デミオ*

（2011年6月～）

*国内限定導入

アクセラ／
Mazda3
（2011年9月～）

プレマシー*

（2013年1月～）

ビアンテ*

（2013年5月～）

アテンザ／
Mazda6
（2012年11月～）

新型アクセラ／
Mazda3
（2013年中発売予定）

CX-5

（2012年2月～）

高効率6速オートマチックトランスミッション
ダイレクトなシフトフィール、燃費向上への貢献

新世代クリーンディーゼルエンジン
高い燃費性能、高価なNOx後処理装置なしで排ガス規制クリア

6速マニュアルトランスミッション
軽快なシフトフィール、コンパクトで軽量

軽量高剛性ボティ
軽量化と高剛性の両立、最高レベルの衝突安全性

高性能軽量シャシー
軽量化と高剛性の両立、「走る歓び」を実現する優れた操縦安定性

高効率直噴ガソリンエンジン
高い燃費性能、高トルク

25
（㎞/ℓ）

20

15
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5

0
旧型 新型

SKYACTIV-G 2.0

/SKYACTIV-Drive
/i-stop/i-ELOOP
搭載車

SKYACTIV-G 2.0

/SKYACTIV-Drive
/i-stop/i-ELOOP
搭載車

MZR-DISI
2.0l
搭載車

MZR-DISI
2.0l
搭載車

13.4

17.4

SKYACTIV-D 2.2

/SKYACTIV-Drive
/i-stop/i-ELOOP

搭載車

SKYACTIV-D 2.2

/SKYACTIV-Drive
/i-stop/i-ELOOP

搭載車

20.0

新旧アテンザセダン燃費比較
(国内モデル AT車／JC08モード燃費)

持続可能な社会の実現のために
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して取り組んでいます。

環境保全
ISO26000  

環境
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Step-1 バッテリーマネジメント技術（アイドリングストップ機構「i-stop」）
一時停止時に自動的にエンジンを停止して燃費を向上させる機構。2009年にアクセラ／Mazda3に搭載以来、搭載車種を拡大。
Step-2 減速エネルギー回生技術（減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」）
乗用車用として世界で初めて蓄電器にキャパシター※1を採用した減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」（アイ・イーループ）
を開発。2012年11月より、新型アテンザ／Mazda6に搭載。

減速エネルギー回生システム「i-ELOOP」
クルマはヘッドランプやエアコン、オーディオなどの電装品が登載されて
いるため電力が欠かせません。その電力はエンジンの力を使いオルタネー
ターという発電機を回すことで生み出されており、一般的にエンジン出力
の約10％は走行のためではなく電装品のために使用されていると言わ
れています。i-ELOOP開発にあたっては発電するためのエンジンの負荷
をゼロにすることを目指しました。

Step-3 モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）
一般的にエンジンではエネルギー効率が悪いとされる低回転・低負荷時に、電気モーターで走行をアシストすることでクルマ
全体のエネルギー効率を向上させるシステム。2013年中に日本において搭載車発売。

電気デバイス技術の段階的導入（P6参照）

マツダは、自動車メーカーとして「日本経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同して地球環境の保全に取り組んでいます。
2011年度にはマツダにおける生物多様性の取り組みを体系的に構築していくための「生物多様性に関する影響度評価」を
実施し、マツダが事業活動などで受ける自然の恵みと生態系への影響の重要性を認識しました。これを受けて2012年12月に

「マツダ生物多様性ガイドライン」を制定し、取り組みを展開しています。

生物多様性の取り組み

マツダ生物多様性ガイドライン
【基本的考え方】
「マツダ地球環境憲章」に基づき、マツダグループは自然の恵みと自然へ
の影響の重要性を認識し、国内・海外の企業活動を通じた生物多様性保
全への貢献に努め、人と自然が調和した豊かで持続可能な社会づくりと
その発展を目指します。

【重点取り組み項目】
1. 環境に配慮した技術と商品の創造
2. 資源・エネルギーを大切にする企業活動
3. 社会や地域との連携・協力
4. 啓発と情報開示 「マツダの森」での除伐作業

＊写真（左）はマツダの新世代中型セダンを表現したコンセプトカー「マ
ツダ雄（TAKERI）」

電気二重層キャパシター

DC／DCコンバーター12-25V可変電圧オルタネーター

環境保全への取り組み
http://www.mazda.co.jp/csr/environment/詳細情報

※1　「電気2重層」の原理を利用した、電気を電気のまま（エネルギーの化学反応なしに）充放電することが可能な蓄電器。

2012年10月より、「デミオEV」のリース販売を日本国内で開始しまし
た。「デミオEV」は、高効率なリチウムイオンバッテリーや独自のモーター
搭載により、優れた加速性能・ハンドリング・乗り心地などの気持ちの良
い走りと200kmの航続距離（JC08モード／社内測定値）を両立し、ベー
ス車両と同じ居住空間・荷室容量も確保しています。中国地方の地方自
治体や法人顧客を中心に、2012年度は75台販売しました。2013年度
も販売を継続し、合計100台を販売する予定です。

電気自動車デミオEVのリース販売TOPICS 

充電スタンド
本社（広島）他6カ所に設置。デミオユーザーほか、他メーカー
の電気自動車ユーザーも使用可能。

http://www.mazda.co.jp/csr/environment/


安全【米国】
マツダノースアメリカンオペレーションズ（MNAO）は、
安全運転の啓発活動「プロジェクト・イエロー・ライト」を
支援しています。運転中のスマートフォン操作の危険性
を訴える公共広告映像募集
への協力に加え、マツダ・モー
タースポーツに関わる若い
ドライバーが啓発活動に協
力しています。

環境【メキシコ】
メキシコで希少とされている成育の遅いメスキーテを積極的に
保護しています。メキシコ工場建設にあたり、敷地内のメスキー
テの位置や本数などを調査し、可能
な限り現状の維持を実施。樹齢が
長く移植が望ましい木を敷地内（正
門前など）へ移植・保護しました。

保護樹木メスキーテ

Mazda Motor Corporation13

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。

● 従業員の自発的な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、柔軟性のあるいきいき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。

社会貢献の取り組み基本方針

取り組み事例

良き企業市民としての責任を果たすために
それぞれの地域のニーズに即した社会貢献の取り組みを継続的に行います。

社会貢献
ISO26000  

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

社会貢献 取り組み基本方針3つの柱

環境・安全

人材育成 地域貢献
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

良き企業市民とし
て、地域の社会的
課題に対応

自動車メーカーと
しての責任

人材育成【欧州】
マツダモーターヨーロッパ（MME）と欧州の販売統括会社の多くは、
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。SOSチルドレンズ・ヴィレッジは、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です。各販売統
括会社では、従業員から募った1名の

「大使」(プロジェクト担当者)が中心
となって活動を推進しています。

Mazda5引き渡しセレモニー

地域貢献【国内】
本社(広島)と防府工場では工場施設を開放した駅伝大
会をそれぞれ1981年、1994年から毎年開催し、地域
の皆さまとの交流を促進し
ています。
2012年度は社内外から合
計387チーム、約3,000名
の方に参加いただきました。

マツダ社内を駆け抜ける選手

プロジェクト・イエロー・ライトと
マツダ・モータースポーツチーム

【国内】 公益財団法人マツダ財団は1984年にマツダ（株）が設立した助成財団で、
科学技術振興と青少年健全育成などの活動を支援しています。

【海外】 米国、オーストラリア、ニュージーランド、コロンビアで財団活動を行い、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。

マツダ財団

社会貢献への取り組み
http://www.mazda.co.jp/csr/social/詳細情報

http://www.mazda.co.jp/csr/social/


Mazda Motor Corporation 14

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
プ社員全員で共有する、「Mazda Way」を軸とした人づくりを進めるとともに、

「人」の成長と活躍を支える基盤として、人事制度「とびうお」をはじめ、さま
ざまな取り組みを展開しています。

基本コンセプト

「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。

明るく働きやすい職場づくり

マツダは2000年11月の「マツダ人権宣言」により、社内外を問わずすべ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ています。人権尊重の活動の対象を国内･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。
マツダは、「マツダ企業倫理行動規範」の行動原則の中で国際社会の常識･健全な慣行に従うことをうたっており、人権面に
おいても「世界人権宣言」および「労働における基本的原則及び権利に関するILO（国際労働機関）宣言」の基本原則などを
踏まえ、人権に関する会社の方針および従業員の行動基準を明確化し、人権尊重の基本理念を浸透させるための取り組み
を進めています。

人権尊重

どこよりも「人」がイキイキしている企業を目指して
「Mazda Way」を軸とした人づくりを進めるとともに、人権擁護活動に誠実かつ積極的に取り組みます。

人間尊重
ISO26000  

人権／労働慣行

社員の成功
「社員一人ひとりの成長と活躍」

マツダの成功
「コーポレートビジョンの実現」

選択と自己実現

ワークライフバランスの促進

人・仕事・処遇の最適なマッチング

適切な人が適切なポジション
で主体的に仕事に取り組み、成
果を生み出している

自分の力を活かせる仕事や環
境を選択できるチャンスがある

社員のイキイキ感が仕事や商
品に反映され、それらを通じて
お客さまにマツダブランドを実
感していただける

イキイキと仕事も遊びも楽しみ
ながら、充実した毎日を過ごす
ことができる

今活躍している人により多
く報いることができる

今の貢献度合いがダイレク
トに処遇に反映されている 人・仕事・処遇の最適なマッチング

● 年齢や勤続年数にとらわれない賃金制度
● 人材開発委員会

具体的な制度例

選択と自己実現
● キャリアミーティング（年4回）
● OJTコーチ制度
● キャリアチャレンジ
  （社内公募・FA）制度
● キャリア開発休職
● マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）

ワークライフバランスの促進
● 育児休暇
● 在宅勤務制度
● 社内保育施設「わくわくキッズ園」
● 赴任同行休職
● スーパーフレックスタイム勤務制度

「くるみんマーク」

マツダ短大修了課題製作

「とびうお」3つの柱

■ 誠実
■ 基本･着実
■ 継続的改善
■ 挑戦

■ 自分発
■ 共育（ともいく）
■ ONE MAZDA

Mazda Way 7つの考え方

従業員への取り組み／人権尊重
http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/employee/詳細情報

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/employee/


第7回サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013

Mazda	Way

CSR

ビジネス
パートナー

従業員

お客さま

株主・投資家

グローバル社会
地域社会

次世代の
人々

 マツダを取り巻くすべてのステークホ
ルダー

 日々の事業活動

コンプライアンス
人間尊重

情報開示

社会貢献

環境保全

お客さま満足

コーポレートビジョン
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「Mazda Way」（P14参照）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。従業員一人ひとりは、マツダを取り巻くすべて
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ます。これ
により、マツダは持続可能な社会の発展に貢献していきます。

基本的な考え方

マツダは、社会的責任に関するガイドラインISO26000の7つの中核主題に沿ってCSR取り組みを包括的に再確認し、「2013
年度CSR目標」を策定しました。今後も、計画、実行、評価、改善というPDCAプロセスを進め、グローバル・スタンダードに沿っ
たCSR経営を目指します。

「2013年度CSR目標」の策定

マツダでは社内外でさまざまなステークホルダーエンゲージメントを実施しています。
● 第7回 サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2013〜マツダの環境・安全技術〜（一般の方）
● オーナーズミーティング（お客さま）
● 第3・4回CSRワークショップ（大学生・大学院生）
● 本社（広島）・防府工場周辺地域の方々との懇談会
 （地域社会）
● 役員・レポート制作担当者との意見交換会（社内）

さまざまなステークホルダーとの対話を大切に

マツダグループ全体の基本的なCSRの考え方・取り組みとして、児童労働・強制労働の禁止などの労働法令を含めた各国・各
地域の法令を順守しています。
また、サプライヤーに対しても、「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
推進しています。2013年7月のガイドライン改訂では、紛争鉱物※2などの不使用を要請しました。

国内・海外グループやサプライヤーでのCSR浸透を目指して

日々の事業活動を通じて
CSRの取り組みを推進します

マツダのCSR

3つの重点領域
「環境保全」： 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
「社会貢献」： 良き企業市民としての、地域社会への貢献
「人間尊重」： 企業活動の基盤である人材育成なども含む社会の基盤

マツダはCSRの取り組みを右図中央の6つに分類し※1、自らの活動を
評価しています。また、さまざまなステークホルダーとの交流を通して、
社会から特に求められていると同時に、マツダが貢献できる重点領域
を以下の3つに定め、積極的に取り組んでいます。

※1 （社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」などを参考に制定

※2　「紛争鉱物等、社会的問題の原因となりうる原材料」：(例)米国金融規制改革法(第1502条)で規定された、コンゴ民主共和国及びその周辺国産の紛争地域において、武装集団の資金源とされる鉱物及びその派生物（タ
ンタル、錫、タングステン、金が規制対象）

CSRへの取り組み
http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/詳細情報

http://www.mazda.co.jp/csr/csr_vision/


VOC、CO2を大幅に削減する
「アクアテック塗装」を確立
マツダは、世界最高水準のCO2排出量の低さを実現した「スリー・ウェット・オン塗装」に続き、2009年にVOC、CO2排出量の双方で世
界最高水準の低さを実現する「アクアテック塗装」を技術開発し、2012年末までに本社宇品第1工場塗装工程への導入を完了した。

塗装領域は、VOC（揮発性有機化
合物）とCO2の排出量が多く、その改
善は大きな課題とされてきた。VOC削
減には水性塗装化が理想だが、水分を
蒸発させる過程のエネルギー消費など
でCO2排出量が増加するという課題
がある。マツダはまず既存の油性塗装
工法でVOCとCO2の同時低減を模索
し、「スリー・ウェット・オン塗装」※1を開発。
200２年に導入開始し2005年には国
内の全工場への導入を完了した※2。

高品質、環境負荷低減を目指すマ
ツダにとって、これは“第1ステップ”で
しかなかった。2006年には、さらなる
VOC削減に向け、いよいよCO2を増
やさない水性塗装技術の確立に向け
たスタートを切った。

まずは、水性塗装で先行している欧
州を視察した神田たち。「『スリー・ウェッ
ト・オン塗装』の開発で培った技術を生
かせば水性塗装化に伴うCO2増加は
必ず解決できる」と、開発の手応えを
つかんだ。一方で、取り組むべき課題
も明確になってきた。

一つが「色」だ。マツダ車の光彩を放
つ「鮮やかさ」。そしてVOC削減効果
を最大化し、同時にCO2を削減する「中
塗の廃止」。発色性に加えて、耐候性※3、
砂利をはね上げても傷つかない耐チッ
ピング性など、中塗の機能をいかにベー
スとクリアに集約するかが求められた。

塗膜設計を検討した過程を神田は
振り返る。「新しいものを作る際は、従
来方式が『なぜ成立していたか』と現
状を深く理解することから始まる」。現
状を分析し機能の成り立ちを細分化
して解析していくことで、“本当に必要
なもの”が見えてくるのだと神田は言う。
「技術を導入してもお客さまにはこ

れまでと同じ、あるいはそれ以上の品
質を提供し続けなければならない」と
は久保田。品質、環境、コストなど、す
べての指標でナンバーワンを目指し、
技術者一人ひとりが“要因”に向き合い、
最適解を求める日々が続いた。「マツ
ダらしい色」の確立のため、中野は顔
料組成や膜厚などが異なるサンプルで、

左から
技術本部 車両技術部

神田 輝夫
技術研究所
中野 さくら　久保田 寛
技術本部 車両技術部

松田 隆臣

光の透過や反射を光の波長ごとに解
析する作業に3年を費やした。

部門の垣根を超え、また、サプライヤー
の全面協力を得て、塗料の開発や塗
装工程の見直し、さらに塗装範囲や膜
厚まで細かく検討し、実証実験を繰り
返した。こうして実現したのが世界最
高水準のVOC、CO2排出量の低さを
誇る「アクアテック塗装」だ。中塗のな
い塗装で従来以上の仕上がり肌と塗
膜性能を実現。2009年6月に導入を
開始し、2012年末に本社宇品第1工
場への導入完了を果たした。

焼付温度の低温化など、さらなる環
境負荷低減を目指すマツダの塗装技
術者たち。「要素技術の一つひとつの
役割と成り立ちは理解できた。これを
次のステップに生かしたい」と松田。幾
多の経験と知見の集積から、また新た
な技術が生まれ育っていく。

VOCとCO2の
双方の削減を求めて

すべての指標で
ナンバーワンを目指す

※1 従来の中塗り後の乾燥を行わず「中塗」「ベース」「クリア」
の3層をウェットな状態で塗り重ねる塗装

※2 海外の主要工場への導入は2008年に完了
※3 塗膜を屋外で使用した場合に光、熱、水など複合作用

によって発生する塗膜劣化が起こりにくい性質

CLOSE UP

環境保全
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太陽光に近い照明の下でサンプルを確認

■ VOC排出量
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パシフィコ横浜で開催される「サン
タが街にやってきた！」イベントの実行
委員を担当。活動の中心はマツダ車
オーナーやマツダ従業員がサンタクロー
スの衣装を着て、児童養護施設の子
どもたちと楽しむ、愛車を利用したド
ライブです。クリスマスデコレーション
をしたマツダ車でのドライブに子ども
たちも満面の笑顔です。

2003年にスタートし、2009年から

「麦田プロジェクト教育基金会」を通
じて、山間部の小学校を支援する取り
組みのリーダーを務めています。図書
館設立や図書の贈呈といった経済的
支援に加え、精神面でのサポートが必
要と考え、「マツダ麦苗クラス」の子ど
もたち50名とMCOの従業員50名が
1対1で文通をしています。子どもたち

は地元の社会福祉協議会、NPOなど
との幅広い協力関係が広がり、今で
は19の団体・企業による共同主催と
なりました。サンタクロースの人数も
当初の十数名から500名規模にまで
増えました。

社外の方々と協力して企画をする
中で「ボランティア活動もステークホ
ルダーのニーズを踏まえることが大切
だ」と学びました。開催前に訪問先で

と意見交換し、悩みを一緒に考えるこ
とにより、従業員も地域の課題に触れ、
社 会に 広
く目を向け
ることがで
きるように
なったと思
います。子
どもたちと
従業員、そ
れ ぞ れ が
成 長 で き
るこの取り

ある児童養護施設の皆さまと打ち合
わせを行い、希望をうかがっています。
さまざまなつながりを大切にして、これ
からもこの活動を続けていきます。

他企業や団体、マツダ
車オーナーと一緒に楽
しむボランティア

山間部の子どもたち
との心の交流

東京本社　東京総務グループ
大鶴 聡

マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）
 張

ジャン
 明

ミンユー
煜

海外の
事例

国内の
事例

ボランティア活動を通じて、
個人の成長と社会の発展を願う
マツダでは、多様な価値観を取り入れ、柔軟性のあるいきいきとした企業風土の醸成を目指し、従業員の自発的ボランティア活動を重視・
支援しています。国内・海外でのボランティア活動の事例を紹介します。

CLOSE UP

社会貢献

組みを支援できることに誇りを感じて
います。

もともとはロードスター愛好者同士が集
いツーリングを楽しんでいた場がマツ
ダの提案で、社会性を帯びたイベントに
成長しました。大好きなマツダロードスター
に乗ることを自分自身が楽しみ、同時に
子どもたちや街行く人々に笑顔を届け
る…という肩の力を抜いたスタイルだか
らこそ、何年も続けてこられたと思います。

ロードスタークラブ
オブジャパン
事務局代表
水落 正典様

マツダ麦苗クラスに入った50名の生
徒は、勉強に取り組む環境が整い、以
前より熱心に学んでいると担当の先
生からうかがい、とてもうれしく思いま
す。マツダの方々の思いを子どもたち
も理解し、それに応えようと頑張って
います。ありがとうございます。

麦田プロジェクト
教育基金会
プロジェクトスペシャリスト

 趙
ジャオ

 一
イージー

枝様

ステークホルダーの声

ステークホルダーの声
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「女性にやさしい職場」から
「誰もが働きやすい職場」へ
1992年度に初めて技能系社員として女性を採用。2012年度には技能系新入社員のうち女性の割合が約2割を占めた。
現在では技能系社員の働く部門・領域のうち、半数以上で女性社員が活躍できる環境が整っている。

「クルマと体を動かすことが好き」と
いう六田は、1999年に技能職を志望
してマツダに入社、女性社員として初
めて車軸工場に配置された。仕事へ
の期待とともに「うまくやっていけるの
か」という不安があったが、日々、職場
のメンバーと対話を重ねるうちに働き
やすい環境整備が進んでいった。

3年が経ち、任される仕事が増え、
後輩女性も増えていくにつれ六田は「私
自身が働きやすい環境をつくるリーダー
になりたい」と思うようになった。

そのため「もっと自分の力を付けたい」
と、厳しい社内選考を経てマツダ短大
へ進学。座学や実技の充実した2年を
過ごした後、職場に戻るとさっそく改
善活動に取り組んだ。車軸工場での
経験やマツダ短大で得た知識を生か

し現場で役立つ改善作品を制作。「か
らくり改善®※1くふう展」にも出展、評
価を受けた。

さらに、「女性にやさしい組立ライン
づくり」をテーマにした改善活動を推
進し、ブレーキホース組み付けのため
のネジを固定する専用治具を開発。こ
れは「指先にかかる負担をなんとかし
たい」という女性ならではの思いを形
にしたもの。従来に比べて作業が容易
になり、1.9倍も生産効率がアップす
るとあって、社外からも注目を浴び、「全
国QCサークル大会」感動賞、「QCサー
クル石川馨賞」を受賞。この功績によっ
て、六田は社長表彰を受けた。

車軸組立を一通り経験し、現在は
フォークリフトを自在に操り、部品物流

を担当する六田。後輩15人にアドバ
イスをする立場でもある。「自分の知ら
ないことをなくしたい」と、こつこつと
勉強し資格取得にも積極的に挑戦、ス
キルを磨く六田の背を見て、モチベー
ションを高める後輩も多い。
「将来はライン全体を運営できるリ

リーフマンになりたい」と意欲を燃や
す加藤もその一人。「まずはできること
から」と技能検定に挑戦するという。
「後輩には答えを教えるのではなく、

考えるきっかけやヒントを与えるよう
にしている」という六田。若手の育成
にも貢献する六田を上司も評価する。
「女性にやさしい職場」から「誰もが

安全で働きやすい職場」へ——。技能
系女性社員の採用、拡充は、従来のや
り方を「もっと簡単にできないか」と、
考え工夫する動きを加速させた。実際
に、作業の容易度を示すエルゴノミク
ス評価にも女性の観点が取り入れら
れ、生産現場はより働きやすい職場へ
と劇的に変わりつつある。技能系女性
社員の活躍は新たな視点での取り組
みを促進し、マツダのモノづくりのさ
らなる進化につながっている。

女性の視点を生かした
改善活動を展開

より安全で働きやすい
職場を目指して

右から
本社工場
第2PT製造部 車軸課組立係

六田 由美子
本社工場
第2PT製造部 車軸課組立係

加藤 めぐみ

CLOSE UP

人間尊重

※1 「からくり改善®」は社団法人日本プラントメンテナンス
協会の登録商標
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主要商品ラインアップ

（海外名 : Mazda8）

ロードスター
（海外名 : MX-5）

プレマシー
（海外名 : Mazda5）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ボンゴ
グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ベリーサ
グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数

グローバル販売台数グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

アテンザ
（海外名 : Mazda6）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

デミオ
（海外名 : Mazda2）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

アクセラ
（海外名 : Mazda3）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ビアンテ
グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

※2012年度のグローバル販売台数・販売市場・生産拠点を掲載　※掲載車種は2013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　　　　　　　※生産は現地組立のみ(生産台数公表対象外)の市場を含む
※国内で販売しているOEM車両は以下のとおり　キャロル、フレア、フレアワゴン、AZ-オフロード、スクラム、ファミリア（バン）、タイタン
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マツダのCSR取り組み状況を取りまとめて開示する社外調査への対応を担当しています。調査
の質問項目からはCSRに関する最新トレンドや企業の新しい課題を知ることができます。こうした
トレンドを理解し、マツダがより社会ニーズに適したCSR取り組みを行えるよう、社内関係部門と
ともに推進する努力を重ねています。
そして、その結果として、マツダのブランド価値を向上させ、ステークホルダーの皆さまから愛さ
れるマツダへと成長することを目指しています。

部品輸送時の梱包荷姿の設定を担当しています。梱包資材、梱包体積の削減による物流効率改善
はCO2排出量削減につながります。これまでは、部品の形状・構成が確定した後、荷姿を設定して
いました。しかし、部品形状・構成は荷姿に大きく影響することから、商品開発のタイミングに開発・
生産・購買部門と連携し、荷姿に有利な部品形状や構成にする検討を開始しました。結果、2012年
度には荷姿要件を部品設計に反映し、輸出入梱包資材、体積の削減を実現することができました。
これからは、物流拠点のグローバル展開に伴い、グローバルな視点で物流量を減らすべく、この活
動を加速させていきます。

インドネシアでアフターサービスのマネジメントを担当しています。整備のため来店されたお客
さまにご満足いただけるサービスを提供できるよう、スタッフの研修を充実させています。また、
2013年度は部品をより早く店舗に届けられるよう倉庫を新設しました。仕事を進めるにあたっ
ては、マツダ本社の戦略から店舗整備スタッフのニーズにまで幅広い視野を持つことを意識する
ほか、現地スタッフとより良い関係を構築できるよう語学力の向上にも努めています。インドネシ
アは自動車保有台数が激増する成長市場です。アフターサービスの面でもスピーディに成長で
きるよう現地スタッフとともに取り組んでいきます。

マツダ駅伝大会コミュニティの部の企画・運営を担当しています。本社工場の敷地がコースになっ
ており、1966年の開始当初は従業員を対象としたイベントでしたが、1981年からは社外の方に
も参加を呼びかけています。参加者からは「普段は入場できない所を走ることができる」と好評です。
より多くの方に楽しんでいただけるよう、各区間は比較的短く設定していますが、大きな橋を越
えるハードな区間もあり、安全第一の運営を心掛けています。マツダはこの駅伝を、地域の皆さま
との大切な交流の機会と位置づけています。今後もより多くの方にマツダを身近に感じていただ
く場としていきたいと考えています。

エンジンの燃焼開発を担当しています。マツダの「従業員一人ひとりを大切にしてくれる社風」に
ひかれ入社を希望しましたが、今もそのイメージは変わりません。英語でのレポート提出が認めら
れていたり、分からない日本語は同僚や上司がサポートをしてくれるなど、働きやすい職場環境です。
また、母国に帰省する際は、有休を活用して長期連休を取ることができるなど、ワークライフバラ
ンスへの配慮も充実しています。これからも、信頼できる仲間と協力して、より環境に配慮したエ
ンジンの開発に取り組むとともに、仕事を通じて自己をさらに成長させていきたいと思います。

サプライヤーの皆様と連携したCSRを推進しています。取り組みは、コンプライアンス・社会貢献
など幅広く、経営者層への方針説明や、実務担当レベルへのヒアリングなど、密にコミュニケーショ
ンをとっています。2012年度は、改めてコンプライアンスに対する理解を促進するため、調達窓
口である購買メンバーへの研修を実施しました。また、企業として早急な対応が必要なCSR視点
の課題をタイムリーに把握し、一つひとつの課題を具体的に検討、実行しています。昨今、サプラ
イヤーの海外進出が加速する中、今後はグローバルにマツダのCSRの考え方を浸透させること
にさらに注力していきます。

皆さまから愛されるマツダへの成長を目指しています

CSR・環境部　志田 泰信

物流量を削減し、CO2排出量削減につなげています

インドネシアでアフターサービス向上を推進しています

大切な交流の場としてマツダ駅伝大会を開催しています

働きやすい職場環境で、仕事を通じて自己を成長させていきます

生産管理･物流本部 調達･物流計画部　横山 宗道  福岡 達夫

PT.マツダ・モーター・インドネシア　子籠 一弘

総務・法務室　日野 里美

パワートレイン開発本部 パワートレイン技術開発部　ニザル ジャベル

調達領域におけるCSR推進に取り組んでいます

購買本部 購買管理部　砂田 美穂

従業員の声



主要商品ラインアップ

（海外名 : Mazda8）

ロードスター
（海外名 : MX-5）

プレマシー
（海外名 : Mazda5）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ボンゴ
グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ベリーサ
グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数

グローバル販売台数グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

アテンザ
（海外名 : Mazda6）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

デミオ
（海外名 : Mazda2）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

アクセラ
（海外名 : Mazda3）

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

ビアンテ
グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

グローバル販売台数

販売市場
生産拠点

日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他
日本 北米 欧州 中国 アジア・大洋州 その他その他

※2012年度のグローバル販売台数・販売市場・生産拠点を掲載　※掲載車種は2013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　　　　　　　※生産は現地組立のみ(生産台数公表対象外)の市場を含む
※国内で販売しているOEM車両は以下のとおり　キャロル、フレア、フレアワゴン、AZ-オフロード、スクラム、ファミリア（バン）、タイタン
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2013
2013

1920.1  東洋コルク工業株式会社として創立

1921.3  松田重次郎社長就任

1927.9  東洋工業株式会社に改称

1928.7  新しいシンボルマーク使用開始

1932　  3輪トラックの輸出開始
1936.4  3輪トラックで鹿児島̶
　　　　  東京間をキャラバン宣伝
1936.4  新しいシンボルマーク使用開始

1949.8  　3輪トラックの輸出を再開

1945.8  建物の一部を広島県に貸与。県庁の全機構が
             当社に移される（～1946.7）

1951.12 松田恒次社長就任
1951     新しいシンボルマーク使用開始

1959.7  新しいシンボルマーク使用開始
1958.4 「ロンパー」発売

1965.5   三次自動車試験場完成

1966.11 宇品乗用車専用工場完成

1967.3  欧州向け本格輸出開始

1970.4   米国向け本格輸出開始

1970.11 松田耕平社長就任

1975.1   新しいシンボルマーク使用開始

1977.12 山崎芳樹社長就任

1979.6   国内自動車生産累計1,000万台達成

1979.11 フォードと資本提携

1981.12  防府中関変速機工場稼働開始

1982.9   防府西浦工場本格操業開始

1984.5   マツダ株式会社へ社名変更

1984.10 マツダ財団設立

1984.11 山本健一社長就任

1985.1   米国生産会社（MMUC、のちのAAI）を設立

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台を達成

1987.6   技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

1987.12  古田徳昌社長就任

1988.4   マツダ工業技術短期大学を設立

1988.5   マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

1989.11  北海道剣淵耐寒自動車試験場完成

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)」を設立

1996.3   マツダ、ホームページを開設

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

2000.11 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を竣工

2002.4  新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」を展開

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

2005.9 中国に合弁エンジン生産会社を設立
2006.2 中国の長安フォード（重慶工場）で
　　　　　Mazda3（日本名：アクセラ）生産開始

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を開設

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」を策定

2007.12  美祢自動車試験場の新テストコースが完成

2008.6  ブランドを視覚的に表現するため
              グローバルビジュアルアイデンティティ導入

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2011.10 住友商事と合弁のメキシコ新工場起工式を実施
              （2013年度生産開始予定）

2010.3   トヨタとハイブリッドシステムの
　　　　　技術ライセンス供与に合意

2012.9  ロシアのソラーズ社と合弁生産会社「マツダソラーズ」を設立

2012.9  マレーシアのベツマツ社との合弁会社
             「マツダマレーシア」を設立

2012.11 トヨタと、マツダのメキシコ新工場における
              トヨタ車の生産について合意

2013.1   フィアット、アルファ ロメオ車の
              生産に向けた事業契約を締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任

2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式（2015年度生産開始予定）

1931.10
マツダ初の自動車、
3輪トラック「マツダ号DA型」の生産開始 

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　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

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

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

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
「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）

2003.10
初代「アクセラ」発売

2004.6
「ベリーサ」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「BT-50」を出品

2006.10
「CX-9」生産開始

2006.12
「CX-7」発売

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
「2008世界カーオブザイヤー」受賞

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）

2008.7
「ビアンテ」発売

2010.10
次世代技術
「SKYACTIV」発表

2011.6
新型ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G 1.3」搭載の「デミオ」発売

2011.9
新型変速機「SKYACTIV-DRIVE」搭載の
「アクセラ」発売

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」発売

1930

1990

2000

2010

1950

1940

1960

1970

1980

10,000,00010,000,000

2007.7   国内自動車生産累計4,000万台達成

40,000,00040,000,000

1963.3  国内自動車生産累計100万台達成

1,000,0001,000,000

20,000,00020,000,000

1995.4   国内自動車生産累計3,000万台達成

30,000,00030,000,000

経営領域 商品領域※ 経営領域 商品領域※

HISTORY OF M{ZD{HISTORY OF M{ZD{

19
20

19
20マツダの歴史

1930.9  広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

1997.6～

※発売は国内を基準に掲載 ※発売は国内を基準に掲載

Mazda Motor Corporation21



2013
2013

1920.1  東洋コルク工業株式会社として創立

1921.3  松田重次郎社長就任

1927.9  東洋工業株式会社に改称

1928.7  新しいシンボルマーク使用開始

1932　  3輪トラックの輸出開始
1936.4  3輪トラックで鹿児島̶
　　　　  東京間をキャラバン宣伝
1936.4  新しいシンボルマーク使用開始

1949.8  　3輪トラックの輸出を再開

1945.8  建物の一部を広島県に貸与。県庁の全機構が
             当社に移される（～1946.7）

1951.12 松田恒次社長就任
1951     新しいシンボルマーク使用開始

1959.7  新しいシンボルマーク使用開始
1958.4 「ロンパー」発売

1965.5   三次自動車試験場完成

1966.11 宇品乗用車専用工場完成

1967.3  欧州向け本格輸出開始

1970.4   米国向け本格輸出開始

1970.11 松田耕平社長就任

1975.1   新しいシンボルマーク使用開始

1977.12 山崎芳樹社長就任

1979.6   国内自動車生産累計1,000万台達成

1979.11 フォードと資本提携

1981.12  防府中関変速機工場稼働開始

1982.9   防府西浦工場本格操業開始

1984.5   マツダ株式会社へ社名変更

1984.10 マツダ財団設立

1984.11 山本健一社長就任

1985.1   米国生産会社（MMUC、のちのAAI）を設立

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台を達成

1987.6   技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

1987.12  古田徳昌社長就任

1988.4   マツダ工業技術短期大学を設立

1988.5   マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

1989.11  北海道剣淵耐寒自動車試験場完成

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)」を設立

1996.3   マツダ、ホームページを開設

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

2000.11 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を竣工

2002.4  新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」を展開

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

2005.9 中国に合弁エンジン生産会社を設立
2006.2 中国の長安フォード（重慶工場）で
　　　　　Mazda3（日本名：アクセラ）生産開始

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を開設

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」を策定

2007.12  美祢自動車試験場の新テストコースが完成

2008.6  ブランドを視覚的に表現するため
              グローバルビジュアルアイデンティティ導入

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

2011.10 住友商事と合弁のメキシコ新工場起工式を実施
              （2013年度生産開始予定）

2010.3   トヨタとハイブリッドシステムの
　　　　　技術ライセンス供与に合意

2012.9  ロシアのソラーズ社と合弁生産会社「マツダソラーズ」を設立

2012.9  マレーシアのベツマツ社との合弁会社
             「マツダマレーシア」を設立

2012.11 トヨタと、マツダのメキシコ新工場における
              トヨタ車の生産について合意

2013.1   フィアット、アルファ ロメオ車の
              生産に向けた事業契約を締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任

2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式（2015年度生産開始予定）

1931.10
マツダ初の自動車、
3輪トラック「マツダ号DA型」の生産開始 

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　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

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

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

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
「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）

2003.10
初代「アクセラ」発売

2004.6
「ベリーサ」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「BT-50」を出品

2006.10
「CX-9」生産開始

2006.12
「CX-7」発売

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
「2008世界カーオブザイヤー」受賞

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）

2008.7
「ビアンテ」発売

2010.10
次世代技術
「SKYACTIV」発表

2011.6
新型ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G 1.3」搭載の「デミオ」発売

2011.9
新型変速機「SKYACTIV-DRIVE」搭載の
「アクセラ」発売

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」発売

1930

1990

2000

2010

1950

1940

1960

1970

1980

10,000,00010,000,000

2007.7   国内自動車生産累計4,000万台達成

40,000,00040,000,000

1963.3  国内自動車生産累計100万台達成

1,000,0001,000,000

20,000,00020,000,000

1995.4   国内自動車生産累計3,000万台達成

30,000,00030,000,000

経営領域 商品領域※ 経営領域 商品領域※

HISTORY OF M{ZD{HISTORY OF M{ZD{

19
20

19
20マツダの歴史

1930.9  広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

1997.6～

※発売は国内を基準に掲載 ※発売は国内を基準に掲載
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CSRについての社外評価（2013年3月31日現在）

財務情報・その他情報

FTSE4Good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に選定さ
れています。

CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）
のジャパン500において、2012年度は、情報公開
度スコアは「高い」と評価されました。

免責事項/本報告書の記述には、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あげます。

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）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。

発行 ： マツダ株式会社　CSR・環境部／総務・法務室
本社所在地 ： 広島県安芸郡府中町新地3-1　〒730-8670
発行年月 ： 2013年9月（※2013年8月に発行した「マツダサステナビリティレポート
2013（詳細版）」の内容をダイジェスト化し発行しています。）

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。

■UDフォント

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、中国地方
の国内企業により創出された国内クレジットによってオフ
セットしています。
証明書番号 ： 1309122704533 

■カーボンオフセット

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。

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。

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。

マツダサステナビリティ
レポート2013【詳細版】
http://www.mazda.co.jp/
csr/download/index.html

マツダ技報
http://www.mazda.co.jp/
philosophy/gihou/

アニュアルレポート2013
http://www.mazda.co.jp/
corporate/investors/library/
annual/

マツダオフィシャルウェブサイト 
http://www.mazda.co.jp/

マツダオフィシャルウェブサイト
マツダについて（会社概要）
http://www.mazda.co.jp/
corporate/profile/

アンケートご協力のお願い
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】2013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/

http://www.mazda.co.jp/
http://www.mazda.co.jp/corporate/profile/
http://www.mazda.co.jp/corporate/profile/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/gihou/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/corporate/investors/library/annual/
http://www.mazda.co.jp/philosophy/gihou/
http://www.mazda.co.jp/csr/download/index.html
http://www.mazda.co.jp/csr/download/index.html
http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire_digest/



