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編集方針
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2013
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2014【詳細版】（176ページ）は別途ウェブサイトに掲載しています。

対象期間
2013年4月から2014年3月を中心に報告。一部、2014年4月以降の活
動も報告しています。

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

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

※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。

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。

ブランドメッセージ“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

サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言
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（2007
年3月発表）。
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。

「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 ：

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
1月制定）。

マツダコーポレートマーク



01 02 04 07 10

05 08 11

06 09 12

03

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）

エクアドル

ロシア※3

メキシコ※1

タイ

台湾※2

ベトナム※2

中国

ジンバブエ

南アフリカ

マレーシア※3

剣淵自動車試験場

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

★ 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

01. 本社  02. 本社工場  03. 防府工場  04. 三次事業所  05. 東京本社  06. マツダR&Dセンター横浜  07. メキシコ  08. ロシア  09. 中国  10. タイ  11. ベトナム  12.  マレーシア

■ 主要拠点の詳細はアニュアルレポート2014（P17）参照　http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
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財務情報・その他情報

マツダ公式ウェブサイト 
http://www.mazda.com/jp/

ウェブサイト 企業情報・採用
http://www.mazda.com/jp/
about/

マツダサステナビリティ
レポート2014【詳細版】
http://www.mazda.com/
jp/csr/download/

アニュアルレポート2014
http://www.mazda.com/jp/
investors/library/annual/

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

※1 2014年1月に稼働開始。
※2 一部車種は現地組立（生産台数は公表対象外）。
※3 現地組立のみ（生産台数は公表対象外）。

拠点紹介（2014年6月30日時点）

http://www.mazda.com/jp/
http://www.mazda.com/jp/about/
http://www.mazda.com/jp/about/
http://www.mazda.com/jp/csr/download/
http://www.mazda.com/jp/csr/download/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/jp/technology/gihou/
http://www.mazda.com/jp/technology/gihou/


マツダは、企業として持続的な成長を目指しつつ社会全体の発展に貢
献することが大切だと考え、「構造改革プラン」（P20）を推進しています。
自動車メーカーとして商品や技術の革新を通じた貢献は特に重要
です。技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

（P1）に基づき、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」を提供しています。
環境面では「ビルディングブロック戦略」のもと革新的なベース技術

「SKYACTIV技術」をフルに搭載したCX-5、アテンザ／Mazda6、
新型アクセラ／Mazda3を導入しました。2014年9月からは新型
デミオ／Mazda2をグローバルに順次導入します（P11-12）。
安全面では「事故のない安全なクルマ社会」を目指し、「クルマ」「人」「道
路・インフラ」の視点で取り組んでいます。マツダが目指す安全性能
の考え方「Mazda Proactive Safety」のもと研究・開発を行い、先
進安全技術「i-ACTIVSENSE」を本格的に導入しています（P10）。

マツダは国内では広島県、山口県に生産拠点をもつ企業であり、地
域経済、雇用に対する責任は大きいと考えています。今後も85万
台規模の国内生産を維持することは、地域社会の成長への継続的
な貢献、日本のモノづくり技術の熟成とその技術の海外拠点への
水平展開という両面で重要です。
マツダはグローバルに事業展開しており各地域において地域社会
とともに成長するという基本的な考えのもと、幅広い意味での社会
的責任を果たしていきます。グローバル生産体制の再構築という
主要施策を進める中、メキシコ新工場（P8）など海外生産拠点にお
いても、環境保全やダイバーシティを重視した人材育成、高い品質
の維持、人権配慮、社会貢献などに取り組んでいます。

マツダは2013年より「ブランド価値経営」（P4）の推進にも本格的に
取り組んでおり、構造改革プランを進める上でも重要な考え方とし
て位置づけています。また、マツダグループ全従業員が共有すべき
価値観として「ブランド理念」を制定し、従業員一人ひとりが革新・共
創・挑戦する風土を醸成しています。
私たちは、世界中のステークホルダーの皆さまから信頼される企業
となるためマツダグループで一丸となって取り組みます。そして、地球・
社会と共存し持続的な成長の実現を目指します。
ステークホルダーの皆さまには、より一層のご指導とご支援をお願
い申し上げます。

地球・社会と共存し持続的な成長の実現を目指します

※ マツダサステナビリティレポート2014【詳細版】、アニュアルレポート2014ではさらに詳しいトップメッセージを掲載。

TOP MESSAGE トップメッセージ
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「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を両立させた
商品を提供します

グローバルで幅広く社会的責任を果たします

マツダグループ全体でブランド価値経営を推進します

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO



マツダは2002年以降現在に至るまで一貫してブランドメッセージ“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”（P1参照）を展開してきました。そして、
2007年にはこれを進化させた技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」（P1参照）を発表し、「『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しています。

マツダはこれまで、「走る歓び」を最も重要なブランドエッセンスとして大切にしてきました。加えて、2013年に改めてマツダグループ全従業
員が共有すべき価値観として「ブランド理念」を制定しました。これにより「ブランド価値経営」を推進します。

マツダグループ従業員がマツダブランドを誇りに思い、自分の行動
を変革しようという風土を醸成するための話し合いを、2013年7月
より進めています。「ブランド価値経営」をテーマに、マツダの役員、従
業員、国内・海外のマツダグループ従業員が参加し、「自らの行動を
どのように変革するか」「この理念をどのように実行していくか」など
の話し合いを行っています。これは2000年から実施しているマツダ
独自のビジネスリーダー育成プログラム「マツダ・ビジネスリーダー
開発（MBLD）」の一環として実施するものです。この活動は2014年
度もマツダグループ全体で継続実施する予定です。

ブランドは「お客さまの心の中」にあるものです。「ブランド価値経営」を宣言したからと言って、マツダが自社のブランドイメージをコントロー
ルすることはできません。マツダグループのすべての活動をお客さま視点でとらえる以外にブランド価値向上の道はないと認識しています。
マツダグループ従業員が「ブランド理念」に基づき、ブランドの価値を明確にし、一貫した取り組みを行うことが重要です。品質、商品、販売、
アフターサービス、コミュニケーション、人などのあらゆる接点でお客さまの期待を超える価値を、カー
ライフを通じて提供し続けることで、お客さまの人生をより豊かにし、お客さまとの間に特別な絆を持っ
たブランドになることを目指します。

マツダは、構造改革プランを進める上で「ブランド価値経営」を重要な考え方として位置づけ、従業員
一人ひとりが革新・共創・挑戦する風土を醸成しています。お客さまのみならず、サプライヤー、株主・投
資家、地域社会をはじめ、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成長してい
きます。
この取り組みは始まったばかりです。幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながらブラ
ンド価値の向上を目指します。本冊子では、その取り組みの一端を各項目の中で紹介しています。

ブランド価値に焦点を当てた経営の推進
～お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドになることを目指して～

※ ブランド価値経営と構造改革プランとの関係についてはアニュアルレポート2014（ http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/ ）をご参照下さい。

カーライフを通じて人々に人生の輝きを提供する。1.

地球・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する。2.

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。
どう

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きたい。
未来においても地球・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。

【ブランド理念】

マツダ
グループの
成長

お客さまの
期待を超える
価値提供

株主・
投資家への
還元

ビジネス
パートナー
の成長

次世代の
人々への
責任

共創

挑戦

革
新

グローバル
社会、地域社会
への貢献

特集1
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「世界中の自動車メーカーが驚くような革新的なベース技術を搭載したクルマをつくる」ことを目的に全社一体となって進めてきたマツダの「モノ造り革新」。
日本で誕生し、クルマづくりのプロセスをゼロから見直すこの取り組みは今、海外生産拠点への展開が開始され、ブランド価値を強化するクルマづくりが
グローバルに展開されつつある。

  「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」とともにスタートした「モノ造り革新」

  「モノ造り革新」で何が変わったか

　「『コモンアーキテクチャー構想』は、単なる規格統一で
はない。時代や車種に左右されない“普遍的に最適と言え
る理想構造”をカタチにしたもの」だと菅は言う。「量産効
率だけではなく、商品力の向上や、リードタイムの短縮、さ
らには省資源化にも、『一括企画』や『コモンアーキテクチ
ャー構想』『フレキシブル生産構想』は大きな役割を果たし
ている」。
　例えば、商品力の要となるデザインにおいては、デザイ
ン意匠を忠実に量産のクルマに織り込んでいく取り組み
が進められた。従来は開発部門がクルマのデザインを決定
した後、生産部門が部品をつくる金型製作に着手していた
が、それでは技術的な制約から開発部門が考え抜いたマ

  マツダ独自の活動「一括企画」を全社で推進し、理想の構造・工程を追求

ツダが目指すデザインを完璧に再現できないこともあっ
た。そこで、開発と生産が一体となった活動の中で、相互の
実現したい想いを、より早く正確に理解しあう「一括企画」
の活動を導入。デザイン確定前に成形シミュレーションを
行い、生産部門からデザイン再現のための構造を提案す
るなど、部門の壁を取り払い共働でデザイン意匠の忠実な
再現に取り組んだ。これにより、コンセプトカーに見劣りし
ないシャープさを量産モデルでも実現することができ、
Mazda6(日本名：アテンザ)、新型Mazda3(日本名：アクセラ)
の2車種が続けて「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」
でベスト3選出という国内メーカー初の実績も上げた。
　また、資源の有効利用という面での成果事例として「プレ

■ 事例：デザイン意匠を忠実に再現

ブレーク
スルー

ブレーク
スルー

ブレーク
スルー

ブレーク
スルー

一括企画

コモンアーキ
テクチャー構想

開発生産

フレキシブル
ライン構想ボリューム効率を高める共通性（COMMONALITY）

商
品
競
争
力
を
高
め
る
多
様
性（FLEXIBILITY

）

多品種・少量

少品種・多量

変種・変量

BR
EA

K

TH
RO

UGH
ベストバランスの考え方

コンセプトカー

量産モデル

菅 康宏

技術本部
車体技術部長

　2007年に「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表
したマツダ。すべてのお客さまに、「走る歓び」と「優れた環境・
安全性能」をお届けするため、「世界のベンチマークになるよ
うな革新的なベース技術を搭載したクルマを開発・販売す
る」ための挑戦が始まった。マツダの生産規模は年間約120
万台。1,000万台以上も生産・販売するトップ企業と同じこと
をしていたのでは、競争に勝ち残ることはできない。

　お客さまの期待を超える商品を開発し、トップ企業と同
等以上の量産効果を達成するためには従来の"改善"とい
ったレベルでなくクルマの構造を見直すと同時に、クルマ
のつくり方そのものを革新していかなければならない。こ
うした強い決意のもと関連部門が一丸となってマツダ「モ
ノ造り革新」がスタートした。

　商品競争力を高める多様性と量産効率を高める共通
性。従来トレードオフの関係にあるとされていたこの2つを
高次元で両立させることが、「モノ造り革新」の狙いであっ
た。「さまざまな商品を開発・生産しながら、あたかも単独車
種をつくっているかのようなスケールメリットを生み出すに
はどうすれば良いか」と考える中、ブレークスルーの着眼点
となったのが「一括企画」「コモンアーキテクチャー（基本骨

格）構想」「フレキシブル生産構想」であった。
　「一括企画」とは、開発、生産、購買、そしてサプライヤーま
でが一体となり、「将来を見通した商品・技術」について議論
し、お互いの立場を超えて、同じ価値観で協議し、具体的な
活動プランを立案すること。全社一体となって5～10年先
を予測して、全車種を対象に企画することから始められた。
「それまでは、車種ごとに開発し、開発・生産がそれぞれ追

求した思いをお互いの立場からぶつけあって合意を形成
していた。しかし『一括企画』では、“将来を見通し、マツダ
が本当に目指すべき商品とは何か、技術とは何か”を関係
者で議論し、今後導入する
モデル共通の形状・構造を
『固定領域』、車種やモデ
ルによって変化・変更すべ
きものを『変動領域』と定
義していった」と技術本部
車体技術部長の菅は語る。
　さらに車種ごとの「一括
企画」を行い、「固定領域」
については量産効率を高
める「コモンアーキテクチャ
ー構想」にのっとって、単独
車種生産に近いスケールメ

リットを生み出した。「変動領域」については「フレキシブル
生産構想」にのっとって設計構造や生産プロセスの技術革
新による商品バリエーションを実現した。

70.3%材料歩留り率

グローバルに展開されるマツダの「モノ造り革新」
“お客さまの1台”に100%の品質と期待を超える価値を実現する

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

ブレークスルーの着眼点
● 一括企画
● コモンアーキテクチャー構想
● フレキシブルライン構想

相反する2特性のトレードオフを打破し、技術革新を伴うさまざまな
商品を開発・生産しながら、単独車種に近いビジネス効率を目指す

ボリューム効率を高める生産工程をサポート

競合力のある多品種生産をサポート

■ アニュアルレポート2014（P29参照）　http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
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「世界中の自動車メーカーが驚くような革新的なベース技術を搭載したクルマをつくる」ことを目的に全社一体となって進めてきたマツダの「モノ造り革新」。
日本で誕生し、クルマづくりのプロセスをゼロから見直すこの取り組みは今、海外生産拠点への展開が開始され、ブランド価値を強化するクルマづくりが
グローバルに展開されつつある。

  「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」とともにスタートした「モノ造り革新」

  「モノ造り革新」で何が変わったか

　「『コモンアーキテクチャー構想』は、単なる規格統一で
はない。時代や車種に左右されない“普遍的に最適と言え
る理想構造”をカタチにしたもの」だと菅は言う。「量産効
率だけではなく、商品力の向上や、リードタイムの短縮、さ
らには省資源化にも、『一括企画』や『コモンアーキテクチ
ャー構想』『フレキシブル生産構想』は大きな役割を果たし
ている」。
　例えば、商品力の要となるデザインにおいては、デザイ
ン意匠を忠実に量産のクルマに織り込んでいく取り組み
が進められた。従来は開発部門がクルマのデザインを決定
した後、生産部門が部品をつくる金型製作に着手していた
が、それでは技術的な制約から開発部門が考え抜いたマ

  マツダ独自の活動「一括企画」を全社で推進し、理想の構造・工程を追求

ツダが目指すデザインを完璧に再現できないこともあっ
た。そこで、開発と生産が一体となった活動の中で、相互の
実現したい想いを、より早く正確に理解しあう「一括企画」
の活動を導入。デザイン確定前に成形シミュレーションを
行い、生産部門からデザイン再現のための構造を提案す
るなど、部門の壁を取り払い共働でデザイン意匠の忠実な
再現に取り組んだ。これにより、コンセプトカーに見劣りし
ないシャープさを量産モデルでも実現することができ、
Mazda6(日本名：アテンザ)、新型Mazda3(日本名：アクセラ)
の2車種が続けて「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」
でベスト3選出という国内メーカー初の実績も上げた。
　また、資源の有効利用という面での成果事例として「プレ

■ 事例：デザイン意匠を忠実に再現
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菅 康宏

技術本部
車体技術部長

　2007年に「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表
したマツダ。すべてのお客さまに、「走る歓び」と「優れた環境・
安全性能」をお届けするため、「世界のベンチマークになるよ
うな革新的なベース技術を搭載したクルマを開発・販売す
る」ための挑戦が始まった。マツダの生産規模は年間約120
万台。1,000万台以上も生産・販売するトップ企業と同じこと
をしていたのでは、競争に勝ち残ることはできない。

　お客さまの期待を超える商品を開発し、トップ企業と同
等以上の量産効果を達成するためには従来の"改善"とい
ったレベルでなくクルマの構造を見直すと同時に、クルマ
のつくり方そのものを革新していかなければならない。こ
うした強い決意のもと関連部門が一丸となってマツダ「モ
ノ造り革新」がスタートした。

　商品競争力を高める多様性と量産効率を高める共通
性。従来トレードオフの関係にあるとされていたこの2つを
高次元で両立させることが、「モノ造り革新」の狙いであっ
た。「さまざまな商品を開発・生産しながら、あたかも単独車
種をつくっているかのようなスケールメリットを生み出すに
はどうすれば良いか」と考える中、ブレークスルーの着眼点
となったのが「一括企画」「コモンアーキテクチャー（基本骨

格）構想」「フレキシブル生産構想」であった。
　「一括企画」とは、開発、生産、購買、そしてサプライヤーま
でが一体となり、「将来を見通した商品・技術」について議論
し、お互いの立場を超えて、同じ価値観で協議し、具体的な
活動プランを立案すること。全社一体となって5～10年先
を予測して、全車種を対象に企画することから始められた。
「それまでは、車種ごとに開発し、開発・生産がそれぞれ追

求した思いをお互いの立場からぶつけあって合意を形成
していた。しかし『一括企画』では、“将来を見通し、マツダ
が本当に目指すべき商品とは何か、技術とは何か”を関係
者で議論し、今後導入する
モデル共通の形状・構造を
『固定領域』、車種やモデ
ルによって変化・変更すべ
きものを『変動領域』と定
義していった」と技術本部
車体技術部長の菅は語る。
　さらに車種ごとの「一括
企画」を行い、「固定領域」
については量産効率を高
める「コモンアーキテクチャ
ー構想」にのっとって、単独
車種生産に近いスケールメ

リットを生み出した。「変動領域」については「フレキシブル
生産構想」にのっとって設計構造や生産プロセスの技術革
新による商品バリエーションを実現した。

70.3%材料歩留り率

グローバルに展開されるマツダの「モノ造り革新」
“お客さまの1台”に100%の品質と期待を超える価値を実現する

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

ブレークスルーの着眼点
● 一括企画
● コモンアーキテクチャー構想
● フレキシブルライン構想

相反する2特性のトレードオフを打破し、技術革新を伴うさまざまな
商品を開発・生産しながら、単独車種に近いビジネス効率を目指す

ボリューム効率を高める生産工程をサポート

競合力のある多品種生産をサポート

■ アニュアルレポート2014（P29参照）　http://www.mazda.com/jp/investors/library/annual/
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  ブランド価値を強化する「生産」へ、「モノ造り革新」をさらに進化
　「モノ造り革新」のスタートから8年が経とうとしている
今、マツダは「ブランド価値を強化する生産へ」と、さらに

「モノ造り革新」を進化させようとしている。
　マツダが生産の視点でお客さまにお届けすべき「ブラン
ド価値」。それを象徴する言葉の一つが「100－1=0」だ。こ
れが意味するのは、「クルマ100台のうち、1台でも不良が
あればすべて無に帰す。なぜなら、お客さまにとってその1
台は100分の1ではなく、唯一無二の1台だから」というも
の。お客さまの1台に100％の品質を目指す強い思いが、

そこには込められている。
　菅は、「“お客さまの1台を大切にするクルマづくり”を追
求し、ゼロディフェクト（無欠陥）を実現した上で、マツダブ
ランドの特色である“走る歓び”を体現する、“魂

こ

動
どう

デザイ
ン”“人馬一体※2”“燃費性能”など、お客さまの期待を超え
る価値を実現したい」と、抱負を語る。
　「退屈なクルマはつくらない」を合い言葉に、「モノ造り革
新」は進化を続けている。

  グローバル生産体制に対応した最適なモノづくりの実現へ

ス加工における歩留まり※1向上」を上げることができる。60
％が限界と言われていた材料歩留り率を「CX-5」では、一気
に70％まで引き上げた。形状・構造の共通化を進め、未利用
材活用などを前提とした製品設計を行うことで、プレス加工
における歩留まり向上に大きな進展が見られた。同時に、従
来と比較して小さいプレス部品を増やすことにより、必要強
度に応じた厚さの材料を使用できるようになったことで、1
台当たりの鋼板使用量を大幅削減し、結果としてクルマ全
体の軽量化・燃費向上に寄与した。「従来は大きな部品では
最も強度が必要な部分に合わせた厚みでプレスしていた
が、開発と議論を通じて、一つだった部品を分割し、それぞ
れ適した板厚と材質にして組み立てた方が、軽量化にもつ
ながり、全体効果が大きい場合があることに気付いた。今後
も開発部門と連携し、商品の理想構造と生産の理想工程を
追求することで商品価値向上とコスト削減を同時に実施し
ていきたい」と菅は説明する。
　「高歩留まりプレス加工の実現は、サプライヤーさんの協力
があってこそ」と、菅は材料歩留まり率向上の功労者として、

一体部品 CX-5 部品

メキシコの自動車産業をリードする人材を育成し
経済発展・地域活性化に貢献していきたい

　MMVOはマツダの「モノ造り革新」の考え方に基づ
き、日本と同レベルの高い品質を持つ車両をグローバ
ルに供給できる体制づくりに取り組んでいます。2014
年7月までに180名のエンジニアおよび管理監督者を
マツダの本社工場や防府工場へ研修のために派遣し、
マツダのブランド価値強化につながる生産体制が構築
できたと考えています。
　また、MMVOでは地域経済・自動車産業への貢献、
環境保全への貢献、地域の皆さまとの交流を大切にし
ています。経済・自動車産業への貢献としてはMMVO
および工場敷地内に建設したサプライヤーパーク※へ
の進出サプライヤーさまと合わせて6,000名以上の雇
用を創出しています。そのほか、希少木（メスキーテな
ど）の保護や土砂の管理を通じた自然保護活動などの
環境保全活動や、敷地内への多目的広場・ミニミュージ
アムの設置といった地域の皆さまとの積極的な交流な
ど、さまざまな取り組みを進めています。

　これらを通じて、マツダのモノづくりの歴史やモノづ
くりのスピリットを伝え、ここメキシコでのブランドエッセ
ンスの発信基地になっていきたいと思います。
　今後もメキシコの自動車産業を支えリードする人材を
育成するとともに、モノづくりを通じてメキシコ経済の発
展に貢献し、地域の方々とともに成長できる生産拠点と
なれるよう取り組んでいきます。 

MMVO 執行副社長  富永 修

■ 最適な材質・板厚の追求

　世界中のすべてのお客さまに、マツダの「ブランド価値」
を届けていくためには、「モノ造り革新」のグローバル生産
拠点への展開は重要な課題である。現在、マツダの主要生
産拠点は、日本の広島・防府のほか、タイ、中国、それに
2014年1月に生産開始したメキシコの5拠点。
　「私たちが長年にわたって技術を集積してきた広島とい
う地から生まれた『モノ造り革新』をどうグローバルに展開
するのか。マツダにとって、これは大きなチャレンジだ」と語
る菅。将来的に海外生産比率を50％に引き上げることを
目指すマツダにとって「単に技術やノウハウを移管すると
いうことではなく、現地従業員や初めてお取り引きするサ

プライヤーさまに、“マツダが目指すもの”を理解・共感して
もらい、真に『モノ造り革新』をその地に根付かせていくこ
とが大事だと考えている」と、「モノ造り革新」のグローバル
展開の意義について言及する。
　目指す姿はManufacturing for Customer Value

（お客さま価値のための生産）。世界中のお客さま一人ひと
りに、100％の品質と、お客さまの期待を超える価値を実
現するために、マツダグループのすべての生産拠点が1つ
のチームとなって取り組んでいく。

メキシコ工場を建設
「モノ造り革新」を展開したグローバル生産拠点として

from
Mexico

100-1=0

50%海外生産比率

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

■ 良き企業市民としてメキシコ経済・自動車産業のさらなる発展ならびに地域の活性化に貢献する。
■ 重要なグローバル戦略拠点として、マツダの構造改革を成功に導き新たな歴史を築く。
■ SKYACTIV技術搭載車をより多くのお客さまにお届けし地球環境保全に貢献する。

部位ごとに必要な強度、機能（防錆など）
を実現する最適材質、板厚

生産開始
生産能力
従業員数
建屋面積
敷地面積

2014年1月
完成車140,000台＊
約3,100名＊
約188,000㎡＊
約2,560,000㎡（256ha）

概要

※1 材料の投入量から期待される生産量に対して、実際に得られた製品生産量比率。 
※2 「人とクルマが一体となって最高の走行状況をつくり出し、心まで通じ合うことを目指す」という
　　マツダ独自の走りの哲学。

※ サプライヤーの生産拠点集積地。 

※ 「マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコ S.A. de C.V.」と「マツダモトールオペラシオネスデメヒコS.A. de C.V.」を総称した名前。 

3つの使命

　マツダは、住友商事株式会社と合弁でメキシコ合衆国グアナファト州サラマンカ市に新工場「マツダデメヒコ 
ビークルオペレーション※」（以下、MMVO）を建設。2014年1月に新型Mazda3（日本名：アクセラ）を生産開始
したMMVOは、北米、中南米、欧州への重要な戦略的供給拠点に位置づけられている。

Mexico

従来 新方案

1

2

3

4

5

6

＊ 生産開始時
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  ブランド価値を強化する「生産」へ、「モノ造り革新」をさらに進化
　「モノ造り革新」のスタートから8年が経とうとしている
今、マツダは「ブランド価値を強化する生産へ」と、さらに

「モノ造り革新」を進化させようとしている。
　マツダが生産の視点でお客さまにお届けすべき「ブラン
ド価値」。それを象徴する言葉の一つが「100－1=0」だ。こ
れが意味するのは、「クルマ100台のうち、1台でも不良が
あればすべて無に帰す。なぜなら、お客さまにとってその1
台は100分の1ではなく、唯一無二の1台だから」というも
の。お客さまの1台に100％の品質を目指す強い思いが、

そこには込められている。
　菅は、「“お客さまの1台を大切にするクルマづくり”を追
求し、ゼロディフェクト（無欠陥）を実現した上で、マツダブ
ランドの特色である“走る歓び”を体現する、“魂

こ

動
どう

デザイ
ン”“人馬一体※2”“燃費性能”など、お客さまの期待を超え
る価値を実現したい」と、抱負を語る。
　「退屈なクルマはつくらない」を合い言葉に、「モノ造り革
新」は進化を続けている。

  グローバル生産体制に対応した最適なモノづくりの実現へ

ス加工における歩留まり※1向上」を上げることができる。60
％が限界と言われていた材料歩留り率を「CX-5」では、一気
に70％まで引き上げた。形状・構造の共通化を進め、未利用
材活用などを前提とした製品設計を行うことで、プレス加工
における歩留まり向上に大きな進展が見られた。同時に、従
来と比較して小さいプレス部品を増やすことにより、必要強
度に応じた厚さの材料を使用できるようになったことで、1
台当たりの鋼板使用量を大幅削減し、結果としてクルマ全
体の軽量化・燃費向上に寄与した。「従来は大きな部品では
最も強度が必要な部分に合わせた厚みでプレスしていた
が、開発と議論を通じて、一つだった部品を分割し、それぞ
れ適した板厚と材質にして組み立てた方が、軽量化にもつ
ながり、全体効果が大きい場合があることに気付いた。今後
も開発部門と連携し、商品の理想構造と生産の理想工程を
追求することで商品価値向上とコスト削減を同時に実施し
ていきたい」と菅は説明する。
　「高歩留まりプレス加工の実現は、サプライヤーさんの協力
があってこそ」と、菅は材料歩留まり率向上の功労者として、

一体部品 CX-5 部品

メキシコの自動車産業をリードする人材を育成し
経済発展・地域活性化に貢献していきたい

　MMVOはマツダの「モノ造り革新」の考え方に基づ
き、日本と同レベルの高い品質を持つ車両をグローバ
ルに供給できる体制づくりに取り組んでいます。2014
年7月までに180名のエンジニアおよび管理監督者を
マツダの本社工場や防府工場へ研修のために派遣し、
マツダのブランド価値強化につながる生産体制が構築
できたと考えています。
　また、MMVOでは地域経済・自動車産業への貢献、
環境保全への貢献、地域の皆さまとの交流を大切にし
ています。経済・自動車産業への貢献としてはMMVO
および工場敷地内に建設したサプライヤーパーク※へ
の進出サプライヤーさまと合わせて6,000名以上の雇
用を創出しています。そのほか、希少木（メスキーテな
ど）の保護や土砂の管理を通じた自然保護活動などの
環境保全活動や、敷地内への多目的広場・ミニミュージ
アムの設置といった地域の皆さまとの積極的な交流な
ど、さまざまな取り組みを進めています。

　これらを通じて、マツダのモノづくりの歴史やモノづ
くりのスピリットを伝え、ここメキシコでのブランドエッセ
ンスの発信基地になっていきたいと思います。
　今後もメキシコの自動車産業を支えリードする人材を
育成するとともに、モノづくりを通じてメキシコ経済の発
展に貢献し、地域の方々とともに成長できる生産拠点と
なれるよう取り組んでいきます。 

MMVO 執行副社長  富永 修

■ 最適な材質・板厚の追求

　世界中のすべてのお客さまに、マツダの「ブランド価値」
を届けていくためには、「モノ造り革新」のグローバル生産
拠点への展開は重要な課題である。現在、マツダの主要生
産拠点は、日本の広島・防府のほか、タイ、中国、それに
2014年1月に生産開始したメキシコの5拠点。
　「私たちが長年にわたって技術を集積してきた広島とい
う地から生まれた『モノ造り革新』をどうグローバルに展開
するのか。マツダにとって、これは大きなチャレンジだ」と語
る菅。将来的に海外生産比率を50％に引き上げることを
目指すマツダにとって「単に技術やノウハウを移管すると
いうことではなく、現地従業員や初めてお取り引きするサ

プライヤーさまに、“マツダが目指すもの”を理解・共感して
もらい、真に『モノ造り革新』をその地に根付かせていくこ
とが大事だと考えている」と、「モノ造り革新」のグローバル
展開の意義について言及する。
　目指す姿はManufacturing for Customer Value

（お客さま価値のための生産）。世界中のお客さま一人ひと
りに、100％の品質と、お客さまの期待を超える価値を実
現するために、マツダグループのすべての生産拠点が1つ
のチームとなって取り組んでいく。

メキシコ工場を建設
「モノ造り革新」を展開したグローバル生産拠点として

from
Mexico

100-1=0

50%海外生産比率

サプライヤーの存在を挙げる。「マツダは広島県に開発・生
産を集中させてきたことで、地場サプライヤーの皆さまと日
頃から密接なコミュニケーションをとっており、目的を共有し
て“一緒にやろう”と参画し、一体となって取り組んでくれた
ことが、大きな成果につながった」。
　マツダの「モノ造り革新」の取り組みは、2013年9月、モノ
づくりの発想を根本的に変えた製造プロセスとして「第5回
ものづくり日本大賞経済産業大臣賞」を受賞するなど、外部
からも評価を受けている。

■ 良き企業市民としてメキシコ経済・自動車産業のさらなる発展ならびに地域の活性化に貢献する。
■ 重要なグローバル戦略拠点として、マツダの構造改革を成功に導き新たな歴史を築く。
■ SKYACTIV技術搭載車をより多くのお客さまにお届けし地球環境保全に貢献する。

部位ごとに必要な強度、機能（防錆など）
を実現する最適材質、板厚

生産開始
生産能力
従業員数
建屋面積
敷地面積

2014年1月
完成車140,000台＊
約3,100名＊
約188,000㎡＊
約2,560,000㎡（256ha）

概要

※1 材料の投入量から期待される生産量に対して、実際に得られた製品生産量比率。 
※2 「人とクルマが一体となって最高の走行状況をつくり出し、心まで通じ合うことを目指す」という
　　マツダ独自の走りの哲学。

※ サプライヤーの生産拠点集積地。 

※ 「マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコ S.A. de C.V.」と「マツダモトールオペラシオネスデメヒコS.A. de C.V.」を総称した名前。 

3つの使命

　マツダは、住友商事株式会社と合弁でメキシコ合衆国グアナファト州サラマンカ市に新工場「マツダデメヒコ 
ビークルオペレーション※」（以下、MMVO）を建設。2014年1月に新型Mazda3（日本名：アクセラ）を生産開始
したMMVOは、北米、中南米、欧州への重要な戦略的供給拠点に位置づけられている。

Mexico

従来 新方案

1

2

3

4

5

6

＊ 生産開始時

Mazda Motor Corporation 08
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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。海外の新しい生産拠点で生産されるクルマにおいて
も国内と同等の品質でお客さまにお届け出来るよう品質保証体
制を確立し、取り組んでいます。2013年度はJ.D.パワー社によ
る調査などで世界各国において高い評価※1を得ました。

【品質】お客さまの多様なニーズに応え
より大きな信頼・喜び・感動をお届けする
品質を追求

マツダはさまざまな「動き」のある造形を追求し、思わず乗って
みたくなるようなデザインを提供し続けてきました。それらを
進化させる中で、生き物が一瞬見せる動きの強さや美しさ、凛
とした緊張感に注目し、見る人の魂を揺さぶる、心をときめか
せる動きを「魂動」と名付け新しいデザインテーマとしました。
2012年以降、新型車に採用され、グローバルで高い評価を得
ています。

【商品】「動き」のある造形を追求
「魂

こ ど う
動—Soul of Motion」

お客さまの期待を上回る所有体験の提供のために
「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。

ISO26000

お客さま満足

消費者課題

ポーランドの販売会社で商品計画領域を担当しています。マツダ本社で2014
年1月から6カ月間の研修を受け、マツダのブランド価値の背景にある日本文化
について理解を深めるとともに、ビジネスにおける広い視野の必要性に気づく
ことができました。また、商品開発の今後の方向性を知ることでマツダの将来性
を確信しました。研修で学んだことを生かし、今まで以上に自信を持ってポーラ
ンドでの担当業務を進め、今後の販売・マーケティング戦略を立案していきます。

欧州の販売・マーケティング戦略に研修での学びを生かしていきます

マツダモーターポーランド マーケティング部門  グジェグジ リーバク

お客さまとの特別な絆を持ったブランド

商品 販売／アフターサービス

ブランド理念

お客さま

人

＝ ブランド価値

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・サプライヤーが一体となった品質のつくり込み

※1 マツダサステナビリティレポート2014【詳細版】（P23）参照。

VOICE

「魂動―Soul of Motion」を採用した新型アクセラ／Mazda3

マツダは、お客さまの期待を上回る所有体験を提供し、特別な絆
を持ったブランドとして感じていただくことを目指して、品質、商品、
販売、アフターサービス、人などあらゆる接点を通して、ブランド
理念に基づいてマツダらしい価値をお客さまにお届けしています（P4
参照）。

ブランド価値向上の取り組み
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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。

【安全】ドライバー・人間を尊重した安全技術の提供

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。

お客さまの期待を上回る所有体験の提供のために

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

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

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.com/jp/csr/csr_vision/customer/詳細情報

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

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。

「お客さまに選ばれ続ける営業」を目指し、国内･ 海外のグループ会社、販売
店・ディーラーと一体となって、お客さま満足（CS）向上を推進しています。各
国･各地域の「お客さまの声」をもとにニーズを素早く正確に把握し、市場にあっ
た商品やサービスに反映しています。また、マツダが商品に込めた想いや哲
学に至るまで理解を深めるため、従業員を対象に試乗体験を中心とした研

けんさん
鑽

育成活動「人馬一体（P7参照）アカデミー」を実施しています。

【販売】お客さまに選ばれ続けるための取り組み

「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、最高のアフターサービスの提供をしていきます。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、整備
技術を競う「サービス技術大会」を、国内および海外で行っています。

【アフターサービス】お客さまのカーライフを確実にサポート

「Mazda Proactive Safety」に基づき開発した先進安全技術「i-ACTIVSENSE（アイアクティブセンス）」は、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。

人馬一体アカデミー

中近東のサービス技術大会（参加者と関係者）

＊1   Japan New Car Assessment Program
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA :  
National Agency for Automotive Safety and 
Victim's Aid)が実施する安全性能総合評価。
5つ星：ファイブスターが最高評価。

＊2   National Highway Traffic Safety Administration New 
Car Assessment Program
NHTSA (米国運輸省道路交通安全局)が実施する
安全性能総合評価。
5つ星：ファイブスターが最高評価。

＊3   Insurance Institute for Highway Safety Rating
IIHS (米国道路安全保険協会）が実施する安全性能
総合評価。
Top Safety Pick + (プラス)が最高評価。

＊4   European New Car Assessment Programme
欧州各国の交通関連当局などで構成された独立機
関が実施する安全性能総合評価。
5つ星：ファイブスターが最高評価。

マツダ車の安全に対する性能総合評価

CX-5 アテンザ／
Mazda6

アクセラ／
Mazda3

日本 JNCAP＊1
5つ星 平成24年度 平成25年度 −

（未評価）

米国

米国NCAP＊2
5つ星

2015
モデルイヤー

2015
モデルイヤー

2015
モデルイヤー

IIHS＊3
TSP+ (プラス) 2014 2014 2014

欧州 Euro NCAP＊4
5つ星 2012 2013 2013

（2014年7月末時点）

http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/customer/
http://www.mazda.com/jp/csr/safety/
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マツダは、持続可能な社会の実現のために、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」に沿って進めています。

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」（Ｐ1参照）に基づき、２０１５年までにマツダ車の燃費を
３０％向上させる計画の達成に向け、「ビルディングブロック戦略」を採用しています。
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であり、動力技術は内燃機関が主流だ
と予測しています。この予測に基づき、ビルディングブロック戦略では、まずベース技術を優先的に改善し、さらに段階的に電
気デバイスを導入していきます。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

ライフサイクル全体での環境負荷低減のために
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。

ISO26000

環境保全

環境

プレス成形部品の生産における、工程・金型設計を担当しています。新型デミオの
工程・金型設計では、使用する鋼鈑量を減らす歩留り向上に取り組み、省資源に
貢献しています。今後も関係部門と「あるべき姿」を共有し、高品質を維持・向上し
つつ、マツダの強みであるデザイン性を追求した複雑な形状の部品をより少ない
鋼鈑量でプレス成形することにチャレンジし続けます。

より少ない鋼鈑量でのプレス成形にチャレンジし続けます

技術本部車体技術部  荒津 亘／中居 佳子

VOICE

＊1 家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車。
＊2 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。

内
燃
機
関

ベースエンジン（内燃機関）

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＊2

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

プラグイン
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

プラグイン
ハイブリッド＊1

● 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 ● 電気デバイス技術の拡大、電気自動車の導入も増加

環境技術の採用拡大展望
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

マツダはエネルギーの効率的な利用を推進するとともに、生産領域において排出されるCO2量の削減に取り組ん
でいます。「モノ造り革新」（P5-8参照）を通じて、車両1台当たりのエネルギー使用量を大幅に削減しています。



SKYACTIV-D

SKYACTIV-MT

SKYACTIV-BODY

SKYACTIV-CHASSIS

SKYACTIV-G

SKYACTIV-DRIVE

デミオ

（2011年6月～）

アクセラ／
Mazda3
（2011年9月～）

プレマシー／
Mazda5
（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9月～）

新型デミオ／
Mazda2
（2014年秋～）

CX-5

（2012年2月～）

新世代高効率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

新世代高効率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

新世代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

新世代高効率直噴ガソリンエンジン
高い燃費性能、高トルク
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ライフサイクル全体での環境負荷低減のために 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技術の導入

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

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
年以降、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
年以降、搭載車種を拡大。
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11月に新型アクセラ（海外
名Mazda3）国内モデルに搭載。

電気デバイス技術の段階的導入

マツダは小排気量クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 
1.5」を新開発し、2014年秋以降導入する新型デミオ／
Mazda2に搭載します。

「SKYACTIV-D 1.5」は既にCX-5などに搭載されている新
世代クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」と同様に、
低圧縮比を採用しながら「理想の燃焼」を追求しています。そ
の結果、高価なNOx後処理装置無しで高い環境性能を実現
しながら、2.5Lガソリンエンジン並みのトルクフルな走りかつ、
高回転までリニアに加速する優れた動力性能を実現しています。

コンパクトカーに最適なパワートレインとして進化した
「SKYACTIV-D 1.5」

TOPICS

※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。

電気デバイス技術の段階的実用化
（ビルディングブロック戦略）

革新的な環境性能を持つベースエンジンに、段階的に電気デバイス
技術を組み合わせることで、さらなる環境性能の向上を図ります。

プラグイン
ハイブリッド

など

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

ガソリン
ハイブリッド

電気
自動車

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」）

Step-1　

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」）

Step-3
モーター駆動技術

（ハイブリッドシステム）

水素
ハイブリッド

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


電気系を専門としていますが、機械系の実習指導における技能を習得する必要があり、オープンカレッジに参加しました。
基礎的な機械の扱い方や実践的なテクニックのほか、学習環境への配慮や安全教育の大切さなど、多くの学びがあり
ました。作業手順を細分化した指導方法を教育現場で取り入れたところ、生徒の理解促進につながり、作業進捗の個
人差が少なくなりました。今後も、実習カリキュラムが豊富なオープンカレッジを継続的に開催いただきたいです。

マツダ短大のオープンカレッジに参加

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。

取り組み基本方針

2010年5月に「社会貢献委員会」を設置しました。定期的に（年2回）開催する委員会では社会貢献に関する方針やCSR目標（P17
参照）などに基づき、マツダグループ全体の課題を討議し情報を共有化しています。また、従業員がボランティア活動に積極
的に取り組めるよう、支援を行っています。
　2013年度実績：国内・海外で420件以上の活動を実施（マツダサステナビリティレポート2014【詳細版】に約100項目を掲載） など

推進体制

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。

ISO26000

社会貢献

コミュニティへの参画及び
コミュニティの発展

広島市立広島工業高等学校 教諭  今田 守亮さま

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

社会貢献 取り組み基本方針3つの柱

企業内大学校であるマツダ短大で機械加工の実習を担当しています。工業高校
の先生や地場企業の方が、マツダ短大の授業に参加することで、研修内容や育成
ノウハウを学んでいただく、技術技能指導者養成講座オープンカレッジを行って
います。参加者のご意見やニーズを伺いながら進めるオープンカレッジで講師を
努めることは、自分自身の学びにつながっています。今後も、地域と一体となって
次世代人材の育成を進めていきます。

地域と一体となって次世代人材の育成を進めていきます。

マツダ工業技術短期大学 機械加工実習担当講師  牧野 誠治

VOICE

マツダ工業技術短期大学（マツダ短大）は多様な人材や企業内教育機関としてのノウハウを活用し、地域の人材
育成に協力しています。オープンカレッジでは工業高校教員の方に実習の聴講や見学の機会を提供しています。



社会貢献への取り組み
http://www.mazda.com/jp/csr/social/詳細情報
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社会貢献活動事例良き企業市民としての責任を果たすために

マツダ(株)の本社（広島）内にあるマツダミュージアムは、１９９４年の開館以来約１３１万名の来
館者をお迎えし、マツダの歴史や技術、コンセプトカーの紹介をしています。また、実際に組立
ラインの見学やクルマづくりの過程を学習できることから、小中学生の社会科学習に活用いた
だいています。日本語案内に加え英語案内を行っており、世界中からお客さまの来場があります。

子どもたちの学習支援 ― マツダミュージアム
 環境  安全  人材  地域

マツダノースアメリカンオペレーションズは、２０１２年から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レーサーがレース開催場所
の大学や高校で若者たちに対する安全啓発活動を行っています。

安全運転啓発 ― プロジェクト・イエロー・ライト
 安全  人材  地域

マツダモーターヨーロッパは、2013年10月に開催された第13回ノーベル平和賞受賞者世界サミット
のスポンサーを務め、将来のリーダーたちのためのセッションを主催しました(ポーランドで開催)。公
式移動手段として、Mazda6とCX-5の車両を提供したほか、若いながらも影響力を持つ人々に、政策
立案者に対する意見表明の機会を提供する「Mazda Make Thing Better Award」を創設しました。

より良い世界のために ― ノーベル平和賞受賞者世界サミットの支援
 人材  地域

オートアライアンス（タイランド）は、社内ボランティア活動グループ「ホープクラブ」と協力して、「学
校での安全プロジェクト」を推進しています。さらにHIV／AIDSに感染した子どもたちをケアす
るための施設「ハウス・オブ・グレイス・チャイルド財団（思いやりの館子ども財団）」を拠点とする
HIV／AIDS患者支援コミュニティを支援しています。

安全・健康啓発 ― 学校での安全プロジェクトの推進とHIV／AIDSケア施設の支援
 人材  地域

マツダ（中国）企業管理有限公司は民間公益助学団体「麦田プロジェクト教育基金会」を通じて、
教科書以外の本を読む機会に恵まれない学校に対して、図書館設立資金および図書の贈呈を
行うとともに、従業員がその学校の子どもたちと文通を行い、精神面でのサポートを行っています。

子どもたちへの支援 ― 麦田プロジェクト教育基金会
 人材  地域

自然災害被災地支援について　マツダグループでは被災地の復興を願ってさまざまな支援を行っています。
＜支援実績＞ 日本：東日本大震災／広島市豪雨災害　米国：コロラド州洪水／ムーア竜巻　カナダ：アルバータ州洪水　メキシコ：ゲレーロ州暴風雨災害
　　　　　　中国：四川地震／雲南地震　オーストラリア：ニュー・サウス・ウェールズ州森林火災 など

環境  環境保全に貢献する取り組み　
安全  交通安全に貢献する取り組み　
人材  次世代を担う「人」を育成する取り組み　
地域  地域に根ざした取り組み　

マツダ財団

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。

米国、オーストラリア、ニュージーランドで財団活動を行い、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。

海外 

国内 

マツダ財団ニュージーランドの活動
（介助犬育成団体への支援）

http://www.mazda.com/jp/csr/social/
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出身国や採用地に関わらず、グローバルな舞台で活躍できるよう、グロー
バル人材開発委員会をはじめとして、グループ全体での人材活用を実施
しています。

グローバルにおける人材活用

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。

メキシコの新工場で、生産ラインの保守・管理などを担当しており、マツダ本社で
約3カ月の研修を受けました。マツダでは、金型の機械加工技術や、安全や品質
管理の重要性について理解を深めました。生産工程の生産性／品質向上に寄与
する「カイゼン活動」の手法も学ぶことができました。メキシコ帰国後はマツダ本
社同様の「お客さまの期待を超える高品質のクルマづくり」を目指し、研修で得た
技術や知識を工場内のスタッフ一人ひとりに展開していきます。

お客さまの期待を超えるクルマづくりをメキシコで実現します

ISO26000

人間尊重

人権／労働慣行

マツダデメヒコビークルオペレーション　プレス機械・設備管理担当
エベラルド ララ ルイス

VOICE

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

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
■ 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・育児休職
■ 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

【取り組み事例】
■  マツダ(株)とグループ会社との定例会議の開催
■  本社と海外拠点の人材が相互に交流するプログ
   ラム（期間：3〜6カ月）
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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て 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
を両立させ、イキイキと活躍できるよう、ワークライフバランスの促進、充実
に取り組んでいます。

ワークライフバランスの促進

「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。

人権尊重の基本的な考え方

「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」などの基本
原則を踏まえ、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。サプライヤー
に対しては「マツダサプライヤーCSRガイドライン」（P18参照）で児童労働お
よび強制労働の禁止などを定めています。

人権に関する方針および行動基準を明確化

車両組立ラインで班長を担当しています。職
場では聴覚障害があることによるハンディを
感じることなく、同僚と良いコミュニケーショ
ンが取れています。何ごとにも積極的に取り
組むことで信頼を高め、改善活動のリーダー
を任されるようになりました。これからも障害
の有無に関わらず、作業者がさらに働きやす
い工程づくりに取り組みます。

本社工場
第1車両製造部
上田 将喜

生産ラインにおける障がい者の活躍

第4子誕生の際、出産直後の配偶者の負担
軽減を考え約2カ月間、育児休職を取得しま
した。休職を通じて家事全般の大変さを実感
するとともに、子どもたちとのコミュニケーショ
ンの幅や地域ネットワークが広がりました。仕
事中心の生活から離れ、新しい視点で自分自
身を振り返る良い機会になりました。

人事室
中山 哲郎

育児休職制度の活用

施策例

育児休職 子が満3歳まで育児のために取得できる休職制度。分割取得も可能。
2013年度は242名が利用（育児休職復職率98％）。

ハートフル
休暇制度

親族の看護／ボランティア／子どもの学校行事／不妊治療を目的
として、取得できる休暇制度。2013年度は309名が利用（1,935日）。

社内保育施設
「わくわくキッズ園」

子育て中の社員のための、未就学児童向け社内保育施設。看護師
が常駐しており、体調不良児の保育も可能（2002年4月設置）。

職場の人権標語の募集
「優位性があるときに気を付けること」を
テーマに社内外に限らずいろいろな人間
関係の中で気を付けることについて職場
で話し合い、標語として募集。757件の応
募の中から選ばれた最優秀標語が2013
年12月の人権週間に発信される社長メッ
セージの中で発表されました。

【最優秀標語】
「考えよう、  あなたの立場と
 　                       相手の気持ち」

「気を付けよう、  知らず知らずの、
  　                         上から目線」

TOPICS

従業員の多様性を尊重すると同時に従業員一人ひとりが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。

ダイバーシティ（多様性）の実現

障がい者の活躍
障害のある人を安定的、継続的に採用し、一人ひとりがその能力を最大限に発揮できるよう
に取り組み続けています。
女性の活躍
女性の活躍をさらに加速させるため、幹部登用候補となる女性従業員の個別育成計画を策定し、
さらなる活躍を支援・促進します。なお、マツダは（一社）日本経済団体連合会の「女性の役員・
管理職登用に関する自主行動計画」の趣旨に賛同し、これに参画しています。

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

http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/employee/
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「Mazda Way」（P15参照）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」（P1参照）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
企業の社会的責任（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。
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年度にはじめ
て年度目標を策定しました。具体的な主要取り組みは「CSR目標」に
沿って進めています。

基本的な考え方

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8回 サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2014 in 横浜
   〜「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の両立〜（一般の方）
■ オーナーズミーティング（お客さま）
■ 2014年4月入社予定の大学生・大学院生からのヒアリング（学生）
■ 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

マツダでは、社外からの新たな知見や視点を得て事業課題を解決し、
広く社会に貢献していくことを目的として、官公庁・大学などとの連
携を進めています。活動を見える化し官公庁や大学と共有することで、
最大限の効果を目指して日々活動するほか、人材育成・人材輩出な
どで地域に貢献しています。

産学官連携を通じた社会への貢献 【活動事例：広島大学との連携】
■ マツダと広島大学の共同提案が文部科学省平成25 
 年度「革新的イノベーション創出プログラム」に採択され、 
 2014年4月1日に広島大学構内に拠点を開設。
■ 2013年度は共同研究を34件実施するとともに、10名 
 のインターンシップ生をマツダの7つの部門で受け入れ。

マツダのCSR

環境や社会貢献などのCSR関連イベントの企画・推進を担当しています。2013
年12月に日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2013」のマツダブースで説
明員を担当した際は、来場者にマツダの考え方や具体的な取り組みを正しく伝え、
共感いただくことの大切さを学びました。
今後も社内の各部門と連携し、マツダの企業価値・ブランド価値向上につながる
イベントを実行していきます。

企業価値・ブランド価値向上につながるイベントを実行します

CSR・環境部  小林 由季子

VOICE

サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2014

マツダのCSR
http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/about/詳細情報

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（P9-10）」「環境保全（P11-12）」「社会貢献

（P13-14）」「人間尊重（P15-16）」「コンプライアンス（P18）」「情報開示」
の6つに分類し、自らの活動を評価しています。

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。

http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/about/
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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
統制のグローバルなガイドラインである「ファイナンス・コントロール・ガイ
ドライン」などを定めています。これらのガイドラインを踏まえ、各部門は
規程・要領・手順書などを整備し、内部統制を構築・運用しています。グルー
プ会社においては「国内関係会社管理規程」「海外関係会社管理規程」に
基づいて、連携体制を構築しています。

内部統制の推進

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づけ、「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。

コンプライアンスの推進

社内外のリスクについて課題を抽出し、重要度を踏まえて管理し、事業の
継続と安定的な発展の確保に努めています。具体的には、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
に取り組んでいます。

さまざまなリスクへの対応

購買基本理念のもとに国内･海外の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」「マツダグリーン調達ガイドライン」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。
サプライヤーとのコミュニケーションにおいては、共存･共栄と高品質な
クルマづくりのために、サプライヤーに対して中長期的な経営戦略や
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。

サプライヤー（購買取引先）と一体となった取り組み

電装部品の調達を担当しています。お客さまにご満足いただけるクルマづくり
のため、構成部品・材料の品質を維持しながら安定的に調達できるよう配慮し
ています。メキシコやタイの新工場など海外生産拠点が増え、部品・材料の調達
先が多様化し、サプライチェーンがより複雑になっています。既存のビジネス形
態にとらわれず、常にお取引先さまとマツダの双方がWin-Winとなる提案は何
かと考えています。

お取引先さまとともに高い品質と安定的な調達を目指します

購買本部第1部品購買部  昇 美和子

VOICE

私の会社は、自動車用オイルポンプや工作機械
などを製造しています。サプライヤーCSRガイド
ラインから重要な示唆を得ており、2013年度は
タイの工場設立準備において現地調達を進める
際、「環境保全」「社会貢献」の領域を参考にしま
した。今後も、部品・資材の取引関係にとどまらず、
CSR視点についてもマツダと連携を深めること
でビジネス上のリスクを減らし、適切にグローバ
ル展開を進めていきたいと考えています。

トーヨーエイテック
株式会社
國木 稔智

マネジメント
http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/management/詳細情報 詳細情報

バリューチェーンにおける社会的責任の推進
http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/distributor/

メキシコ新工場で内部統制推進および監査業
務を担当しています。活動を通じて確認された
課題については、マネジメントと連携し改善策を
検討・支援する体制を整えています。監査業務に
限らず幅広い意味でMMVOの各部門を支援す
る有益な提案や活動を行う部門として、マツダ
本社の監査部門と連携し取り組んでいきます。
また、新会社の業務プロセスが有効にかつ効率
的に運用されるようサポートしていきます。

マツダデメヒコビークル
オペレーション（MMVO）
セサール アロンソ  
ルイス

新興国における内部統制の推進

サプライヤーCSRガイドラインの活用

社会と企業の持続的な発展のために

http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/management/
http://www.mazda.com/jp/csr/csr_vision/distributor/
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販売
生産

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

13,534販売
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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・大洋州アジア・大洋州 その他

販売
生産

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
生産

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
生産

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
生産

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

MPV
（海外名 : Mazda8）

BONGO
ボンゴ
販売
生産

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

verisa
ベリーサ
販売
生産

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
生産

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

CX-7
販売
生産

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

主要商品ラインアップ主要商品ラインアップ
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10,562

3,979

7,049

52,597

318,057

256,439

132,316

351,045

11,976

36,787

1,404

2013年度グローバル販売トップ10市場

243,595

196,483

69,685
100,000100,000

50,00050,000

150,000150,000

200,000200,000

250,000250,000

44,164 42,620
34,61234,759

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

47,430

104,177

283,720

BIANTE
ビアンテ

BT-50

Roadster
ロードスター（海外名 : MX-5）

PREMACY
プレマシー（海外名 : Mazda5）

CX-5

ATENZA
アテンザ（海外名 : Mazda6）

DEMIO
デミオ（海外名 : Mazda2）

AXELA
アクセラ（海外名 : Mazda3）

CX-9

※掲載車種は2014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2013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　
※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

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

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

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

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

グローバル販売台数

Mazda Motor Corporation19



証券会社 118,309 千株
3.9％
株式の所有者別の状況

金融機関
886,732 千株

29.6％

外国法人など
1,268,615 千株

42.3％

その他の法人
265,631 千株

8.9％

個人・その他
460,090 千株

15.3％

※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・大洋州に含みます。

地域別販売台数構成比

3％
中南米 42,341 台

中国 196,483 台
15％

中近東／アフリカ 50,879 台
4％

北米
388,164 台

29％

欧州  206,724 台
16％

アジア・大洋州
202,728 台

15％

日本 243,595 台
18％ （億円）
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設備投資

総資産 純資産研究開発費
（億円） （億円）（億円）

合計
1,330,914台

連結財務ハイライト（2014年3月31日現在）

構造改革プランの4つの施策と今後の取り組み
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SKYACTIV搭載比率営業利益（億円）

売上高営業利益率（%）

SKYACTIVによるビジネス革新
● 正価販売を継続、フリート販売を抑制しつつ台数成長を実現
● SKYACTIV商品のラインアップ拡充

● 競合力維持・強化に向けたSKYACTIV搭載車両の商品改良を実施
● 広告宣伝活動を強化、ブランド戦略を加速

「モノ造り革新」による
さらなるコスト改善の加速

● 新型「アクセラ」以降の新商品においても品質の維持・向上と
　コスト改善を推進

● 開発／設備投資の効率化を強化
● グローバル最適調達を推進

新興国事業強化と
グローバル生産体制の再構築

● メキシコ工場の本格稼働および能力増強を実施
● タイ新オートマチックトランスミッション工場の計画通りの立ち上げ

● ロシア、マレーシアにおける現地生産も拡大

グローバルアライアンスの推進 ● 商品／技術／地域の補完を目指すアライアンスを引き続き推進

マツダブランド価値の提供
「走る歓び」を感じる
マツダらしい商品／サービス

（走り／デザイン／環境・安全性能／カスタマーケア）
の提供を通じてお客さま満足を最大化

● SKYACTIVモデルの拡充
● 正価販売と台数成長を両立
● 商品／ブランド宣伝強化

● 将来への成長投資の継続
● 安定的な収益構造の実現
● 株主還元の着実な向上

マ
ツ
ダ
ブ
ラ
ン
ド
価
値
経
営
の
推
進

合計
2,999,377千株

Mazda Motor Corporation 20
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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
             当社に移転（～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

1965.5   三次自動車試験場開設

1966.11 宇品乗用車専用工場操業開始

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操業開始

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）設立

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

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

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開設

2002.4  新ブランドメッセージ「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

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

2008.6  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

2012.2　「構造改革プラン」発表

2010.4   「中長期施策の枠組み」発表

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」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」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締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任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
              起工式実施
2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式実施

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　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

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

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台達成

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

2013.11 
「アクセラ」発売
国内市場では「ガソリン」

「ディーゼル」「ハイブリッド*」
を導入
*トヨタから技術提供2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点

　　　　 「MMVO」操業開始
2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
　　　　 「MMVO」操業開始

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
（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）
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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
             当社に移転（～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

1965.5   三次自動車試験場開設

1966.11 宇品乗用車専用工場操業開始

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操業開始

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）設立

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

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

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開設

2002.4  新ブランドメッセージ「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

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

2008.6  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

2012.2　「構造改革プラン」発表

2010.4   「中長期施策の枠組み」発表

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」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」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締結

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任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
              起工式実施
2013.7   タイの新トランスミッション工場の
              起工式実施

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　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

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

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台達成

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

2013.11 
「アクセラ」発売
国内市場では「ガソリン」

「ディーゼル」「ハイブリッド*」
を導入
*トヨタから技術提供2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点

　　　　 「MMVO」操業開始
2014.1　メキシコにおける住友商事との合弁生産拠点
　　　　 「MMVO」操業開始

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
（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）



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】2014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/

CSRについての社外評価 （2014年3月31日現在）

会社概要（2014年3月31日現在）

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。

 7184013109041 ： 号番書明証

■ カーボンオフセット

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。

■ 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。

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上げます。

■ 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。

■ 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。

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、
・内国たしとめじはを関機付格）資投任責的会社（IRS。すまいてし価評をみ組り取の社自

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
0768-037〒　号1番3地新町中府郡芸安県島広 ： 地在所社本

月9年4102 ： 月年行発

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）

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、2013年度は、情報公開度スコアは「高い」と評価されました。

Ethibel EXCELLENCE
に選定されています。

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※1 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 117,187名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数  ： 計合 体単   20,473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）

名298,04 ： 計合 結連

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※2、米国※3、コロンビア※4、ジンバブエ、南アフリカ、エクアドル、

台湾※5、ベトナム※5、マレーシア※6、ロシア※6

販 売 会 社 ）日13月21年3102（ 社141 外海  社152 内国

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 2014年8月1日付で実施した株式併合により、発行済株式総数は599,875,479株。同日付で発行可能株式総数を 
 1,200,000,000株に変更。
※2 2014年1月に稼動開始。　※3 2012年8月にMazda6の生産を終了。　※4 2014年4月末にマツダ車の生産を終了。
※5 一部車種は現地組立（生産台数は公表対象外）。　※6 現地組立のみ（生産台数は公表対象外）。

第三者意見
マツダサステナビリティレポート2014【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/jp/csr/advice/

FTSE4Goodに選定
されています。

クラスの概念を打ち破るコンパクト
カー新型デミオ／Mazda2が新緑
の中を疾走。マツダグループが一
丸となって挑戦・革新・共創に取り
組み、地球・社会とともに、前進・成
長する姿を表現しています。

表紙について

http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire_digest/
http://www.mazda.com/jp/csr/advice/



