


	・マツダの個性をより明確に定義することでマツダグルー
プのあらゆる企業活動が一体となって動いていきます。

	・マツダグループの全従業員がコーポレートビジョンの目
指すゴールについて語り合いを繰り返し、共有・理解・納
得するプロセスを促進します。

	・	コーポレートビジョンを日々の業務に密接に結び付けます。

※	マツダは2015年4月、コーポレートビジョンを以下の目的
で改訂し、全てのステークホルダーから広く信頼される企業
グループとしてさらに成長していきます。
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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2014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2015【詳細版】」（135ページ）、「マ
ツダサステナビリティレポート2015【社会貢献版】」（45
ページ）は別途ウェブサイトに掲載しています。

対象期間
2014年4月から2015年3月を中心に報告。一部、
2015年4月以降の活動も報告しています。

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。

マツダの由来と意味 「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

コーポレートビジョン※

マツダについて

本冊子の紹介

※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（2002年4月発表）。

ブランドスローガン“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”

「自らをたゆまず改革し続けることによって、力強く、留
まることなく発展していく」というブランドシンボル制
定のマツダの決意を、未来に向けて羽ばたくMAZDA
の＜M＞の形に象徴しています（1997年6月制定）。

マツダブランドシンボル

「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

1.カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供します。
2.地球や社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供します。
3.挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な“道

どう
”を極め続けます。

私たちはクルマをこよなく愛しています。
人々と共に、クルマを通じて豊かな人生を過ごしていきたい。
未来においても地球や社会とクルマが共存している姿を思い描き、
どんな困難にも独創的な発想で挑戦し続けています。

ブルーは「環境や安全に対して社会的責任を果たすという自動車メーカーとしての企業姿勢を表すと
同時に、品質・技術力を感じさせる」との考えの下、ブルーをコーポレートカラーとして採用しています。
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剣淵自動車試験場

中国技術支援センター（中国）
マツダ モーターヨーロッパ（ドイツ）

マツダ ノースアメリカン
オペレーションズ（米国）

中札内自動車試験場

マツダ R&D センター横浜

三次事業所

美弥自動車試験場
防府工場

東京本社

本社・本社工場

エクアドル

ロシア※2

メキシコ

タイ

台湾

ベトナム※1

中国

南アフリカ

マレーシア※2

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・11.　タイ　　12.　マレーシア

★ 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

■ 主要拠点の詳細はアニュアルレポート2015（P18-19）参照　http://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/
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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	1,200,000,000株
発行済株式総数	599,875,479株
株主数	150,386名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数 単体	合計	：			20,491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）

連結	合計	：	44,035名

研究開発拠点 本社、マツダR＆Dセンター横浜、マツダノースアメリカンオペレーション
ズ（米国）、マツダモーターヨーロッパ（ドイツ）、中国技術支援センター（中国）

生 産 拠 点 国内	本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、	
三次事業所

海外	中国、タイ、メキシコ、南アフリカ、エクアドル、台湾、ベトナム※1、
　　	マレーシア※2、ロシア※2

販 売 会 社 国内	240社		海外	144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

会社概要（2015年3月31日現在）

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

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

拠点紹介（2015年3月31日現在）

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


　マツダは、カーライフを通じて人々に人生の輝きを提供す
ると同時に、社会全体の発展に貢献することが重要だと考
えています。そのために「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）に基づき取り
組みを進めています。
　環境面では、マツダ車の全車平均燃費を2008年比で
2015年までに30%、2020年までに50%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」（P17-18）のもと、
エンジンの熱効率改善や車両の軽量化など徹底したベース
技術の改善を行っています。
　安全面ではクルマづくりを通して交通事故低減に貢献する
ため、マツダが目指す安全性能の考え方「Mazda Proactive 
Safety」（P15）に基づき研究開発を進めています。お客さま
ご自身による運転を信頼・尊重しながらも、正しい認知・判断
をサポートし、万が一の場合も、事故被害を防止・軽減できる
よう、技術を開発・提供していきます。

　2015年3月期は、革新的なベース技術である「SKYACTIV

未来においても

地球や社会とクルマが

共存している姿を思い描き

挑戦し続けています

技術」（P18）と新デザインテーマ「魂
こ ど う

動ーSoul of Motion」（P13）
を採用した新世代商品第4弾の新型デミオ／Mazda2および
同第5弾の新型CX-3を導入しました。その結果、SKYACTIV
技術搭載比率は74%まで増加し、収益改善、ブランド強化、
平均燃費改善、安全性能への高い評価獲得などに貢献し
ました。2016年3月期は新型ロードスター／MX-5※1新型
CX-9※2の導入により、同期末時点ではSKYACTIV搭載比
率は85%以上になる見通しです。
　マツダはこの度、新しい中期経営計画となる「構造改革ス
テージ2」を発表しました。これまで推進してきた「構造改革
プラン」の主要施策をより一層強化することに主眼を置き、
着実な台数成長を図りつつ商品・販売・生産・財務の各領域
でのビジネスの「質的成長」を目指します。2015年4月に制
定した新しいコーポレートビジョン（P1）の考え方を、マツダ
グループの従業員一人ひとりが日々の業務の礎とすること
により、ブランド価値経営をさらに推進します。

　マツダは120以上の国と地域で販売を行い、世界10カ国
に生産拠点を有しています。事業を行う各国・各地域におい
て地域社会やビジネスパートナーの皆さまと共に成長すると
いう基本的な考え方を推し進めています。同時にマツダが
果たすべき役割・責任は今後さらにグローバルに拡大するこ

※1  2015年5月以降順次導入　※2  2016年3月期中導入予定

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

「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

ビジネスの「質的成長」を通して
ブランド価値の向上を目指します

地域社会やビジネスパートナーと共に
成長を目指します
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とを認識し、海外生産拠点においては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、地
域への社会貢献などにマツダグループ全体で取り組みます。
　また、広島県と山口県にある国内生産拠点において85万
台レベルの生産台数と、それに関連する雇用を維持しつつ、
海外工場の稼働率向上を進めます。日本でサプライヤーの
皆さまと共に培ったモノづくりの技術はじめ、安全衛生管理
手法や購買・物流の取り組みなどを海外拠点に展開し、現地
の人材が主体となった生産体制を構築しています。

　社長室には3代目社長の松田恒次の書が掛かっています。
そこには「照一隅者是国士（一隅を照らす者是国士なり）」と
あります。もともとは中国の故事に由来し、各自がそれぞれ
の持ち場で最善を尽くすことで国に貢献する人物になるこ
とができるということと理解しています。このことは、自動車
メーカーとして必ずしも事業規模が大きいとはいえないマツ
ダであっても、限られた資本を「選択と集中」により有効活用
し、一つひとつの業務を誠実に遂行していくことでマツダに
関わる方々のお役に立ち、社会全体の発展に貢献できると
いうことに通じると考えています。今後も世界中の皆さまか
ら真に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、未来においても地球や社会と
クルマが共存している姿を思い描き、挑戦し続けていきます。
　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。
※	マツダサステナビリティレポート2015【詳細版】、アニュアルレポート2015ではさらに詳しいトッ
プメッセージを掲載。

構造改革プラン
（2013年3月期～ 2016年3月期）

構造改革による事業構造の転換

さらなる持続的成長質的成長／
ブランド価値向上

構造改革ステージ 2
（2017年3月期～ 2019年3月期）

次期中期経営計画
（2020年3月期～）

商品・開発
● SKYACTIV商品の継続的進化
● GEN2モデル開発・投入開始

ブランド・販売
● 正価販売と台数成長

ブランド価値向上に着手
● 販売戦略浸透に向けた

現場改革を推進 ● 商品の大幅強化による台数成長

グローバル生産
● メキシコ・タイ・ロシア・

マレーシアなどでの生産体制強化
 ●   工場稼働率最大化により

販売拡大をサポート ● 量的成長に向けた生産能力拡充 

財務基盤強化
● 円高環境下でも利益を創出する

収益構造への転換
● 財務基盤の回復および復配

● 強固な財務基盤構築
● 配当性向改善

● 成長と収益性向上の両立
● 資本効率・ROEの向上

GEN1
● GEN2本格導入
● 電気駆動強化

GEN21

2

3

4

（注）1. GEN1：SKYACTIV Generation1、GEN2：SKYACTIV Generation2の略称
（注）2.「構造改革ステージ2」に続く次期中期経営計画（2020年3月期～）でのさらなる成長に向けた判断は、事業環境などの変化を踏まえ、「構造改革ステージ2」期間中に行います。

2019年3月期 経営指標

グローバル販売台数 139万7千台

6.7%

35.2%

3.8%

165万台165万台

7%以上7%以上

45%以上45%以上

20%以上20%以上

営業利益率*

自己資本比率

配当性向

*為替前提 USドル120円／ユーロ130円   　

2015年3月期 2019年3月期ターゲット

構造改革ステージ2

誠実な取り組みを通じて
地球や社会に貢献します
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国内稼働を維持

123万台

（3月期）

149万台
165万台

2012				2013				2014			2015				2016
　　　　　　　　　　　　　　　（見通し）

		2019
（見通し）

11%
拡大

グローバル生産台数
■	国内生産台数	■	海外生産台数

海外生産拠点の
稼働率を最大化
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英国

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

11,875販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他その他
日本 北米 欧州 中国 その他その他

MPV
（海外名 : Mazda8）

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

CX-7
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他その他
日本 北米 欧州 中国 その他その他

主要商品ラインアップ

52,650

4,717

40,276

355,873

227,811

144,626

437,578

34,940

2,661

2014年度グローバル販売トップ10市場

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

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

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2015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2014年度販売台数　※生産は現地組立のみ（生産台数公表対象外）のエリア含む　
※別途、国内で発売しているOEM車両は次のとおり　キャロル、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー、スクラムシリーズ、ファミリア（バン）、タイタン

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

CX-3
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

8,900
グローバル販売台数

グローバル販売台数

verisa
ベリーサ
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

1,446
グローバル販売台数

グローバル販売台数

BONGO
ボンゴ
販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

9,377
グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

7,252
BIANTE
ビアンテ グローバル販売台数

305,788

224,540
214,621

71,582

40,017 34,490
46,349 45,366

51,442

101,199

120カ国以上

販売国・地域数

1,095社

一次サプライヤー数　

マツダのバリューチェーン

2014年度ハイライト

グローバル社員意識調査
担当業務の
プロフェッショナルとして
知識・スキルの向上に
努めている。 77%
育児休職復職率

（単体） 98%
障害者雇用率

（単体） 2.02%

※1 本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／
　　中関地区（開発など間接領域も含む）。

44,035名

従業員数

海外拠点における現地マネジメント登用率 69%
売上高

3   339兆　 　 　  億円
営業利益

2,029億円

前年比
13%増

前年比
11%増

国内生産台数・海外生産台数
（国内）

（海外）
91  9万　 千台

45  6万　 千台

前年比

23%増%74
SKYACTIV技術
搭載比率

生産における売上高当たりCO2排出量
（国内主要4拠点※1

　 ）

23.1 t-CO2/億円

全埋立廃棄物量
（国内主要4拠点※1

　 ）0 2008年度
以降継続

前年比
3.8%減

販売・利用 回収・リサイクル

世界120以上の国と地域
のお客さまに商品とサービ
スを提供

使用済自動車の再資源化
と廃棄物削減を追求

139  7万　 千台

グローバルで地域別に
バランスのとれた販売構成

市場別販売割合

前年比

5%増

日本
225千台
（16.1%）

北米
425千台
（30.4%）

欧州
229千台
（16.4%）

中国
215千台
（15.4%）

その他
303千台
（21.7%）

研究・開発 調達 生産 物流

日本、北米、欧州、中国で市
場に適した革新的な商品を
研究開発

国内・海外1,095社の主要
サプライヤーと共存・共栄を
目指し幅広い取り組み実施

日本、タイ、中国、メキシコ
など計10カ国で高いレベ
ルでのモノづくりを追求

高品質、安全、環境に配慮し
た輸送をグローバルで追求

財務情報
所有者別状況

（2015年3月31日現在）

外国法人等
42.3%
253,576千株

金融機関
28.8%
172,635千株

個人・その他
17.2%
103,526千株

その他の法人
8.0%
48,133千株

証券会社
3.7%
22,005千株

売上高 営業利益／営業利益率
（億円／%）　■■営業利益　　営業利益率

2015

2,029

2014

1,821

2013

539
2.4

4.1 3.7
3.6 3.5

4.9 4.3
25.1

29.4

35.2

6.8 6.7

（3月期）

当期純利益

2015

1,588

2014

1,357

2013

343

（3月期）

（億円） （億円）

2015

30,339

2014

26,922

2013

22,053

（3月期）

研究開発費／対売上高比率
（億円／%）　■■研究開発費　　対売上高比率

2015

1,084

2014

994

2013

899

（3月期）

自己資本／自己資本比率
（億円／%）　■■自己資本　　自己資本比率

2015

8,696

2014

6,607

2013

4,963

（3月期）

設備投資／対売上高比率
（億円／%）　■■設備投資　　対売上高比率

2015

1,310

2014

1,332

2013

772

（3月期）
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英国
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日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他
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日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

CX-7
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日本 北米 欧州 中国 その他その他
日本 北米 欧州 中国 その他その他

主要商品ラインアップ

52,650

4,717

40,276

355,873

227,811

144,626

437,578

34,940

2,661

2014年度グローバル販売トップ10市場
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※掲載車種は2015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2014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　
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224,540
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40,017 34,490
46,349 45,366
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101,199

120カ国以上

販売国・地域数

1,095社

一次サプライヤー数　

マツダのバリューチェーン

2014年度ハイライト

グローバル社員意識調査
担当業務の
プロフェッショナルとして
知識・スキルの向上に
努めている。 77%
育児休職復職率

（単体） 98%
障害者雇用率

（単体） 2.02%

※1 本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／
　　中関地区（開発など間接領域も含む）。

44,035名

従業員数

海外拠点における現地マネジメント登用率 69%
売上高

3   339兆　 　 　  億円
営業利益

2,029億円

前年比
13%増

前年比
11%増

国内生産台数・海外生産台数
（国内）

（海外）
91  9万　 千台

45  6万　 千台

前年比

23%増%74
SKYACTIV技術
搭載比率

生産における売上高当たりCO2排出量
（国内主要4拠点※1

　 ）

23.1 t-CO2/億円

全埋立廃棄物量
（国内主要4拠点※1

　 ）0 2008年度
以降継続

前年比
3.8%減

販売・利用 回収・リサイクル

世界120以上の国と地域
のお客さまに商品とサービ
スを提供

使用済自動車の再資源化
と廃棄物削減を追求

139  7万　 千台

グローバルで地域別に
バランスのとれた販売構成

市場別販売割合

前年比

5%増

日本
225千台
（16.1%）

北米
425千台
（30.4%）

欧州
229千台
（16.4%）

中国
215千台
（15.4%）

その他
303千台
（21.7%）

研究・開発 調達 生産 物流

日本、北米、欧州、中国で市
場に適した革新的な商品を
研究開発

国内・海外1,095社の主要
サプライヤーと共存・共栄を
目指し幅広い取り組み実施

日本、タイ、中国、メキシコ
など計10カ国で高いレベ
ルでのモノづくりを追求

高品質、安全、環境に配慮し
た輸送をグローバルで追求

財務情報
所有者別状況

（2015年3月31日現在）

外国法人等
42.3%
253,576千株

金融機関
28.8%
172,635千株

個人・その他
17.2%
103,526千株

その他の法人
8.0%
48,133千株

証券会社
3.7%
22,005千株

売上高 営業利益／営業利益率
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2015
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2013
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土井 歩新型デミオ／Mazda2 開発主査（当時）

マツダの革新的なベース技術「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」（P18参照）と新デザインテーマ「魂動（こどう）～Soul of 
Motion」（P13参照）を全面的に採用した新世代商品第４弾となるコンパクトカー、新型デミオ／Mazda２を２０１４年９月から順次グ
ローバルに導入しています。新型デミオ／Mazda２が目指した姿は、「クラス概念を打ち破るコンパクト」。マツダのＤＮＡを凝縮し、ク
ルマの本質を突き詰めることで、「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の両立を実現しています。
同時に、世界中のお客さまにより早くタイムラグなしにお届けするための生産体制の再構築を進め、日本、タイ、メキシコの３拠点でほ
ぼ同時生産開始を実現しました。

  「コンパクトなクルマだから『それなり』でいい」   
  という妥協は一切許さない
　デミオ／Mazda2は1996年の初代発表以来、約20
年で世界累計250万台以上を販売するなど、今やマツダ
の基幹車種の一つになっています。初代は「機能的で
広々とした室内空間」、2代目は「コンパクトカーとは思え
ない走行性能」、3代目は「スポーティなスタイリング」と
常に新しい価値を提案してきました。そして4代目となる
今回の新型デミオ／Mazda2は、マツダの技術とデザイ
ンの考え方の全てをこの小さいクルマに凝縮させること
を目指しました。
　開発にあたってはメンバーが共有する「商品の志」を

「クラス概念を打ち破るコンパクトカー」としました。それ
はすなわち「クルマの価値はサイズに比例する」という既
成概念、さらには「コンパクトなクルマだから『それなり』で
いい」という妥協を一切許さないということです。
　「デザイン・走り・機能性に加え、環境・安全など、あらゆ
る質を高め、お客さまが心から誇りを持って所有できる新
しいコンパクトカーをつくろう。グローバルで多くのお客
さまにご愛顧いただいている商品だから、性別、年齢、体
型などを問わない、あらゆるニーズを満たした商品にしよ
う」。その思いを胸に、2012年に発売したCX-5以降の新
世代商品群で一貫して培ったクルマづくりの考え方や技
術を進化させつつ、コンパクトなボディに全てを凝縮する
という難題に挑戦しました。　
　環境面での挑戦の一つが、マツダ初となる小排気量ク
リーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.5」の開発でし
た。一般的にディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比較
し燃費がよく、燃料コストに優れることが知られています
が、近年は走りの良さも注目を集めています。マツダはこの
ようなディーゼルエンジンの特性に着目し「SKYACTIV-D 
2.2」を開発。2012年にCX-5で市場導入して以降、その普

及に取り組み、新型デ
ミオではコンパクト化
を実現することができ
ました。
　安全面では、ボディ
やシャシーにおいてマ
ツダのこだわりである
理想的なドライビングポジションやペダル配置、高い衝突
安全性能などにおいて一切の妥協を排除。市街地だけで
なく、郊外でも、高速道路でも、誰もが楽しく安心して気持
ちよく走ることができる、意のままのドライビングパフォー
マンスを実現しました。
　グローバルに投入している5ドアハッチバックに加え、タ
イの生産拠点ではセダンタイプも生産し、タイおよびオー
ストラリアで販売するなど、市場ニーズに対応しています。
　新型デミオ／Mazda2がお客さまに提供する価値をま
とめると次のようになります。「運転経験の少ない若いお
客さまには運転中の不安を和らげ、余裕を感じ運転の楽
しさに目覚めていただきたい。より大きなサイズを含めて
さまざまなクルマを経験された方には、それらのクルマ同
様、安心感と満足感を感じていただきたい。そして、新型
デミオ／Mazda2に乗っていただく全てのお客さまに、ワ
クワクするスタイリングとコンパクトカーとは思えない品
質感、高い次元で両立した走りと燃費、そしてどこまでも
走りたくなる長距離ドライブ性能によって笑顔と楽しさを
提供していきたい」。
　さまざまなライフスタイルを持つ世界中のお客さまの人
生が、デミオ／Mazda2により、より輝かしいものになる
ように̶̶私たちはそのような願いを込めて新型デミオ
／Mazda2を開発しました。

デミオ／Mazda2基本情報

クラス概念を打ち破るコンパクトカーを実現

 【 日 本 】
● 2014-2015 日本カー・オブ・ザ・イヤー

● 2014年度グッドデザイン賞「グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）」

 【ドイツ】
● ゴールデンステアリングホイール賞（スモールカーカテゴリー）

● レッド・ドット：プロダクト・デザイン2015
「オーナラブル・メンション（Honourable Mention）」

マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2
「クラス概念を打ち破るコンパクトカー」「グローバル生産体制の進化」に挑戦

2,552,885台
グローバル累計販売台数

（1996年8月～2015年3月）

1,287,832台
日本

85,518台
北米

164,411台
オーストラリア

74,307台
中国620,762台

欧州

320,055台
その他

● ボディタイプ※

   5ドアハッチバック／セダン
● エンジンタイプ※
　  ガソリン
  （1.3リッター／1.5リッター）
   ディーゼル（1.5リッター）
● トランスミッション※

   オートマティック（6速）
　  マニュアル（5速／6速）

※国・地域により異なります。

4代目新型デミオ
（2014年9月～）

■ 「タイ国際モーターエキスポ2014」で新型Mazda2（日本名：デミ
オ）のセダン（タイ生産）を世界初公開（2014年11月）。5ドアハッ
チバックモデルと共に展示。

初代デミオ
（1996年8月～）

2代目デミオ
（2002年8月～）

3代目デミオ
（2007年7月～）

特集：マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2特 集

新型デミオ／Mazda2の主な受賞歴
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土井 歩新型デミオ／Mazda2 開発主査（当時）

マツダの革新的なベース技術「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」（P18参照）と新デザインテーマ「魂動（こどう）～Soul of 
Motion」（P13参照）を全面的に採用した新世代商品第４弾となるコンパクトカー、新型デミオ／Mazda２を２０１４年９月から順次グ
ローバルに導入しています。新型デミオ／Mazda２が目指した姿は、「クラス概念を打ち破るコンパクト」。マツダのＤＮＡを凝縮し、ク
ルマの本質を突き詰めることで、「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の両立を実現しています。
同時に、世界中のお客さまにより早くタイムラグなしにお届けするための生産体制の再構築を進め、日本、タイ、メキシコの３拠点でほ
ぼ同時生産開始を実現しました。

  「コンパクトなクルマだから『それなり』でいい」   
  という妥協は一切許さない
　デミオ／Mazda2は1996年の初代発表以来、約20
年で世界累計250万台以上を販売するなど、今やマツダ
の基幹車種の一つになっています。初代は「機能的で
広々とした室内空間」、2代目は「コンパクトカーとは思え
ない走行性能」、3代目は「スポーティなスタイリング」と
常に新しい価値を提案してきました。そして4代目となる
今回の新型デミオ／Mazda2は、マツダの技術とデザイ
ンの考え方の全てをこの小さいクルマに凝縮させること
を目指しました。
　開発にあたってはメンバーが共有する「商品の志」を

「クラス概念を打ち破るコンパクトカー」としました。それ
はすなわち「クルマの価値はサイズに比例する」という既
成概念、さらには「コンパクトなクルマだから『それなり』で
いい」という妥協を一切許さないということです。
　「デザイン・走り・機能性に加え、環境・安全など、あらゆ
る質を高め、お客さまが心から誇りを持って所有できる新
しいコンパクトカーをつくろう。グローバルで多くのお客
さまにご愛顧いただいている商品だから、性別、年齢、体
型などを問わない、あらゆるニーズを満たした商品にしよ
う」。その思いを胸に、2012年に発売したCX-5以降の新
世代商品群で一貫して培ったクルマづくりの考え方や技
術を進化させつつ、コンパクトなボディに全てを凝縮する
という難題に挑戦しました。　
　環境面での挑戦の一つが、マツダ初となる小排気量ク
リーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.5」の開発でし
た。一般的にディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比較
し燃費がよく、燃料コストに優れることが知られています
が、近年は走りの良さも注目を集めています。マツダはこの
ようなディーゼルエンジンの特性に着目し「SKYACTIV-D 
2.2」を開発。2012年にCX-5で市場導入して以降、その普

及に取り組み、新型デ
ミオではコンパクト化
を実現することができ
ました。
　安全面では、ボディ
やシャシーにおいてマ
ツダのこだわりである
理想的なドライビングポジションやペダル配置、高い衝突
安全性能などにおいて一切の妥協を排除。市街地だけで
なく、郊外でも、高速道路でも、誰もが楽しく安心して気持
ちよく走ることができる、意のままのドライビングパフォー
マンスを実現しました。
　グローバルに投入している5ドアハッチバックに加え、タ
イの生産拠点ではセダンタイプも生産し、タイおよびオー
ストラリアで販売するなど、市場ニーズに対応しています。
　新型デミオ／Mazda2がお客さまに提供する価値をま
とめると次のようになります。「運転経験の少ない若いお
客さまには運転中の不安を和らげ、余裕を感じ運転の楽
しさに目覚めていただきたい。より大きなサイズを含めて
さまざまなクルマを経験された方には、それらのクルマ同
様、安心感と満足感を感じていただきたい。そして、新型
デミオ／Mazda2に乗っていただく全てのお客さまに、ワ
クワクするスタイリングとコンパクトカーとは思えない品
質感、高い次元で両立した走りと燃費、そしてどこまでも
走りたくなる長距離ドライブ性能によって笑顔と楽しさを
提供していきたい」。
　さまざまなライフスタイルを持つ世界中のお客さまの人
生が、デミオ／Mazda2により、より輝かしいものになる
ように̶̶私たちはそのような願いを込めて新型デミオ
／Mazda2を開発しました。

デミオ／Mazda2基本情報

クラス概念を打ち破るコンパクトカーを実現

 【 日 本 】
● 2014-2015 日本カー・オブ・ザ・イヤー

● 2014年度グッドデザイン賞「グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）」

 【ドイツ】
● ゴールデンステアリングホイール賞（スモールカーカテゴリー）

● レッド・ドット：プロダクト・デザイン2015
「オーナラブル・メンション（Honourable Mention）」

マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2
「クラス概念を打ち破るコンパクトカー」「グローバル生産体制の進化」に挑戦

2,552,885台
グローバル累計販売台数

（1996年8月～2015年3月）

1,287,832台
日本

85,518台
北米

164,411台
オーストラリア

74,307台
中国620,762台

欧州

320,055台
その他

● ボディタイプ※

   5ドアハッチバック／セダン
● エンジンタイプ※
　  ガソリン
  （1.3リッター／1.5リッター）
   ディーゼル（1.5リッター）
● トランスミッション※

   オートマティック（6速）
　  マニュアル（5速／6速）

※国・地域により異なります。

4代目新型デミオ
（2014年9月～）

■ 「タイ国際モーターエキスポ2014」で新型Mazda2（日本名：デミ
オ）のセダン（タイ生産）を世界初公開（2014年11月）。5ドアハッ
チバックモデルと共に展示。

初代デミオ
（1996年8月～）

2代目デミオ
（2002年8月～）

3代目デミオ
（2007年7月～）

特集：マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2特 集

新型デミオ／Mazda2の主な受賞歴
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近赤外線レーザー近赤外線レーザー

準ミリ波レーダー（24GHz）準ミリ波レーダー（24GHz）

カメラ（可視光） BSM
（RCTA機能付）

BSM
（RCTA機能付）

SCBS &
AT誤発進抑制制御

LDWS

LDWS

HBC

■  新型デミオ／Mazda2搭載
    「SKYACTIV-D 1.5」
　

「コンパクトカーなのに、ここまですごい！」を目指して
　性能・実験領域の統括担当である私の役割は、担当
領域における新型デミオ／Mazda2の目指す姿や開発
の進め方を関係者に浸透させること。なかでも私が強く
訴えたのは、「コンパクトカーならではの良さは生かしつ
つ、『コンパクトカーだから、この程度でいい』ではなく、

『コンパクトカーなのに、ここまですごい！』という、期待を
上回るクルマをつくろう」ということでした。

目に見えない骨格・構造だからこそつくり込む
　そのためにこだわったのが、「最高レベルの衝突安全
性」「人間中心のパッケージ」「運動性能の追求」の3つで
す。その根底には、小さいクルマながらデミオが発揮で
きる安全性能をお客さまに確実に届けたいという気持
ちがありました。装備は見て選ぶことができますが、車
両の骨格・構造は目に見えないものです。だからこそ、そ
こをしっかりつくり込むことがメーカーの責任であると
考えたのです。剛性と軽量性との両立を目指し、骨の一
本一本から5cmほどの小さな部材まで、その機能、材
質、厚みを細かく見直すとともに、コンピューター上で衝
突シミュレーションを何度も繰り返し、構造・工法・部材
の「全体最適解」を探り当てていきました。

性別や体格にかかわらず
全てのお客さまに安心・快適を提供
　他の車種より比較的割合が高いと思われる、女性のお
客さまが感じがちな運転時の不安を払拭するため、ペダル
の位置・重さにもこだわりました。アクセルとブレーキペダ
ルは自然に足を伸ばした位置にくるよう、従来より約2cm
外側に配置。アクセルペダルに足を置いた時の重みに応
えてじわりと動き出すように設計しました。クルマの動き出

しに対する不安を和らげ、「自分が操って動かしている」と
感じられるパッケージ、運動性能を徹底的に追求しました。
　体格の異なるお客さまに、等しく良さを感じていただく
工夫もしました。その一つがフロントシートです。小柄な
方は膝裏がシートの前縁に圧迫され自然なペダル操作
がしづらい傾向があるとわかり、シートを短くすることを
提案しました。ただ、そうすると大柄な方にとっては膝裏
のサポート性が弱くなってしまうため、小柄な方と大柄な
方、双方が快適に利用できるシートの長さを試行錯誤し
ました。その結果、解決策としてたどり着いたのはシート
の「長さの調節」ではなく「背もたれの改良」でした。背も
たれの広い面積に体圧を分散できるフィット性のあるウレ
タン素材を採用。体に沿ってシートが沈むように工夫を凝
らすことにより、身長150cm位から190cm位の方まで
が快適に座ることができるシートの開発に成功しました。

「モノづくり」から一歩進めて「コトづくり」へ
　「モノづくり」の究極の姿は、「コトづくり」だと私は考え
ています。私たちがお客さまに届けたいのは単なる「モ
ノ」ではなく、お客さまがクルマによって出会う新しい景
色であり、幸せな時間なのです。開発部門においてはさ
まざまな提案があり、選択を迫られるシーンの連続です
が、その際、この提案は「どのような技術、性能か」でな
く、「どのような価値をお客さまに提供できるか」という
ことを判断基準にしています。発売後、お客さまから「疲
れにくいので、つい遠くまで行ってしまった」「運転が上
手になった気がする」など、うれしいお声をいただいてい
ます。このようなお声をやりがいに、今後も、「本当にお
客さまに届けたい価値は何なのか、そのためにどう貢献
できるのか」と自分に、また開発関係者に語りかけ、さら
なるブレークスルーへとつなげていきたいと思います。

開発者インタビュー

竹内 都美子車両開発本部主幹（当時）

安全性能を徹底的に追求し
お客さまに人生の輝きを提供　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」と

いう予測の下、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、さらに段階的に電気デバイスを導入す
る「ビルディングブロック戦略」（P17-18参照）を採用しています。これは、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。
　新型デミオ／Mazda2は、2012年に発売したCX-5などに搭載している排気量2.2Lのクリーンディー
ゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」のコンパクト化を実現した「SKYACTIV-D  1.5」を搭載。高効率トラン
スミッションや電気デバイス（アイドリングストップシステム、減速エネルギー回生システム）と組み合わせ
ることで、国内では乗用車トップレベル（軽自動車、ハイブリッド車を除く）の低燃費を実現しました。
　貴金属を利用する高価なNOx後処理装置なしで国内の「平成21年排出ガス規制」をクリアする高い
環境性能を実現しながら、2.5Lガソリンエンジン並みの力強い走りを実現しています。

　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）」（P15参照）に基づき、高い安
全性能を追求しました。
　良好な運転環境と優れた操縦安定性でお客さまの安全運転をサポートすることにより、不安・ストレスを取り除き、集中して運
転をしていただける状態を最大化できるよう工夫。新型デミオ／Mazda2では正しい姿勢で安全かつ快適に運転できるよう、
シートやペダルの位置、機器類の配置などを徹底的に見直しました。また、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE（アイ・アク
ティブセンス）」を全面的に採用。ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを用いて、事故が避けられない状況での衝突回避・
被害軽減を図るとともに、認知支援を行いドライバーの安全運転をサポートしています。さらに、「もしも」の場合は、車の安全機能
によってドライバーや乗員を守り事故被害を軽減でき
るよう、キャビンの変形を抑制する高剛性・安全ボディ
SKYACTIV-BODYを採用しています。

世界中のお客さまに手の届きやすい価格で環境性能を提供環境面

お客さまの安心・安全な運転をサポートするための安全性能を追求安全面

「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、取り組みを進めています。これま
での設計思想を継承しながら、革新的なベース技術であるSKYACTIV技術をコンパクトカー向けに新開発しました。

環境・安全性能で新型デミオ／Mazda2が実現した新たな価値

特集：マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2特 集

「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）」に基づき開発した先進安全技術の総
称。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（搭載技術は、国・市場・モデルなどにより異なります）。

i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）

新型デミオ／Mazda2搭載技術

名称 作動シーン 内容

【LDWS】車線逸脱警報システム 走行時（前進）

走行時（前進）

夜間走行時

徐行時（前進）、発進時（前進）

走行時（車線変更）

後退時

車線変更の操作なく車線を越えそうと判断すると警告音（またはステアリング振動）・表示で知らせる

前方の車両と衝突の危険性がある場合、自動ブレーキにより減速し被害を軽減する

対向車や先行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る

前方に車両や障害物があり必要以上にアクセルを踏み込んだ場合、警告音・表示でドライバーに注意
を促し、エンジン出力を抑える
隣車線上の後方から接近する車両の存在を表示で知らせ、方向指示器を操作すると警告音・表示で
知らせる

バックで出庫する際に左右から接近する車両を検知し警告音・表示で知らせる

【SCBS】スマート・シティ・ブレーキ・サポート

【HBC】ハイ・ビーム・コントロール

【BSM】ブラインド・スポット・モニタリング

【RCTA】リア・クロス・トラフィック・アラート

AT誤発信抑制制御
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近赤外線レーザー近赤外線レーザー

ミリ波レーダー（24GHz）ミリ波レーダー（24GHz）

カメラ（可視光） BSM
（RCTA機能付）

BSM
（RCTA機能付）

SCBS &
AT誤発進抑制制御

LDWS

LDWS

HBC

■  新型デミオ／Mazda2搭載
    「SKYACTIV-D 1.5」
　

「コンパクトカーなのに、ここまですごい！」を目指して
　性能・実験領域の統括担当である私の役割は、担当
領域における新型デミオ／Mazda2の目指す姿や開発
の進め方を関係者に浸透させること。なかでも私が強く
訴えたのは、「コンパクトカーならではの良さは生かしつ
つ、『コンパクトカーだから、この程度でいい』ではなく、

『コンパクトカーなのに、ここまですごい！』という、期待を
上回るクルマをつくろう」ということでした。

目に見えない骨格・構造だからこそつくり込む
　そのためにこだわったのが、「最高レベルの衝突安全
性」「人間中心のパッケージ」「運動性能の追求」の3つで
す。その根底には、小さいクルマながらデミオが発揮で
きる安全性能をお客さまに確実に届けたいという気持
ちがありました。装備は見て選ぶことができますが、車
両の骨格・構造は目に見えないものです。だからこそ、そ
こをしっかりつくり込むことがメーカーの責任であると
考えたのです。剛性と軽量性との両立を目指し、骨の一
本一本から5cmほどの小さな部材まで、その機能、材
質、厚みを細かく見直すとともに、コンピューター上で衝
突シミュレーションを何度も繰り返し、構造・工法・部材
の「全体最適解」を探り当てていきました。

性別や体格にかかわらず
全てのお客さまに安心・快適を提供
　他の車種より比較的割合が高いと思われる、女性のお
客さまが感じがちな運転時の不安を払拭するため、ペダル
の位置・重さにもこだわりました。アクセルとブレーキペダ
ルは自然に足を伸ばした位置にくるよう、従来より約2cm
外側に配置。アクセルペダルに足を置いた時の重みに応
えてじわりと動き出すように設計しました。クルマの動き出

しに対する不安を和らげ、「自分が操って動かしている」と
感じられるパッケージ、運動性能を徹底的に追求しました。
　体格の異なるお客さまに、等しく良さを感じていただく
工夫もしました。その一つがフロントシートです。小柄な
方は膝裏がシートの前縁に圧迫され自然なペダル操作
がしづらい傾向があるとわかり、シートを短くすることを
提案しました。ただ、そうすると大柄な方にとっては膝裏
のサポート性が弱くなってしまうため、小柄な方と大柄な
方、双方が快適に利用できるシートの長さを試行錯誤し
ました。その結果、解決策としてたどり着いたのはシート
の「長さの調節」ではなく「背もたれの改良」でした。背も
たれの広い面積に体圧を分散できるフィット性のあるウレ
タン素材を採用。体に沿ってシートが沈むように工夫を凝
らすことにより、身長150cm位から190cm位の方まで
が快適に座ることができるシートの開発に成功しました。

「モノづくり」から一歩進めて「コトづくり」へ
　「モノづくり」の究極の姿は、「コトづくり」だと私は考え
ています。私たちがお客さまに届けたいのは単なる「モ
ノ」ではなく、お客さまがクルマによって出会う新しい景
色であり、幸せな時間なのです。開発部門においてはさ
まざまな提案があり、選択を迫られるシーンの連続です
が、その際、この提案は「どのような技術、性能か」でな
く、「どのような価値をお客さまに提供できるか」という
ことを判断基準にしています。発売後、お客さまから「疲
れにくいので、つい遠くまで行ってしまった」「運転が上
手になった気がする」など、うれしいお声をいただいてい
ます。このようなお声をやりがいに、今後も、「本当にお
客さまに届けたい価値は何なのか、そのためにどう貢献
できるのか」と自分に、また開発関係者に語りかけ、さら
なるブレークスルーへとつなげていきたいと思います。

開発者インタビュー

竹内 都美子車両開発本部主幹（当時）

安全性能を徹底的に追求し
お客さまに人生の輝きを提供　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」と

いう予測の下、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、さらに段階的に電気デバイスを導入す
る「ビルディングブロック戦略」（P17-18参照）を採用しています。これは、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。
　新型デミオ／Mazda2は、2012年に発売したCX-5などに搭載している排気量2.2Lのクリーンディー
ゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」のコンパクト化を実現した「SKYACTIV-D  1.5」を搭載。高効率トラン
スミッションや電気デバイス（アイドリングストップシステム、減速エネルギー回生システム）と組み合わせ
ることで、国内では乗用車トップレベル（軽自動車、ハイブリッド車を除く）の低燃費を実現しました。
　貴金属を利用する高価なNOx後処理装置なしで国内の「平成21年排出ガス規制」をクリアする高い
環境性能を実現しながら、2.5Lガソリンエンジン並みの力強い走りを実現しています。

　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）」（P15参照）に基づき、高い安
全性能を追求しました。
　良好な運転環境と優れた操縦安定性でお客さまの安全運転をサポートすることにより、不安・ストレスを取り除き、集中して運
転をしていただける状態を最大化できるよう工夫。新型デミオ／Mazda2では正しい姿勢で安全かつ快適に運転できるよう、
シートやペダルの位置、機器類の配置などを徹底的に見直しました。また、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE（アイ・アク
ティブセンス）」を全面的に採用。ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを用いて、事故が避けられない状況での衝突回避・
被害軽減を図るとともに、認知支援を行いドライバーの安全運転をサポートしています。さらに、「もしも」の場合は、車の安全機能
によってドライバーや乗員を守り事故被害を軽減でき
るよう、キャビンの変形を抑制する高剛性・安全ボディ
SKYACTIV-BODYを採用しています。

世界中のお客さまに手の届きやすい価格で環境性能を提供環境面

お客さまの安心・安全な運転をサポートするための安全性能を追求安全面

「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、取り組みを進めています。これま
での設計思想を継承しながら、革新的なベース技術であるSKYACTIV技術をコンパクトカー向けに新開発しました。

環境・安全性能で新型デミオ／Mazda2が実現した新たな価値

特集：マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2特 集

「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）」に基づき開発した先進安全技術の総
称。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（搭載技術は、国・市場・モデルなどにより異なります）。

i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）

新型デミオ／Mazda2搭載技術

名称 作動シーン 内容

【LDWS】車線逸脱警報システム 走行時（前進）

走行時（前進）

夜間走行時

徐行時（前進）、発進時（前進）

走行時（車線変更）

後退時

車線変更の操作なく車線を越えそうと判断すると警告音（またはステアリング振動）・表示で知らせる

前方の車両と衝突の危険性がある場合、自動ブレーキにより減速し被害を軽減する

対向車や先行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る

前方に車両や障害物があり必要以上にアクセルを踏み込んだ場合、警告音・表示でドライバーに注意
を促し、エンジン出力を抑える
隣車線上の後方から接近する車両の存在を表示で知らせ、方向指示器を操作すると警告音・表示で
知らせる

バックで出庫する際に左右から接近する車両を検知し警告音・表示で知らせる

【SCBS】スマート・シティ・ブレーキ・サポート

【HBC】ハイ・ビーム・コントロール

【BSM】ブラインド・スポット・モニタリング

【RCTA】リア・クロス・トラフィック・アラート

AT誤発信抑制制御
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フロントシート、リアシートの組立のライ
ンリーダーを担当しています。M-ABC活
動を通じて、各作業の標準化を確実に行
い、高品質で安定した組立ラインを構築
するための方法を学びたいと思います。
また、からくり改善®※について学びモノ
づくりの楽しさを工場全体に浸透させて
いきたいと考えています。

マツダ初の世界3拠点同時生産開始
　2014年9月11日、新型デミオ（海外名：Mazda2）の国内発表会で代表取締役社長兼CEO小飼雅道はグローバル生産に
ついて次のように語りました。

「新型デミオをいち早く世界中のお客さまにお届けするため、7月の山口県の防府工場に続き、タイとメキシコの海外拠点
でも同時期に生産を開始します。まず、タイの『オートアライアンス（タイランド）（AAT）』では近日中に生産を開始し、オセ
アニアおよびASEAN諸国へ出荷致します。また、メキシコ新工場『マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）』で
も2014年中に生産をスタートさせ、中南米、北米、欧州に向けて新型Mazda2を展開していきます。グローバルに3工場
でほぼ同時期に新型車生産を立ち上げることは、私たちにとって大きな挑戦であり、マツダの歴史で初めてのことです」。

　この言葉の通り、同月17日にタイで、10月23日にメキシコでMazda2（日本名：新型デミオ）の生産を開始。世界3拠点同時
生産開始を支えマツダグループ全体で競争力ある生産体制を構築するため、2013年から「グローバルマニュファクチャリング
ネットワーク（GMN）」の活動を本格的に開始しました。

マツダでは、従業員がサプライヤーの工場を訪問してモノづくりの改善と体質強化に取り組む活動を促進しています。これは、
マツダ生産方式を基本に、サプライヤーと協働で生産工程の無駄･問題点を抽出し、改善策の検討･実施を行うものです。
2004年より広島県および近隣の地場サプライヤーを対象に展開しているこの取り組み(J-ABC※1)は、2013年よりタイ
(A-ABC※2)、2015年よりメキシコ(M-ABC※3)の生産拠点近隣のサプライヤーに対しても実施。より良い商品をお客さまにお
届けできるよう、サプライヤーと一体となった高品質・高効率のモノづくり体制をグローバルに構築しています。

新型デミオ／Ｍａｚｄａ2誕生に際しては生産においても大きな挑戦がありました。それはマツダ初となる世界3拠点同時生
産開始です。「構造改革プラン」（P3-4参照）の4つの柱の一つとして「グローバル生産体制の再構築」を推進する中、各国の
生産拠点が自立して高品質・高効率な生産を行い、共に学びグループ全体で成長できる生産体制構築を進めています。

アキシート S.A.de
C.V.
デルガド・アンジェリカさん

2015年1月、タイに建設した新工場「マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）（MPMT）」で、新型トラ
ンスミッション「SKYACTIV-DRIVE」の生産を開始しました。タイのAATを含むグローバル生産拠点で新型Mazda2

（日本名：デミオ）、Mazda3（日本名：アクセラ）やCX-5などに搭載されています。MPMTの稼働にあたってはＧＭＮの
人材育成プログラムの下、現地従業員がマツダの本
社工場・防府工場で工程管理や改善活動など、それ
ぞれの職種・職位に応じたさまざまな研修を受け、高
品質・高効率な生産体制を構築しています。同工場に
併設するエンジン工場での量産を2015年度第3四
半期内に開始します。
今後もＭＰＭＴは、タイの方々と共に、自動車産業を
支えリードする人材を育成し、同国経済の継続的な
発展への貢献を目指します。

タイにおけるパワートレイン生産開始
サプライヤーと一体となったM-ABC活動

2014年にGMNの研修に参加しました。研修では品質やコストの管理方法のほか、職場の士気など広い視点で
学びがありました。この学びをAATで定着させる取り組みを進め、新型Mazda2の生産をスムーズかつ計画通り
に開始することができました。今後もマツダ本社と連携し、AATがブランド価値向上を実現する生産拠点へとさ
らに成長し、他の生産拠点の手本となり続けることができるようリーダーシップを発揮します。 AAT 副社長 

チャイポン・チャイダンポン

全ての生産拠点が自立し相互に学ぶことができる体制づくり
　GMNは、国内・海外全ての生産拠点が、自立してマツダブランドの価値を高める高品
質で高効率な生産活動を行い、同時に、各生産拠点が相互に学び合うことを追求するた
めのネットワークです。
　国内の本社工場と防府工場が「グローバル生産オペレーションセンター(GMOC)」とし
て責任を持ち、グローバルプラントビジョンの下、培った知見や技能を生かした人材育成プ
ログラムを各海外生産拠点に対して実施。成熟度の異なる海外拠点において、品質面や効
率面で同レベルの生産活動ができるよう、工程管理や改善を行うスキル(「現場力」)を育成
しています。また、日々の生産活動のみならず、新型車量産準備時に各拠点が等しく高品質
の生産を同時に開始できるようにするためのプログラムも設定しています。その成果の一
つが新型デミオ／Mazda2の世界3拠点同時生産開始です。操業30年以上の歴史を持つ
防府工場、1995年に設立したタイのAAT、そして、2014年1月に操業を開始したメキシコ
のMMVO。歴史や成熟度の異なる3拠点で同じレベルの生産体制を実現しました。

サプライチェーン全体における取り組み改善を目指して
　マツダでは従来から、サプライチェーン全体における取り組み改善を促進しています。
クルマづくりのプロセスをゼロから見直す「モノ造り革新※」（P14参照）を生産、開発、購
買、物流といった関係部門やサプライヤーが一体となって進めてきました。GMNは今後、
生産領域に加え、購買・物流領域などに活動の対象範囲を広げ、サプライチェーン全体の
連携強化につながるようプログラムをさらに発展させていくことを目指します。

メインマフラーなど排気部品の生産ライ
ンを管理しています。M-ABC活動を通じ
て、効率的な生産工程を追求するため、
作業・動作などの分析から阻害要因を見
つけ出し問題を解決する方法を学びたい
と考えています。また、作業者が熱意を持
って市場No.1の部品を生産することに
集中できるムリ・ムダ・ムラのない作業環
境づくりの手法についても学ぶことができると期待しています。

マツダブランドの価値を高める高品質・高効率生産体制を
グローバルで実現

■ 所 在 地 タイ・チョンブリ県
生産能力 トランスミッション 40万基／年
　　　　 エンジン 3万基／年
資本構成 マツダ株式会社100％

※ （公社）日本プラントメンテナンス協会の商標登録。生産ラインの作業の中で問題点を改善し、
よりよい作業環境を作り出す取り組みのこと。

※ マツダサステナビリティレポート2014【詳細版】 （P7-10参照）（http://www2.mazda.com/ja/csr/download）

ヒロテックメキシコ 
S.A.de C.V
パラモ・アルマンドさん

マツダブランドの価値を高める高品質・
高効率な生産体制をグローバルに構築

グローバルで同時期に量産開始、
品質等価保証

人材育成

現場力

工程管理 改善力

特集：マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2特 集

A拠点

G拠点

F拠点

E拠点 D拠点

C拠点

B拠点

GMOC

グローバルプラントビジョン

GMNの概念図

※1 Jiba［地場］Achieve Best Cost　※2 ASEAN Achieve Best Cost　※3 Mexico Achieve Best Cost
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フロントシート、リアシートの組立のライ
ンリーダーを担当しています。M-ABC活
動を通じて、各作業の標準化を確実に行
い、高品質で安定した組立ラインを構築
するための方法を学びたいと思います。
また、からくり改善®※について学びモノ
づくりの楽しさを工場全体に浸透させて
いきたいと考えています。

マツダ初の世界3拠点同時生産開始
　2014年9月11日、新型デミオ（海外名：Mazda2）の国内発表会で代表取締役社長兼CEO小飼雅道はグローバル生産に
ついて次のように語りました。

「新型デミオをいち早く世界中のお客さまにお届けするため、7月の山口県の防府工場に続き、タイとメキシコの海外拠点
でも同時期に生産を開始します。まず、タイの『オートアライアンス（タイランド）（AAT）』では近日中に生産を開始し、オセ
アニアおよびASEAN諸国へ出荷致します。また、メキシコ新工場『マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）』で
も2014年中に生産をスタートさせ、中南米、北米、欧州に向けて新型Mazda2を展開していきます。グローバルに3工場
でほぼ同時期に新型車生産を立ち上げることは、私たちにとって大きな挑戦であり、マツダの歴史で初めてのことです」。

　この言葉の通り、同月17日にタイで、10月23日にメキシコでMazda2（日本名：新型デミオ）の生産を開始。世界3拠点同時
生産開始を支えマツダグループ全体で競争力ある生産体制を構築するため、2013年から「グローバルマニュファクチャリング
ネットワーク（GMN）」の活動を本格的に開始しました。

マツダでは、従業員がサプライヤーの工場を訪問してモノづくりの改善と体質強化に取り組む活動を促進しています。これは、
マツダ生産方式を基本に、サプライヤーと協働で生産工程の無駄･問題点を抽出し、改善策の検討･実施を行うものです。
2004年より広島県および近隣の地場サプライヤーを対象に展開しているこの取り組み(J-ABC※1)は、2013年よりタイ
(A-ABC※2)、2015年よりメキシコ(M-ABC※3)の生産拠点近隣のサプライヤーに対しても実施。より良い商品をお客さまにお
届けできるよう、サプライヤーと一体となった高品質・高効率のモノづくり体制をグローバルに構築しています。

新型デミオ／Ｍａｚｄａ2誕生に際しては生産においても大きな挑戦がありました。それはマツダ初となる世界3拠点同時生
産開始です。「構造改革プラン」（P3-4参照）の4つの柱の一つとして「グローバル生産体制の再構築」を推進する中、各国の
生産拠点が自立して高品質・高効率な生産を行い、共に学びグループ全体で成長できる生産体制構築を進めています。

アキシート S.A.de
C.V.
デルガド・アンジェリカさん

2015年1月、タイに建設した新工場「マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）（MPMT）」で、新型トラ
ンスミッション「SKYACTIV-DRIVE」の生産を開始しました。タイのAATを含むグローバル生産拠点で新型Mazda2

（日本名：デミオ）、Mazda3（日本名：アクセラ）やCX-5などに搭載されています。MPMTの稼働にあたってはＧＭＮの
人材育成プログラムの下、現地従業員がマツダの本
社工場・防府工場で工程管理や改善活動など、それ
ぞれの職種・職位に応じたさまざまな研修を受け、高
品質・高効率な生産体制を構築しています。同工場に
併設するエンジン工場での量産を2015年度第3四
半期内に開始します。
今後もＭＰＭＴは、タイの方々と共に、自動車産業を
支えリードする人材を育成し、同国経済の継続的な
発展への貢献を目指します。

タイにおけるパワートレイン生産開始
サプライヤーと一体となったM-ABC活動

2014年にGMNの研修に参加しました。研修では品質やコストの管理方法のほか、職場の士気など広い視点で
学びがありました。この学びをAATで定着させる取り組みを進め、新型Mazda2の生産をスムーズかつ計画通り
に開始することができました。今後もマツダ本社と連携し、AATがブランド価値向上を実現する生産拠点へとさ
らに成長し、他の生産拠点の手本となり続けることができるようリーダーシップを発揮します。 AAT 副社長 

チャイポン・チャイダンポン

全ての生産拠点が自立し相互に学ぶことができる体制づくり
　GMNは、国内・海外全ての生産拠点が、自立してマツダブランドの価値を高める高品
質で高効率な生産活動を行い、同時に、各生産拠点が相互に学び合うことを追求するた
めのネットワークです。
　国内の本社工場と防府工場が「グローバル生産オペレーションセンター(GMOC)」とし
て責任を持ち、グローバルプラントビジョンの下、培った知見や技能を生かした人材育成プ
ログラムを各海外生産拠点に対して実施。成熟度の異なる海外拠点において、品質面や効
率面で同レベルの生産活動ができるよう、工程管理や改善を行うスキル(「現場力」)を育成
しています。また、日々の生産活動のみならず、新型車量産準備時に各拠点が等しく高品質
の生産を同時に開始できるようにするためのプログラムも設定しています。その成果の一
つが新型デミオ／Mazda2の世界3拠点同時生産開始です。操業30年以上の歴史を持つ
防府工場、1995年に設立したタイのAAT、そして、2014年1月に操業を開始したメキシコ
のMMVO。歴史や成熟度の異なる3拠点で同じレベルの生産体制を実現しました。

サプライチェーン全体における取り組み改善を目指して
　マツダでは従来から、サプライチェーン全体における取り組み改善を促進しています。
クルマづくりのプロセスをゼロから見直す「モノ造り革新※」（P14参照）を生産、開発、購
買、物流といった関係部門やサプライヤーが一体となって進めてきました。GMNは今後、
生産領域に加え、購買・物流領域などに活動の対象範囲を広げ、サプライチェーン全体の
連携強化につながるようプログラムをさらに発展させていくことを目指します。

メインマフラーなど排気部品の生産ライ
ンを管理しています。M-ABC活動を通じ
て、効率的な生産工程を追求するため、
作業・動作などの分析から阻害要因を見
つけ出し問題を解決する方法を学びたい
と考えています。また、作業者が熱意を持
って市場No.1の部品を生産することに
集中できるムリ・ムダ・ムラのない作業環
境づくりの手法についても学ぶことができると期待しています。

マツダブランドの価値を高める高品質・高効率生産体制を
グローバルで実現

■ 所 在 地 タイ・チョンブリ県
生産能力 トランスミッション 40万基／年
　　　　 エンジン 3万基／年
資本構成 マツダ株式会社100％

※ （公社）日本プラントメンテナンス協会の商標登録。生産ラインの作業の中で問題点を改善し、
よりよい作業環境を作り出す取り組みのこと。

※ マツダサステナビリティレポート2014【詳細版】 （P7-10参照）（http://www2.mazda.com/ja/csr/download）

ヒロテックメキシコ 
S.A.de C.V
パラモ・アルマンドさん

マツダブランドの価値を高める高品質・
高効率な生産体制をグローバルに構築

グローバルで同時期に量産開始、
品質等価保証

人材育成

現場力

工程管理 改善力

特集：マツダブランドを体現する新型デミオ／Mazda2特 集

A拠点

G拠点

F拠点

E拠点 D拠点

C拠点

B拠点

GMOC

グローバルプラントビジョン

GMNの概念図

※1 Jiba［地場］Achieve Best Cost　※2 ASEAN Achieve Best Cost　※3 Mexico Achieve Best Cost
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お客さま満足

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、コーポレー
トビジョン（P1参照）に基づき品質・商品・販売・カスタマーサービ
ス・人などあらゆる接点を通して、マツダらしい価値をお客さまに
お届けしています。

ブランド価値向上の取り組み

【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
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できるよう品質保証体
制を確立し、取り組んでいます。2014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※を得ました。

【商品】革新的デザインの追求
新デザインテーマ「魂

こ ど う
動−Soul of Motion」

クルマを単なる鉄の塊ではなく「命あるもの」だとマツダは考え、
デザインにおいてもクルマの形にとらわれず、純粋に生命感を
カタチにするため、さまざまな「動き」のある造形を模索してきました。
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

こ ど う
動」と名付け、マツダ車の新しいデザインテーマとし

ました。2010年に発表し、2012年に発売したCX-5以降、順次
グローバルに導入された新型車に採用し、グローバルで高い評
価を得ています。

※マツダサステナビリティレポート2015【詳細版 】（P29）参照。

コーポレートビジョン

＝ ブランド価値

お客さま

販売／カスタマーサービス

お客さまとの特別な絆を持ったブランド

人商品

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

新デザインテーマ「魂
こどう

動ーSoul of Motion」

EMPLOYEE'S VOICE

つながり

つながり

つながり

つながり

一貫性

一貫性

お客さまの期待を
実現する

品質のつくり込み

● 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

品質生産

サプライヤー

中国市場でのブランド戦略推進を担当しています。中国では現地企業との合弁に
よる2つの販売会社※を設立しています。ブランド価値をより向上させるためには、
両販売会社とマツダが一体となって取り組むことが重要と考え、2013年より「中
国マーケティングフォーラム」を開催しています。2014年12月のフォーラムでは「お
客さまの期待を超える喜びと感動をご提供するためにはどうするべきか」を市場調
査などから得たお客さまの声をもとに議論し共有しました。今後も、両販売会社とマ
ツダの連携を強化し、さらなるブランド価値向上を目指します。

現地販売会社と一体となって取り組み
お客さまに喜びと感動を提供します

中国事業本部 中国市場支援部  夏 冰（シャー・ビン）※ 長安マツダ・一汽マツダ

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」「カスタマーサービス」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。

Mazda Motor Corporation13

http://www2.mazda.com/ja/csr/download


TOPICS

「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、お客さま
にマツダの魅力を感じていただくため、新世代店舗を2014年度より
順次展開しています。

【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、最高のカスタマ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。

【カスタマーサービス】お客さまのカーライフを
確実にサポート

新世代店舗 外装(イメージ図)

＜中南米大会＞決勝大会へ出場したエンジニアと
大会関係者の皆さま

TOPICS

多様化するお客さまのニーズへの対応 プロセス革新「モノ造り革新」
魅力あるクルマづくりと同時に、開発・生産効率改善によるビジネス効率の大幅な改善
に向けて取り組んでいます。

「商品競争力を高める多様性」と「量産効率を高める共通性」を高次元で両立させるこ
とを目的として、クルマづくりのプロセスをゼロから見直す取り組み「モノ造り革新」を
採用しグローバルで推進しています。「モノ造り革新」では開発・生産・購買部門・サプ
ライヤーが連携し、5年から10年のスパンで未来を見据え、将来導入する車種を車格
やセグメントを越えて一括企画します。この取り組みの結果、台数規模の異なる複数の
モデルの生産や、生産台数の変動へのフレキシブルな対応、品質・ブランド力・利益率
向上を実現しています。

「モノ造り革新」の事例
（SKYACTIVエンジンの生産ライン）

従来 ：
専用機主体のライン

従来 ：
専用機主体のライン

シリンダーブロック加工ラインの工程数 エンジン生産ラインの設備投資額
45工程

SKYACTIV エンジン：
汎用機を活用

SKYACTIV エンジン：
汎用機を活用

4工程

［日本］One Mazda Challengeプロジェクト

TOPICS

2013年10月より、部門横断的に若手従業員約10名が週1回集まり、マツダブランドへの
共感・愛着・誇りを高める取り組みを検討するプロジェクトを開始しました。2014年度は、マ
ツダOBなどの匠の技を持つ技術者と協力し、「歴代名車のレストア（修復）」に挑戦していま
す。これは、過去から未来に語り継ぐべきマツダの思想・哲学・価値観を体感することにより、
従業員の理解・共感を深めることを目的としています。
2015年度は、この取り組みから学んだことや95年の歴史の中で培われてきた価値観を全
従業員で共有する予定です。
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お客さまへの取り組み（品質／商品／販売／カスタマーサービス）
http://www.mazda.com/ja/
csr/csr_vision/customer/詳細情報

「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」
という考え方のもと、お客さまの1台に100%の品質を目指す強い思いが「100−1＝0」という言葉には込められています。
マツダでは“お客さまの1台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 ど う
動デザイン」「優れた環境・安全性能」などについて、お客さまの期待を超える価値提供を実現できるよう取り組ん

でいます。

「100−1＝0」 100%の品質を目指す強い思い

70%以上減

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


お客さま満足
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詳細情報

リスクが
迫っている状態

お客さまの使用状態低

高

マツダが提供する安全性能

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

被害の
リスク

事故が起きて
しまった状態

避けられない状態

傷害低減

事故低減

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

安全への取り組み
http://www.mazda.com/ja/
csr/safety/

マツダは「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】安全についての基本的な考え方 安全への取り組み3つの視点

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人々への安全啓発

クルマ

人 道路・
インフラ

クルマの取り組み
Mazda Proactive Safety

（マツダ プロアクティブセーフティ）
マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・尊
重することを重視し、以下の考えで安全技術
の研究・開発を行っています。

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。

マツダが目指す安全性能の考え方「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）」（P9参照）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。

※ 高度道路交通システム ： 情報通信技術を用いて、クルマと人と交通環境を結び、国内における渋滞緩和や
　 事故防止を図るシステム。

道路・インフラへの取り組み
交通事故や渋滞などの社会問題解決のために、道路や自動車を高機能
化しようという動きが、世界各地で進んでいます。マツダは、政府や地方
自治体、関連企業と連携して、社会全体で安全なクルマ社会の実現を目
指していくため、ITS※のプロジェクトに自動車メーカーの視点で積極的
に参画しています。

人への取り組み
マツダはさまざまなコミュニケーションを通じて、子どもから大人まであ
らゆる人の安全意識向上に取り組んでいます。
交通安全啓発 ： 地域の行政や団体と連携し、マツダおよび国内・海外の
グループ会社はさまざまな安全啓発活動を行っています。
安全運転実技 ： クルマを意のままに気持ちよく操り、同時に安全に走る
ための理論と技術を身に付ける体験＆トレーニング「マツダ・ドライビング・
アカデミー」を実施しています。また、ドライビングポジションの設計にこ
だわるとともにその重要性をお客さまに伝える活動を促進しています。

公道実証実験（広島市）

ドライビングポジションの重要性についての対話

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


環境保全

「マツダグリーンプラン2020」で将来解決すべきとしているテーマ
自動車メーカーがお客さまや社会から期待されているテーマを次のようにとらえ、

「クルマおよびクルマの技術」「生産・物流・オフィス・社会貢献など」の各領域
で取り組みを進めています。
　1.エネルギー／地球温暖化対策
　　クルマのライフサイクル全体でのCO2削減に貢献する取り組みを推進
　2.資源循環の推進
　　クルマからの排出物、クルマの製造・輸送・廃棄の過程の排出物を削減する
　　と同時に、リサイクルを積極的に進めることで総合的に資源循環を推進
　3.クリーンエミッション
　　クルマからの排出物およびクルマの生産工程において排出されるさまざまな
　　物質（CO2以外）の中で、特に環境負荷の高い物質についての削減を推進
　4.環境マネジメント
　　グループ全体やサプライチェーン全体で環境マネジメントを推進
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環境保全への取り組み
http://www.mazda.com/ja/csr/
environment/詳細情報

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。

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

「マツダグリーンプラン2020」の考え方

1.
エネルギー
／地球
温暖化
対策

2.
資源循環
の推進

3.
クリーン
エミッション

4.
環境
マネジメント

a.クルマおよびクルマの技術

b.生産・物流・オフィス・社会貢献など

クルマのライフサイクル全体で
環境負荷低減

新型デミオ／Mazda2のグローバル生産開始に合わせて2014年に新設したタイの
物流拠点で、日本・メキシコの生産拠点に向けたタイ生産部品の調達・物流業務を担
当しています。タイにおける拠点設置により調達部品を集約し、海上コンテナへの積
載効率を高めることで、輸送に伴い発生するCO2を333t-CO2※削減することがで
きました。また、日本−タイ間でリターナブル容器を相互運用することで、梱包資材の
廃棄物を102トン削減※することができました。
全体最適となるグローバル生産拠点への部品供給体制を構築できるよう、常にある
べき姿を考え、品質・コスト・納期のみならず、環境保全への貢献を同時に実現すること
を目指します。
※2014年度実績

マツダセールスタイランド　マツダサウスイーストアジア（MSEA）  山本 茂雄

EMPLOYEE'S VOICE

http://www.mazda.com/ja/csr/environment/
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環境保全

自動車業界での環境課題と取り組み

1970  2000　  2030

自動車業界の抱える環境課題に対しては、
複数の解決策（マルチソリューション）が必要

脱化石燃料化

マルチソリューション

水
素
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CO2削減

エミッションクリーン化

自
動
車
業
界
の
抱
え
る
環
境
課
題

全車平均燃費の向上

グローバルでの
平均燃費の向上目標

グローバルでの
平均燃費の向上目標

約50%

約30%
GEN＊2

GEN＊1

究極の燃焼技術と電動化技術を
組合せ、劇的に燃費性能を改善

＊ GEN=Generationの略。

マツダは持続可能な社会の実現に向け、独自技術の開発に積極的に取り組んでいます。
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」（P1参照）を発表しました。商品環境性
能面では次の考え方に基づき、取り組みを進めています。

商品・技術開発における取り組み

世界で自動車の保有台数が増加する中、私たち自動車メーカーは排出ガス
のクリーン化による大気汚染の防止や、燃費向上によるCO2排出量削減、さ
らには枯渇が危惧される化石燃料への依存低減などに、これまで以上に取り
組んでいかなければなりません。このような自動車業界が抱える環境課題に
対して、地域、車両特性、燃料特性などのさまざまな側面を考慮した「複数の
解決策（マルチソリューション）」を準備しておく必要があると考えています。

技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」のもと、
燃費向上によりCO2排出量を削減し、マツダ車をご購入いただいた全ての
お客さまに走る歓びと優れた環境性能を提供していきます。マツダは、2015
年4月、新たに「2020年までに、グローバルで販売するマツダ車の全車平均
燃費を2008年比で50%向上させる」という目標を掲げました。

マツダ車の燃費向上の目標達成に向け、「ビルディングブロック戦略」を採用
しています。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、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、さらに段階的に電気
デバイス（アイドリングストップシステム、減速エネルギー回生システム、ハイブリッ
ドシステムなど）を導入していきます。これは、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。

商品環境性能についての考え方

2020年までにマツダ車の全車平均燃費を50%向上

「ビルディングブロック戦略」の推進

環境技術の採用拡大展望（〜2020）
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

2009 2015 2020

販
売
ボ
リ
ュ
ー
ム

内
燃
機
関

ハイブリッドハイブリッド

電気自動車
プラグイン
ハイブリッド＊1

減速
エネルギー
回生
システム＊2

アイドリング
ストップ機構 内

燃
機
関

内
燃
機
関

● 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

● 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＊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。

ベースエンジン（内燃機関） ベースエンジン（内燃機関） ベースエンジン（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

電
気
デ
バ
イ
ス

電気自動車

プラグイン
ハイブリッド
ハイブリッド

電
気
デ
バ
イ
スアイドリング

ストップ機構



MZR2.0L
搭載車
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新型ロードスターの燃費改善

TOPICS

マツダはSKYACTIV技術の展開を拡大し、
燃費改善に努めています。2015年5月に
導入した新型ロードスター（海外名 ： MX-5）
はSKYACTIV技術をフル搭載している他、
アイドリングストップ機構「i-stop」や減速
エネルギー回生システム「i-ELOOP」を採用
し、優れた燃費性能を実現しています。

新旧燃費比較（国内）
（新型ロードスター JC08モード燃費）＊

SKYACTIV-G 1.5
/SKYACTIV-MT
/i-stop/i-ELOOP

搭載車

25

20

15

10

5

0

（㎞/ℓ）

新型

18.8

旧型

12.6

＊ 国内のJC08モード燃費消費率。表示された数値は一定の
試験状況下での数値であり、実際の燃費は使用環境や
運転方法などにより異なります。

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。また、
ビルディングブロック戦略に基づき、次表の3stepで、ベース技術と電気デバイス技術を組み合わせていきます。

SKYACTIV技術と電気デバイス技術

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。

＊ 家庭用電源で電池を充電できるハイブリッド車

Step-3 モーター駆動技術（ハイブリッドシステム）

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-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」）

ベース技術の改善（パワートレイン、軽量化など）

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

電気
自動車

プラグインハイブリッド＊など
ガソリンハイブリッド

水素ハイブリッド

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）

SKYACTIV-G
新世代高効率直噴
ガソリンエンジン

SKYACTIV-CHASSIS
高性能軽量シャシー

SKYACTIV-D
新世代高効率クリーン
ディーゼルエンジン

SKYACTIV-DRIVE
新世代高効率オートマチック
トランスミッション

SKYACTIV-MT
新世代マニュアル
トランスミッション

SKYACTIV-BODY
軽量高剛性ボティ

SKYACTIV技術

セダン／
ハッチバック／
ワゴンなど

SUV／
クロスオーバー

スポーツ

ベース技術（SKYACTIV技術）と電気デバイス技術を搭載した新世代商品＊

小型 中型
ボディサイズ

ボ
デ
ィ
タ
イ
プ

＊ 搭載モデルは国・地域によって異なります
＊（　）の時期に市場導入したモデルです。

ロードスター／MX-5
(2015年5月～)

デミオ／Mazda2
(2014年9月～)

CX-3
(2015年2月～)

新型CX-9
(2015年度末発売予定)

アクセラ／Mazda3
(2013年9月～)

CX-5
(2012年2月～)

アテンザ／Mazda6
(2012年11月～)

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

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


環境 ・ 安全

人材育成 地域貢献

自動車メーカーと
しての責任

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

社会貢献 取り組み基本方針3つの柱
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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。

TOPICS

広島県を中心に開発・生産拠点をもつマツダは、地域経済・地場企業との連携は重要と考えています。その一環として、中国経済産業局・広島県・
広島市などの官公庁、（公財）ひろしま産業振興機構および広島大学を交えた6団体で連携し、自動車関連の地場企業への貢献、地域活性
化や地方創生活動に取り組んでいます。地場企業支援の新しい枠組みと次世代の自動車社会の検討などについて産学官で連携しています。

取り組み基本方針

推進体制

自然災害被災地支援

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。

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。
2014年度実績 ： 国内・海外で400件以上の活動を実施（マツダ
サステナビリティレポート2015【社会貢献版】に約100項目を掲載）。
マツダグループの優れた社会貢献活動に対する表彰制度「マツダ
社会貢献活動優秀賞」を2015年1月に創設。

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。地震や異常気象などが生じた際、マツダ本社と
現地拠点が連携をとり、適切な支援を行っています。
支援事例 ： 東日本大震災／広島豪雨災害（日本）、雲南地震（中国）など。

［日本］広島における産学官連携

マツダ財団
（公財）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地域の自生樹木による庭園づくり

「マツダ社会貢献活動優秀賞」受賞活動担当者

社会貢献



子どもたちの学習支援 ― マツダミュージアム
環境    

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

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  

自然環境保護の推進 ― 渡り鳥の生息環境を提供
環境  

安全運転啓発 ― プロジェクト・イエロー・ライト
安全   
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社会貢献への取り組み
http://www.mazda.com/ja/csr/social/詳細情報

社会貢献活動事例

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１３7万名の
来館者をお迎えし、マツダの歴史や技術など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。

マツダノースアメリカンオペレーションズは、２０１２年から若年層に対する安全運転の促進を
目的としている「プロジェクト・イエロー・ライト」の活動を支援しています。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
る若いレーサーたちが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。

マツダデメヒコビークルオペレーションは、メキシコにおける渡り鳥の生息環境を提供するた
め工場内に調整池を設けるなど、自然環境保護活動を積極的に進めています。環境に配慮し
た水辺を維持するため、工場内最大の貯水池には新たに噴水を設置するなど、よりきれいで
安全な水を渡り鳥に提供するための改良を行っています。

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。

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  

EMPLOYEE'S VOICE

SOSチルドレンズ・ヴィレッジと連携した社会貢献活動の推進を担当しています。これ
は家族と一緒に生活できない子どもたちの支援に加え、子どもたちを取り巻く社会全
体をより良くしようという取り組みです。全ての子どもたちが学校に通い、さまざまな
世代の人たちとコミュニケーションできる機会を提供します。
私たちは各国販売会社と連携し欧州各国における良いプロジェクトに対して車両や
資金の提供を行うとともに、時間をつくってさまざまなボランティア活動へ積極的に参
加しています。

欧州各国の販売会社と連携し家族と一緒に生活できない子どもたちを支援します

マツダモーターヨーロッパ（MME）  エバ・ラング

地域

地域

地域

地域

人材安全

人材

地域

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


■ 誠実
私たちは、お客様、社会、そして仕事に対して誠実で
あり続けます。

■ 基本･着実
私たちは、基本に忠実に、地道で着実に仕事をすすめ
ます。

■ 継続的改善
私たちは、知恵と工夫で継続的な改善に取り組みます。

■ 挑戦
私たちは、高い目標を掲げ、その実現に向けて挑戦し
ます。

■ 自分発
私たちは、自分発で考え、行動します。

■ 共
ともいく

育
私たちは、成長と活躍に向けて、自ら学び、自ら教え
合います。

■ ONE MAZDA
私たちは、常にグローバルにOne Mazdaの視点で
考え、行動します。

マツダ･ビジネスリーダー開発（MBLD）

マツダでは全社的視点を持ったビジネスリーダーの育
成を目的として2000年よりMBLDを実施しています。
国内･海外の全グループ従業員を対象に会社の現状
や将来の方向性についての話し合いを行うものです。
2014年度（MBLD11）は前年度に続いて「ブランド価値
経営」をテーマをとし、ブランド向上のための行動実践に
ついてマツダおよび国内・海外グループ会社の役員・従
業員が参加し議論しました。

Mazda Way 7つの考え方

教育・研修の事例

EMPLOYEE'S VOICE
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マツダは「最大の経営資源は人である」と考え、どこよりも「人」がイ
キイキしている企業を目指しています。その実現のため、国内･海外
のマツダグループ従業員全員で共有する、「Mazda Way」を軸と
した人づくりを進めています。また、「人」の成長と活躍を支えるため
のさまざまな取り組みを展開しています。

基本コンセプト

国内･海外のグループ会社と定期的なコミュニケーションを図りながら、
さらなる人材の交流や共通の視点に基づく風土づくりなどの取り
組みを協働で行っています。
海外のグループ会社においては、現地に根ざした経営ができる体制
を整えています。現地採用した人材のマネジメント登用を積極的に
進め、国・地域の文化に適した働きやすい環境づくりに、グローバル
で取り組んでいます。

グループの人事施策推進体制

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
育成（短期および中期の拠点間での人材交流など）を実施しています。
また、国内・海外グループ会社の採用活動においては、各社独自の
採用方法をとることで、各国・各地域に適した人材を確保しています。

グローバルな人材交流と採用

従業員一人ひとりが成長･活躍目標を持ち、その実現に向けて主
体的に最大限の力を発揮し、やがて会社としての大きな成果につ
ながるよう、さまざまな機会を提供しています。マツダと国内・海外
のグループ会社が目標を共有し、国や地域にかかわらず同品質の
生産、販売ができるよう、職種や役職に応じたさまざまなキャリア
開発・スキルアップ支援のための教育・研修を実施しています。

選択と自己実現のための教育・研修

インドネシア市場のマーケティング・セールス領域を統括しています。チームメンバー
が共通の目標に向かって取り組みつつ、一人ひとりの個性や強みを生かすことができ
るよう、きめ細やかなコミュニケーションを大切にしています。私自身の業務遂行にあ
たってはマツダ本社や上司から十分なサポートを得ています。また、性別に関係なく活
躍の機会を得ることができ、従業員のワークライフバランスが促進されていると感じ
ています。

コミュニケーションを大切にし一人ひとりの個性を生かせる
職場づくりを推進します

PT.マツダモーターインドネシア  アストリッド ・ アリアニ ・ ウィジャナ

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



総務・法務室の事例

（左）後輩 ： 大原 啓道
仕事の進め方の基本として、上
司への報・連・相の徹底や自分
で考えて挑戦するといった習慣
も身に付けることができました。

（右）先輩 ： 石川 真理
大原さんが担当業務を着実に
遂行できるようになるためだけ
のものでなく、私自身の成長に
もつながったと考えています。
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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。
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。

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。

ダイバーシティー（多様性）の実現

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、社内外を問わず全ての企業活動において、人種、国籍、信条、性別、社会
的身分、門地、年齢、精神もしくは身体の障害、性的指向などによる差別や嫌がらせなど、いかなる人権侵害も容認しないと
いう強い信念に基づき、人権侵害を撤廃する決意であることを発表し、活動の対象を国内・海外のグループ会社およびサプ
ライヤーにも拡大し取り組みを進めています。また、国際社会の常識・健全な慣行に従うことを目指し、国際連合「世界人権宣言」

「ビジネスと人権に関する指導原則」や国際労働機関「労働における基本的原則及び権利に関するILO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ています。

人権の尊重の基本的な考え方

人間尊重
http://www.mazda.com/ja/csr/csr_
vision/employee/詳細情報

マツダブループリントについて説明する
MMEのガイトン社長兼CEO

TOPICS

TOPICS

TOPICS

【欧州】マツダブランドと従業員のあるべき姿を示した「マツダブループリント」作成

［日本］OJTコーチ制度

【タイ】従業員との対話を促進する「目安箱」

マツダモーターヨーロッパ（MME）は、欧州で働くマツダグループのメンバーが「マツダが目指すべ
き方向性」や「お客さまへの提供価値」を共有するための行動指針として「マツダブループリント」＊

を作成しました。これに基づき、欧州で働く従業員やマネジメントに適用する「仕事への取り組み行
動の評価基準」を改訂し、2015年初頭から導入しました。見直しにあたっては、欧州各拠点の人事
部門のリーダーが集まり、社外専門家の意見も交えました。
＊以下の４つを示したもの。「私たちはなぜ存在するのか」「私たちは何者か」「私たちはどのように目的を達成 
  するのか」「私たちは何をお客さまにどのような体験を提供するのか」

マツダでは事務･技術系の新入社員を対象としたOJTコー
チ制度を導入しています。職場の先輩がコーチとして、
後輩に業務のアドバイスを行うなど相談相手になること
で、「新入社員の育成」「コーチの成長」「職場の活性化」
につなげています。

2015年1月に量産を開始したマツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）では、従
業員との対話を目的として、「目安箱（Suggestion Box）」を設置しています。食堂など3カ所に箱
を設置し、従業員が匿名で自由に意見や要望を提案することができます。提案内容については、
労務案件などを除き原則全件について対応案を公表しています。2014年度は約450件の提案
がありました。
目安箱に寄せられた意見への対応例 ： 暑熱対策として作業場に扇風機を増設し、各職場にクーラーの付い
た休憩所を設置

http://www.mazda.com/ja/csr/csr_vision/employee/
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マツダを取り巻くすべてのステークホ
ルダー

お客さま

従業員

ビジネス
パートナー

グローバル社会
地域社会

株主・投資家次世代の
人々

Mazda Way

コーポレートビジョン

お客さま満足

人間尊重

情報開示環境保全

コンプライアンス社会貢献

日々の事業活動

CSR

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（P13-15）」「環境保全（P16-18）」「社会貢
献（P19-20）」「人間尊重（P21-22）」「コンプライアンス（P24）」「情報開示」
の6つに分類し、自らの活動を評価しています。

「Mazda Way」（P21参照）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、マツダを取り巻く全てのステークホルダー（マ
ツダに関わる人々）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
主題に沿って各年度のCSR目標を策定し、取り組みを進めています

（2013年度より実施）。

基本的な考え方

マツダは、企業の持続的成長にとって重要なステークホルダーとの
対話を通じ、マツダグループの主な責任と課題を明確にし、改善の
努力をしながら日々の業務に取り組んでいます。対話から得られた
結果は各関連部門あるいは委員会に報告し日常業務の企画と改善
に役立てています。

ステークホルダーとの対話

マツダのCSR

EMPLOYEE'S VOICE

従業員に対するCSR研修の講師を担当しています。
マツダの最新の取り組みや社内外の環境変化を反映し、定期的に研修内容を見直し
ています。
企業ブランドの価値を高めるために、参加者一人ひとりが自分の業務とCSR取り組み
の関係性をイメージできるよう、事例を交えて説明するよう心掛けています。
人に教えることでCSRに対する自分自身の理解も深まるとともに、ボランティア活動
への参加意欲なども向上しました。
今後も質の高いCSR研修を継続的に行えるよう、高い視点・広い視野を持って実直に
取り組みます。

社内外の動向変化を踏まえ業務に役立つCSR研修を行います

CSR・環境部  大野 潤一

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。グローバルスタンダードに沿ったCSR経営を目指します。

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

TOPICS

マツダデザインについての対話
マツダデザインに対する関心の高まりを踏まえ、2014年12月、広島県立美術館地下講堂
にて、広島では2回目となる「サステイナブル“Zoom-Zoom”フォーラム2014 in 広島」を
開催しました。「魂

こ ど う
動デザイン（P13参照）」プレゼンテーション、デザイナー・開発者との対

話型ワークショップを通じて、マツダやマツダの技術・デザインに対する参加者の理解を促
進するとともに、参加者の意見や要望を伺いました。

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

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」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

EMPLOYEE'S VOICE

国・地域によって異なるビジネス環境や
慣習の理解を重視しています
海外子会社の業務監査や監査委員会の運営を担
当し、各会社に適した内部統制の体制整備・効率的
運用につながる提案ができるよう取り組んでいます。
2014年10月に営業を開始した南アフリカの販売
統括会社を訪問した際、現地の状況を把握するとと
もに、マネジメントや各担当者と内部統制の重要性
について共有、内部統制構築への継続したサポート

の必要性を認識しました。今
後も経験を積み、グローバ
ル視点での判断力をさらに
向上させるなど、監査人とし
てのスキルを磨き続けます。

グローバル監査部
池内 陽子

サプライヤーとのモノづくりにおける連携強化

TOPICS

サプライヤーと共に品質向上・生産性改善の取り組
みを進めています（P12参照）。海外における活動に
当たっては国民性や文化の違いを尊重し、現場の改
善活動を継続的に推進しています。
タイでの活動風景

総務・法務室  吉松 尚樹

EMPLOYEE'S VOICE

コンプライアンス推進担当として、リスク・コンプライアンス委員会の運営をはじめ、教
育ツールの提供や研修などの啓発活動を行っています。また、コンプライアンスに関す
るさまざまな問い合わせに対応するとともに、関係部門と連携し、各部門の適正な業
務遂行を支援しています。2014年度は、社内外への情報発信時に留意すべき事項を
まとめたチェックシートを全社へ展開し、改めて著作権の適正利用を推進するとともに、
人権、その他法的観点に関わる法令など違反リスクの未然防止対策を強化しました。
今後も、マツダブランドを毀損することのないよう、マツダおよびマツダグループにお
けるコンプライアンス確保のための取り組みを推進していきます。

コンプライアンス確保のための取り組みを推進します

http://www.mazda.com/ja/csr/csr_vision/management/
http://www.mazda.com/ja/csr/csr_vision/distributor/
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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

1945.12 1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

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他、裁判所、報道機関などに貸与。
　　　　 県庁の全機構がマツダに移転（～1946.7）

1951.12 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  防府中関トランスミッション工場操業開始

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、現・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  新ブランドスローガン「Zoom-Zoom」展開
2002.6 ルイス・ブース社長兼CEO就任

2003.8 井巻久一社長兼CEO就任

2004.11 中期計画「マツダ モメンタム」発表

2003.1   中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
              生産開始

2005.8 中国技術支援センター開設

2007.3 中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表
2007.3 技術開発の長期ビジョン
           「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」策定

2006.5   美祢自動車試験場開設

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

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  マレーシアのベルマツとの合弁会社
             「マツダマレーシア」設立
2012.11トヨタとメキシコ新工場におけるトヨタ車生産について合意

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

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〈初代〉日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1982.9
｢カペラ｣フルモデルチェンジ

（1982-1983日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1989.9
初代「ロードスター」発売

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

1930

1990

2000

2010

1950

1940

1960

1970

1980

2007.7   国内自動車生産累計4,000万台達成

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

2007.4　中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）操業開始

1963.3  国内自動車生産累計100万台達成

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台達成

1995.4   国内自動車生産累計3,000万台達成

経営領域 商品領域※

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～

※発売時期は国内を基準に掲載 ※発売時期は国内を基準に掲載

2013.11 
「アクセラ」フルモデルチェンジ

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

2015.2　「CX-3」発売

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任

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

2015.1　タイのトランスミッション工場
 「MPMT」操業開始
2015.4　「構造改革ステージ2」発表
2015.4　新コーポレートビジョン制定
2015.5　トヨタと業務提携に向け基本合意
 （クルマの魅力向上のための具体的な協業検討開始）

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」フルモデルチェンジ
（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）

1920

2015

経営領域 商品領域※

2015.5
「ロードスター」
フルモデルチェンジ
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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

1945.12 1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

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他、裁判所、報道機関などに貸与。
　　　　 県庁の全機構がマツダに移転（～1946.7）

1951.12 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  防府中関トランスミッション工場操業開始

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、現・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  新ブランドスローガン「Zoom-Zoom」展開
2002.6 ルイス・ブース社長兼CEO就任

2003.8 井巻久一社長兼CEO就任

2004.11 中期計画「マツダ モメンタム」発表

2003.1   中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
              生産開始

2005.8 中国技術支援センター開設

2007.3 中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表
2007.3 技術開発の長期ビジョン
           「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」策定

2006.5   美祢自動車試験場開設

2008.11 山内孝社長兼CEO就任

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  マレーシアのベルマツとの合弁会社
             「マツダマレーシア」設立
2012.11トヨタとメキシコ新工場におけるトヨタ車生産について合意

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

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〈初代〉日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1982.9
｢カペラ｣フルモデルチェンジ

（1982-1983日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）

1989.9
初代「ロードスター」発売

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

1930

1990

2000

2010

1950

1940

1960

1970

1980

2007.7   国内自動車生産累計4,000万台達成

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

2007.4　中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）操業開始

1963.3  国内自動車生産累計100万台達成

1987.4   国内自動車生産累計2,000万台達成

1995.4   国内自動車生産累計3,000万台達成

経営領域 商品領域※

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～

※発売時期は国内を基準に掲載 ※発売時期は国内を基準に掲載

2013.11 
「アクセラ」フルモデルチェンジ

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

2015.2　「CX-3」発売

2013.6   小飼雅道社長兼CEO就任

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

2015.1　タイのトランスミッション工場
 「MPMT」操業開始
2015.4　「構造改革ステージ2」発表
2015.4　新コーポレートビジョン制定
2015.5　トヨタと業務提携に向け基本合意
 （クルマの魅力向上のための具体的な協業検討開始）

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」フルモデルチェンジ
（2014年次RJCカーオブザイヤー受賞）

1920

2015

経営領域 商品領域※

2015.5
「ロードスター」
フルモデルチェンジ



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】2015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 （2015年6月1日現在）

人権・環境配慮

その他の情報

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、広島県県有林における間伐促進プロジェ
クト（J-VER）によってオフセットしています。

54115053828051 ： 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/本レポートの記述には、マツダ株式会社および、そのグループ会社の過去の事実から、将来の事業環境に関する予測、事業に関する計画などさまざまな情報を記載しています。これらの掲載事項は、
記述した時点で入手できた情報に基づいたものであり、将来、諸与件の変化によって異なったものとなる可能性があります。読者の皆さまには、以上をご了解いただきますようお願い申し上げます。

■ 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。

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

発行 ： マツダ株式会社　CSR・環境部／総務・法務室
0768-037〒　1-3地新町中府郡芸安県島広 ： 地在所社本

月9年5102 ： 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の「気候変動」調査（ジャパン500）：2014年度は情
報公開度スコアは87点、パフォーマンススコアはBと評価
されました。

Ethibel EXCELLENCEに
選定されています。

第三者意見
マツダサステナビリティレポート2015【詳細版】に対する第三者意見をウェブサイト
に掲載しています。
http://www.mazda.com/ja/csr/advice/

FTSE4Goodに選定
されています。

MSCI Global Sustainability Indexに選定されています。

「守るために変えていく」をキーワー
ドに開発された4代目ロードスター
／MX-5。25年前に誕生した初代
から引き継ぐ「ワクワクできる走り」
とともに、環境・安全性能を追求し
ています。マツダグループは地球・
社会と共存できるクルマづくりに挑
戦し続けます。

表紙について

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

マツダ技報
http://www.mazda.com/ja/investors/
library/annual/

アニュアルレポート2015

http://www2.mazda.
com/ja/csr/download/

マツダサスナビリティ
レポート2015
（詳細版および社会貢献版）http://www.mazda.co.jp/

公式ウェブサイト
（商品・販売・カスタマーサービス情報）http://www.mazda.com/ja/

公式ウェブサイト（企業情報）

http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire_digest/
http://www.mazda.com/ja/
http://www.mazda.co.jp/
http://www2.mazda.com/ja/csr/download/
http://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/gihou/
http://www.mazda.com/ja/csr/csr_vision/about/
http://www.mazda.com/ja/csr/advice/
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