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編集について

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2015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
2016【詳細版】」（137ページ）、「マツダサステナビリティレポート2016【社
会貢献版】」（47ページ）は別途ウェブサイトに掲載しています。

編集方針

2015年4月から2016年3月を中心に報告。一部、2016年4月以降の活動も
報告しています。

対象期間

	 ・	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。

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。

1.
2.
3.

カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供します。

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。

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。

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

マツダについて

「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

※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）”

コミュニケーションの核となる企業シンボルとして1975年に制定しました。
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

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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拠点紹介（2016年6月30日現在）

その他の情報

中国

タイ

ロシア※2

　

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）

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

本社・本社工場

三次事業所

防府工場
美祢自動車試験場

東京本社

オペレーションズ（米国）
マツダノースアメリカン

メキシコ
ベトナム※1

マレーシア※2

■ 主要拠点の詳細はアニュアルレポート2016（P14-15）参照　http://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/

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

●

■

※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）。
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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2016

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

マツダサステナビリティ
レポート2016
（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://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/ja/
http://www.mazda.co.jp/
http://www.mazda.com/ja/csr/download/
http://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/
http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/gihou/


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

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

　2016年3月期、マツダグループを取り巻く環境は、
中国をはじめとした新興国経済の成長鈍化などがあ

構造改革プランの主要施策を
着実に推進することができました

りましたが、「構造改革プラン」※1の最終年度として、財
務基盤強化やマツダらしい魅力ある商品とサービス
の提供をはじめとしたブランド価値向上につながる主
要施策を着実に推進することができました。
　革新的なベース技術である「SKYACTIV技術」とデザ
インテーマ「魂動(こどう)-Soul of Motion」(P13参照)
を採用した新世代商品群は国内・海外で高い評価をい
ただいています。2015年5月に導入したロードスター
／MX-5は「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」および「ワー
ルド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」を受賞すること
ができました。また、グローバル販売計画の80％を北
米市場が占める北米戦略モデルとして、新世代商品群
の最上級車種に位置付ける新型クロスオーバーSUV
のCX-9を2016年2月に生産開始しました※2。マツダ
車におけるSKYACTIV技術の搭載比率は2016年3月
期に86%まで増加し、収益改善、ブランド強化、環境・安
全性能の高いクルマの普及などに貢献しました。

※1 「 SKYACTIVによるビジネス革新」「『モノ造り革新』によるさらなるコスト改善の加速」
　　「新興国事業強化とグローバル生産体制の再構築」「グローバルアライアンスの推進」の
　　4主要施策から成る。
※2  2016年5月発売。

　マツダのビジネスは、カーライフを通じて人々に人
生の輝きを提供する一方で、特に地球温暖化やエネル
ギー・資源不足、交通事故などの社会課題に関係があ
り、また影響を及ぼしていると認識しています。これら
の課題に対応するため「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」(P7参照)に基づき取り組みを進めています。環境・
安全性能の開発をさらに強化し、「SKYACTIV技術」
(P17-18参照)搭載商品の継続的進化や次世代商品
の開発を開始しています。

技術革新を通じて
持続可能な社会に貢献します
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　「構造改革プラン」の主要施策はおおむね計画通り
に実行してきたものの、個々の領域を見ると、効率面

ビジネスの質的成長を図り
ブランド価値の向上を加速します

　マツダは広島県と山口県にある国内生産拠点にお
いて85万台以上の生産台数と、それに関連する雇用
を維持しつつ、海外工場の生産効率向上を進めていま

社内外の変化を踏まえ
CSR（企業の社会的責任）取り組みを
進化させます

構造改革ステージ2

構造改革は、質的成長とブランド価値向上のステージへ

商品・開発

ブランド・販売

・販売戦略浸透に向けた現場改革を推進
・お客さま保有体験の向上

・新世代商品群の継続的進化
・次世代技術／商品の開発・投入開始

財務基盤強化

・強固な財務基盤構築
・配当性向改善

グローバル生産

・モノ造り革新をグローバル展開しコスト改善加速
・工場稼働率最大化により販売拡大をサポート

【2019年3月期 経営指標】　　（為替前提 USドル120円／ユーロ130円）
グローバル販売台数　　　　　 165万台
営業利益率　　　　　　　　　  7%以上
自己資本比率　　　　　　　　45%以上
配当性向　　　　　　　　　　20%以上

での改善や効果を最大化させる余地があります。これ
らを一層強化することに主眼を置き2017年3月期か
ら新しい中期経営計画「構造改革ステージ2」をすすめ
ビジネスの質的成長を図り、ブランド価値の向上を加
速します。事業環境は急激に変化していますが、そうし
た外部環境の変化を慎重に見極め、スピード感をもっ
てこれに対応していきます。
　マツダは130以上の国と地域で販売を行い、世界
7カ国に生産拠点を有しています。バリューチェーン全
体でグローバル最適なビジネス遂行ができる体制づ
くりを強化し、質的成長を進めていきます。また、各国・
各地域のビジネスパートナーがおのおのの法令を順
守するのみならず文化や習慣などを尊重し個々の活
動を推進しながらも、マツダグループ全体で経営の方
向性などを共有し、相互研鑽できる環境づくりを進め
ることによりブランド価値の向上を進めます。

す。その中、日本で培ったモノづくりの技術をはじめ、
環境マネジメントシステム、安全衛生管理手法などを
海外拠点に展開することは、地域コミュニティへの貢
献にもつながると考えています。近年、特に新興国で
のビジネスを拡大しつつありますが、新しく進出した
国においても現地のビジネスパートナーと連携しなが
ら地域に根ざした身近で親しみのある存在となるよう
CSR取り組みを進めています。
　2016年3月期は国連による持続可能な開発目標
(Sustainable Development Goals : SDGs)の策
定、COP21※3における温室効果ガス排出量削減目標
採択など、社会動向において大きな転換のあった年で
あると認識しています。このような社会動向や、マツダ
を取り巻くビジネス環境を考慮し、また、マツダの中期
経営計画を踏まえて、CSR取り組みを進化させています。

＊ マツダサステナビリティレポート2016【詳細版】、アニュアルレポート2016ではさらに詳しい
　トップメッセージを掲載。

基本に忠実・誠実な行動を通じて
ブランドを守り社会に貢献し続けます

　ブランドは「人がつくり、人が守り、人が発展させるも
の」であると考えます。グループ内従業員一人ひとりが「お
客さまや地域社会をはじめとして、マツダにかかわるあ
らゆる関係者を大切にする」、そして「それぞれの仕事に
対して誠実であり続ける」「基本に忠実に正しいことを
着実に行う」という風土の下に仕事を進めて初めて、マ
ツダブランドの将来があると考えています。
　ビジネス構造や外部環境が変化し、企業が果たすべ
き社会的責任や対応すべき社会課題はますます大きく
なりつつありますが、その一つひとつに真剣に向き合い
最善を尽くして対応していくことが大切です。今後もマ
ツダに関わる世界中のステークホルダーの方 （々マツ
ダグループの企業経営に対してつながりを持つ関係
者）から真に信頼される企業へとさらに成長できるよ
う、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。

※3 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議
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主要商品ラインアップ

2015年度グローバル販売トップ10市場

130カ国以上

販売国・地域数

1,047社

一次サプライヤー数　

マツダのバリューチェーン

2015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） 99%
障がい者雇用率

（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）。

46,398名

従業員数

海外拠点の現地マネジメント率 67%
売上高

3   4,066
営業利益

2,268億円
前年度比
12%増

国内生産台数・海外生産台数
（国内）

（海外）
98  9万　 千台

58  2万　 千台

前年度比

12%増%86
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

　 ）

20.0 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

販売・アフターサービス 使用済自動車のリサイクル

世界130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

研究・開発 購買 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1,047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7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

（2016年3月31日現在）

外国法人等
40.5%
243,165千株

金融機関
30.4%
182,302千株

個人・その他*
18.2%
109,004千株

その他の法人
7.8%
46,717千株

証券会社
3.1%
18,686千株

売上高 営業利益／営業利益率
（億円／%）　■■営業利益　　営業利益率

2016

2,029

2015

1,821

2014

3.7 3.6
3.4

4.9 4.3

2.6

29.4

35.2
37.4

6.8 6.7 6.7

（3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益

2016

1,588

2015

1,357

2014（3月期）

（億円）　■■売上高　　 （億円）　■■当期純利益

2016

30,339

2015

26,922

2014（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

2016

1,084

2015

994

2014（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

2016

8,696

2015

6,607

2014（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

2016

1,310

2,268

1,344

34,066

1,166

9,540

892

2015

1,332

2014（3月期）

中国

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

33,904販売
生産

日本 北米 欧州 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 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

44,803

2,34422,658

369,248

207,517

182,702

457,301

30,993

5,448

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2016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2015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

117,476
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

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

9,041
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

4,846
BIANTE
ビアンテ グローバル販売台数

英国米国 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

232,350235,024

71,032

47,997 42,380

24,657

58,91759,961

116,193

305,783
日本
15.1%
（232千台）

欧州
16.8%
（257千台）

北米
28.6%
（438千台）

中国
15.3%
（235千台）

その他
24.3%
（372千台）

グローバルで地域別に
バランスのとれた販売構成

153  4万　    千台
9.8％増前年度比

兆 億円
前年度比
12%増

前年度比

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

3.1 t-CO2/億円減

* 「個人・その他」には自己株式が含まれています。
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主要商品ラインアップ

2015年度グローバル販売トップ10市場

130カ国以上

販売国・地域数

1,047社

一次サプライヤー数　

マツダのバリューチェーン

2015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） 99%
障がい者雇用率

（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）。

46,398名

従業員数

海外拠点の現地マネジメント率 67%
売上高

3   4,066
営業利益

2,268億円
前年度比
12%増

国内生産台数・海外生産台数
（国内）

（海外）
98  9万　 千台

58  2万　 千台

前年度比

12%増%86
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

　 ）

20.0 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

販売・アフターサービス 使用済自動車のリサイクル

世界130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

研究・開発 購買 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1,047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7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

（2016年3月31日現在）

外国法人等
40.5%
243,165千株

金融機関
30.4%
182,302千株

個人・その他*
18.2%
109,004千株

その他の法人
7.8%
46,717千株

証券会社
3.1%
18,686千株

売上高 営業利益／営業利益率
（億円／%）　■■営業利益　　営業利益率

2016

2,029

2015

1,821

2014

3.7 3.6
3.4

4.9 4.3

2.6

29.4

35.2
37.4

6.8 6.7 6.7

（3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益

2016

1,588

2015

1,357

2014（3月期）

（億円）　■■売上高　　 （億円）　■■当期純利益

2016

30,339

2015

26,922

2014（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

2016

1,084

2015

994

2014（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

2016

8,696

2015

6,607

2014（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

2016

1,310

2,268

1,344

34,066

1,166

9,540

892

2015

1,332

2014（3月期）

中国

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

33,904販売
生産

日本 北米 欧州 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 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

44,803

2,34422,658

369,248

207,517

182,702

457,301

30,993

5,448

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2016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2015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

117,476
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

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

9,041
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

4,846
BIANTE
ビアンテ グローバル販売台数

英国米国 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

232,350235,024

71,032

47,997 42,380

24,657

58,91759,961

116,193

305,783
日本
15.1%
（232千台）

欧州
16.8%
（257千台）

北米
28.6%
（438千台）

中国
15.3%
（235千台）

その他
24.3%
（372千台）

グローバルで地域別に
バランスのとれた販売構成

153  4万　    千台
9.8％増前年度比

兆 億円
前年度比
12%増

前年度比

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

3.1 t-CO2/億円減

* 「個人・その他」には自己株式が含まれています。
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商品戦略本部長 小島 岳二

環境 Interview
　2015年12月のCOP21※1において、世界150カ国・地域
が協力し、地球温暖化対策に取り込むという歴史的な「パリ
協定」が採択され、今後、CO2排出源の一つとして自動車業
界における環境対応が、ますます重要となってきます。
　クルマの動力は現在主流の内燃機関に加え、電気・水素
など多様化しています。それぞれCO2排出に関して特性が
あり、国や地域で利用できるエネルギーも異なります。例えば、
電気自動車は走行中にCO2を排出しませんが、火力発電
が多くの割合をしめる国や地域においては、発電の段階で
CO2が排出されます。ライフサイクル全体で見ると、こうし
た電源特性を持つ国・地域においてはCO2排出量は必ずし
も削減されません。一方、水力発電で多くの電力をまかなう
ノルウェーなどにおいて電気自動車が普及することはCO2

排出の抑制に貢献します。
　マツダは商品を通じた地球温暖化対策を進める中で、ク
ルマのライフサイクル全体におけるCO2排出を評価しなが
らマルチソリューション(複数の解決策)を持つことが重要だ
と考えています。この考えの下、マツダは「タンク・ツー・ホイー
ル(燃料タンクから車両走行まで)」※2だけを考えるのではなく、

「ウェル・ツー・ホイール(燃料採掘から車両走行まで) 」※3と
いう視点を踏まえ研究開発を進めています。

※1 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議
※2 Tank-to-Wheel、直訳すると「燃料タンクから車輪まで」。本文では「燃料タンクから車両
　　走行まで」という意味で言及。
※3 Well-to-Wheel、直訳すると「油井から車輪まで」。本文では「燃料採掘から車両走行まで」
　　という意味で言及。

マツダは技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を2007年に公表し、「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しています。
130年前に発明されたクルマは、大量生産システムの進化により、「個人の自由な移動による生活の充実」という価値を
提供することで社会に貢献してきました。グローバル視点で見れば、新興国での人口増加などを背景に自動車市場は継続
して成長しています。クルマは人々の生活に無くてはならない存在となっている一方で、環境・安全面などの社会課題も
生じています。
国・地域により、エネルギー事情やインフラ環境など、クルマを取り巻く環境の違いがあることを踏まえつつ、マツダは、
コーポレートビジョンにあるように「地球や社会と永続的に共存するクルマ」が提供できるよう価値の創造を追求しています。

地球や社会と永続的に共存するクルマの追求
〜「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の両立〜

特 集 1

「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（P1参照）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 ：

「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。

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」

国・地域の最適な
CO2削減の解決策を提供
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る歓び」と「安全」を両立できるマツダらしい自動運転技術を
追求し研究・開発を進め交通事故のさらなる低減に貢献します。
　マツダは、安全技術の開発において、「個人の自由な移動
による生活の充実」という価値を将来にわたり維持し、「楽し
く運転することで心と体が活性化する」というクルマの効用
を大切にしています。クルマの運転には一定の技能（スキル）
と集中力が必要であり、「運転中は心身が活性化し元気になる」
という事例が見られます。
　昨今、先進国では「高齢化」が社会課題となりつつあります。
ドライバーを適切にサポートできるクルマの研究・開発は、高
齢者への安全かつ自由な移動手段の提供のみならず、心身
の能力低下を抑制し「老いの予防」という視点でも貢献でき
る面があるのではないかと考えています。

安全 Interview

　クルマづくりを通して交通事故低減に貢献するため、「ドラ
イバー・人間を尊重する」とするマツダが目指す安全性能の
考え方「Mazda Proactive Safety」（P15参照）に基づき研究
開発を進めています。
　平常時における運転においては不安・ストレスを軽減でき
るよう、主要な運転操作機器の配置や操作性向上などによ
る良好な運転環境と優れた運転視界を提供し、お客さまの安
全運転をサポートします。その一方で、常にお客さまの動き・
状況を検知し、必要に応じて情報提供や警報など適切なサポー
トを行います。マツダはi-ACTIVSENSEとしてすでにさまざ
まな技術を導入し、継続的に進化させています（P15参照）。
　さらに、ドライバーは「時として避けられないミスを起こす」「健
康状態は常に万全ではない」との前提に基づいた将来技術
の可能性をマツダは模索しています。常にドライバーの状態
を検知し「お客さまが正しく運転できていない」とクルマ側が
判断した場合、「『お客さまを危険にさらさない』『危険を周囲
に波及させない』という社会的な責務」としてクルマ側がお客
さまの判断に優先して操作します。自動で外部に連絡、他の
人や周辺を危険な状態にさせない「最適な場所」にクルマが
自動で移動し、周辺の安全を確保。事故の発生を防止すると
いうもので、クルマ側はあくまでもお客さま自身による運転を
サポートする位置づけであると考えています。
　現在、自動車業界では「自動運転技術」や「ドライバーの状態

（安全運転の基本である認知・判断・操作など）を把握する技術」
などについてさまざまな研究・開発が進められています。マツ
ダは大学や研究機関、サプライヤーの皆さまと協力・連携し、「走

統合制御システム開発本部
副本部長

吉岡 透

　タンク・ツー・ホイール視点では、従来の燃料インフラを
そのまま利用できることから世界で 最も利用されてい
る内燃機関をさらに深化させるため、SKYACTIV技術の
Generation2モデル開発を進めるとともに（P17-18参照）、
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）に基づき、電気を動力とした自動車の継続的
な研究・開発を含め電動化を進めています。また、ウェル・
ツー・タンク視点では、産学官連携による調査・研究などを
着実に進めています。
　これらを通じて、ご利用いただく国・地域に最適なCO2削
減の解決策を提供できるよう、今後も、ウェル・ツー・ホイール
の視点で研究・開発を進めていきます。 ＊化石燃料を採掘して車両走行する場合

特集1   地球や社会と永続的に共存するクルマの追求

ウェル
（燃料採掘=Well）

タンク
（燃料タンク=Tank）

給油 走行（内燃機関）製油

充電 走行（電気自動車）発電

ホイール
（車両走行=Wheel）

ウェル・ツー・ホイール概念図＊

CO2

CO2 CO2

CO2

自動運転技術のマツダらしい活用

ウェル・ツー・ホイール（燃料採掘から車両走行まで）

ウェル・ツー・タンク
（燃料採掘から燃料タンクまで）

タンク・ツー・ホイール
（燃料タンクから車両走行まで）
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ブランド価値経営のさらなる推進
　マツダグループは、お客さまをはじめとする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、商品および企業のブラン
ド価値向上を目指す取り組みを進めています。ステークホルダーの皆さまから信頼され支持していただくことを通して、ビジネスを成
長させ企業価値を高めるという考え方を「ブランド価値経営」と呼び2013年より本格的に推進しています。

お客さまと特別な絆を持つブランドへ
　マツダグループは、2016年度より開始した新中期経営計画「構造改革ステージ2」において、ブランド価値向上のための主要施策
の1つとして「グローバル販売・ネットワーク強化」を掲げています。クルマを販売している130以上の国と地域において、お客さまと特
別な絆を築くことを目指し、お客さまのブランド体験向上に重点を置いた現場改革を推進しています。

従来のコミュニケーションからの深化
　2002年、“Zoom-Zoom(ズーム・ズーム)"というブランドスローガンを全世界で発信し、スポーティーな商品ラインアップとの相
乗効果で、現在につながるマツダのブランドイメージを形成することができました。Zoom-Zoomとは「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。しかし、それは当初マーケティング上のコミュニケーション戦略にとどまる傾向にあり、お客さまとの絆を築くという視点で販売会社、
販売店において具体的な日々の行動につなげていくためには、取り組みを深化させる必要がありました。

お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドへ
〜マツダのブランド価値向上の取り組み〜

特 集 2
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特別な絆を築くために必要な3つの視点
　特別な絆を築くためには、お客さまとの全ての接点、つまりお客さまがマツダ
車を保有している間だけでなく、購入前、さらにクルマを手放した後も視野に入
れる必要があると考え、販売・マーケティング・カスタマーサービスなどの関係部
門合同で検討チームを立ち上げました。チームで意見交換を繰り返した結果、取
り組むべき3つの視点をまとめました。
　1つ目の視点は、お客さまの人生に寄り添うこと。幼い時は家族が運転する車
に乗り、やがて自らカーライフを楽しみ、高齢となっても誰かに乗せてもらうクルマ。
その長い歳月、マツダとマツダ車を身近に感じ続けていただくことです。2つ目は、
いつもワクワクする発見や刺激を提供し、お客さまが時間の経過とともにマツダ
との絆をより強く感じていただけるような関係性を継続的に保つこと。そして3
つ目は、「マツダだからできる」「マツダならでは」という視点にこだわること。例えば、
本社のある広島へのこだわり、走る歓びにかける想いなどがそれに当たります。

戦略を共有しつつ各国・各地域の文化を尊重
　3つの視点を販売現場の人により深く理解・共感いただくため、国内・海外の
販売会社※のメンバーにマツダ本社や工場を訪れてもらう機会を数多く設けました。
マツダ車共通の考え方・こだわりへの理解を深めるとともに、マツダ車を通して
お客さまに提供しようとする共通のブランド価値を訴え続け、徐々に認識を高め
ていきました。
　本社から3つの視点の方向性を示し理解・共感いただいた後の具体的な施策は、
地域性をよく知る販売の現場に委ねます。その国の文化や慣習に適したきめ細か
な対応をするため、また、お客さまのニーズや考え方を理解・尊重するためです。
マツダグループは規模が大きいとは言えませんが、そのため、各国・各地域との
連携がとりやすく、また地域ごとの優れた事例などをグループ全体で共有するこ
とが可能です。
※海外ではディストリビューター・ディーラーを指す。

共に価値を創造する「共創」で「絆」をつくる 
　「ブランド価値経営」に対する一貫した想いがマツダ本社において部門を超え
た協業を生み、次第にグループ全体へと浸透する体制が整い始め、さらには、さ
まざまな対話から得た知見をもとにした「新たな価値の創造」、言い換えると「共創」
の風土ができつつあります。「共創」活動を通じてマツダグループは、お客さま一
人ひとりの豊かな人生につながるようなカーライフを提供し、その結果、お客さま
との「特別な絆」を築くことができると考えています。

契約
納車

普段の
カーライフ

興味
検索

店・スタッフ
との

ふれあい

買換
検討

点検
修理
代車

試乗
商談

ブランド
との

ふれあい

お客さまとの全ての接点

お客さまとの特別な絆
〜対話風景（東京モーターショー2015）〜

各国・各地域の文化や慣習に適した
ブランドコミュニケーションのスローガン 

（2016年7月現在 ）

【豪州】Imagination Drives Us

【北米】Driving Matters

【日本】Be a driver.

【中国】BREAKER+越己・心力量

【欧州】Defy Convention

特集 2   お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドへ
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お客さまとの絆づくりのための社内の変化
　お客さまにマツダの商品や企業への愛着を高めていただくことを通じて、お客さまとの特
別な絆を築くことを目指しています。マツダ車に関わる全ての関係者が同じ目標を共有し、
人・商品・価格・機会・販売促進という5つの領域でブランド体験を提供できる施策を一貫し
て行っています。一貫性をもった取り組みが進んでいる背景には2013年にトップマネジメン
トチームが「ブランド価値経営の推進」を宣言し、それをテーマに研修や対話を繰り返し、大切
にすべき考え方がマツダグループ内に根付き始めたからでしょう。従来は、マツダ本社内に
おいても部門が異なると同じ視点で施策を進める機会は必ずしも多くなかったと感じていま
す。その状況が「ブランド価値経営」推進により打破され、開発・生産・マーケティング・販売・カ
スタマーサービスなどの各部門が連携し「共創」を目指す体制が整いつつあります。
　これまでも各部門が「共創」の必要性を感じていたものの、なかなか実現できずにいたのだ
と思います。その中で、目指すべき方向がトップマネジメントから示され目の前がパッと開け
たのではないでしょうか。
　関係者がそれぞれの課題を出し合い、共に解決策を考える中で小さいながらも成功事例
を積み重ねることを通じて、私たちは共創の重要性を認識しつつあると感じています。

地道な活動がやがて大きな成果となっていく
　国内・海外の販売会社向けイベントについて、これまではマツダ本社のマーケティング・販
売部門中心に企画・実施していましたが、現在では、マツダ本社の開発やデザイン、生産技術
などのつくり手の担当者にも参加してもらっています。実際のクルマづくりに直接携わったメ
ンバーが商品への想いを語り、その想いを受けとめた各販売会社のリーダーが会社に持ち帰り、
社内に伝えていくというもので、マツダ本社と販売会社の「共創」のための対話の場にもなっ
ています。東京モーターショー2015※1では、一般のお客さまと開発担当者との対話をテーマ
としたイベントを企画し、社内外で大きな反響を得ることができました。この対話をマツダグルー
プがお客さまとの「共創」を実現するための貴重な対話の機会として捉え、現在、ジュネーブ、
ニューヨーク、北京などの海外モーターショーにおいても同様の企画を推進中です。ファンづ
くりは、一朝一夕でできることではありません。このような対話を通じた地道な活動こそが、
やがて世界中のたくさんのお客さまとの絆づくりにつながると信じて取り組んでいきます。 
※1 2015年10月30日〜11月8日。

お客さまとの一つひとつの対話がやがて固い絆に

世界中に直接届ける、開発への想い
[共創会:海外拠点・ディストリビューターとの絆]

新商品の発売前に、開発、デザイン、生産担当などが海外へ赴き、新
商品を紹介する場を設定。つくり手と販売会社関係者が意見交換
を行い市場導入の進め方を共に検討します。つくり手が目の前で
プレゼンテーションを行うことで、マツダ車について商品の特色と
ともに商品に込められた想いをお客さまに伝えることができる販売
スタッフの育成につながっています。また、本社従業員は、販売会社
の方々の熱意に直接触れ、つくることへの誇りと責任をあらためて
強く認識する大切な機会となっています。

顔の見えるブランドへの挑戦　
[東京モーターショー2015]

東京モーターショー2015ではトークセッションや講演など来場者と
の直接対話の機会を設定。さらに、マツダブースでは華やかなコン
パニオンではなく開発担当者が中心となった対応を行いました。ご
質問に対して「つくり手」の想いを交えながら丁寧にお答えすること
を重視し、例えば20年来ロードスター（海外名：MX-5）をご愛顧いた
だいている方に対しては、展示している新型車の説明に加え、現在
お持ちのクルマに乗り続けていただく場合のメンテナンス方法を説
明。来場者のSNS投稿により大きな反響を得ることができました。

グローバル販売＆マーケティング本部
ブランド戦略部長

貫名 洋次
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「お客さまにブランド体験を提供する」サービスを追求
　カスタマーサービス部門の業務は、整備の知識・技術のプロフェッショナルとして、お客さま
に安全・安心な保有体験を提供することです。従来は、クルマを購入された後の修理・メンテ
ナンス業務などを確実に遂行できるよう、整備スタッフの人材育成、わかりやすい整備解説
書の制作などを徹底的に進めてきました。
　しかしながら、「ブランド価値経営」を進める中で、販売・マーケティングなどの関連部門と
協力し「お客さまにどのようなブランド体験を提供するか」という視点で検討を進めることに
より、さまざまな気づきがありました。
　例えば、サービス(整備・修理)のスタッフが修理をするとき。「単にクルマを直す」と考えるのか、

「ブランド体験を提供する一つの機会としてクルマを直す」のか、それによって整備の質はも
ちろん、お客さまとのコミュニケーションも変わるだろうと気づきました。
　その気づきがきっかけとなり、新車導入時の販売会社に対する商品教育の対象者を、従来
の販売担当に加えサービス担当にまで広げつつあります。サービス担当者が整備作業の内
容説明だけではなく、お客さまの愛車の構造や乗り味の解説、さらには開発者の想いの紹介
などを語ることができれば、お客さまにより喜んでいただけるのではないかと考えています。

お客さまとの接点を大切にする風土づくり、人づくり
　サービスの現場以外にも新しい取り組みが進んでいます。その一つの事例が取扱説明書
の電子化です。分厚くて文字の多い取扱説明書をさらにわかりやすいものにし、「もっと安心・
安全に車を使っていただきたい」「多機能化する装備を十分活用していただきたい」という想
いから、国内において各種の端末から利用可能な電子取扱説明書を開発しました。
　マツダはコーポレートビジョンで「カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供する」ことを
掲げています。カスタマーサービスの領域は商品や広告などと異なり見える形でメッセージ
を伝えることが難しいため、お客さまとの日々の一つひとつの接点の中で「絆」を育むことが
より重要となります。
　今後も、この重要性をサービス関係者一人ひとりが理解し、お客さまとの接点を大切にでき
るような風土づくり、人づくりを着実に進めていきます。

お客さまの人生に関わり続けるマツダを目指して

マツダ車を身近に感じていただくために
[電子取扱説明書]
お客さまが「直感的に探せる」をコンセプトに開発されたロードスタ
ーの電子取扱説明書。外観／内装画像を360度回転させて知りた
い場所が選べるビジュアル検索、運転・操作場面などのシーン別検
索、“屋根・やね”と入力して検索すると“ソフトトップ”が表示される
キーワード検索などの機能を装備し好評を得ており、日本マニュア
ルコンテスト2015において「マニュアルオブザイヤー2015」を含む
4つの賞を受賞しています。

カスタマーサービス本部　主幹

南 智己

特集 2   お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドへ

お客さま対応力を含めた技術力の向上を追求
 [サービス技術大会]
サービスエンジニアの技術とお客さまへの対応力を競うサービス技
術大会は、質の高いサービスが求められる中、その技術力向上のた
めの絶好の機会となっています。2015年から2016年夏にかけて、
北米、中南米、アジア&オセアニアなどの世界各地で地域大会を
開催。そして2017年には各地域大会の優勝チームが集い、マツダ
グループ内で世界一のサービスエンジニアを決める世界大会を開
催します。
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EMPLOYEE'S VOICE

（左）マツダブランドスペース大阪 増田 翔太
（中央）国内営業本部　ブランド推進部 井上 雅文

（右）マツダブランドスペース大阪 岩井 玲奈

対話を通じてお客さまとの絆を育みます

お客さまの期待を上回るブランド体験の提供のために
お客さまの期待を上回るマツダブランド体験の提供を通じて、お客さま満足の向上に努めています。

2016年1月に開設したブランド発信基地「マツダブランドスペース大阪」の企画
運営を担当しています。このスペースは開発・生産などに関わるつくり手とお客さ
まが直接対話を行うことができる、新しいマツダブランド体験の場として活用し
ています。従来の手法にとらわれず、「よりマツダを好きになっていただくために」
という視点で対話のあるべき姿を追求しながら、お客さまとの絆を育んでいきます。

お客さま満足

ブランド発信基地
「マツダブランドスペース大阪」

サービス技術大会「中近東大会」開会式

マツダデザインの進化を示す「Mazda RX-VISION」
（2015年秋の東京モーターショーで世界初公開）

お客さまへの取り組み
http://www.mazda.com/ja/
csr/csr_vision/customer/詳細情報

Mazda Motor Corporation13

デザインテーマ「魂
こ ど う

動-Soul of Motion」

お客さまに選ばれ続けるための取り組み
マツダグループは、ブランドの価値を上げることを通じて強く支
持してくれるファンを増やし、その積み重ねによりビジネスを成
長させ、企業価値を高めるという考え方「ブランド価値経営」を
推進しています。
この考え方の下、お客さまと特別な絆を築くことを目指し、カー
ライフ全体でマツダブランド体験を提供する施策を各国の販売
会社と連携しながら推進しています（P9-12参照）。

お客さまのカーライフを確実にサポート
「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、技術力・意欲向上を目的として整備技術・お客さま対応
力を競う「サービス技術大会」を、国内および海外で行っています。

クルマは単なる鉄の塊ではなく、「命あるもの」だとマツダは考え
ます。「ドライバーとクルマの関係を、まるで人が愛馬と心を通わ
せるかのような、感情に基づくものにしたい」「そのためにクルマを、
単なる道具ではなく生きているものだけが持つ、豊かな表情や
力強い生命感に溢れた存在にしたい」−その理想を形にするため、

「クルマに命を与える」という新デザインテーマ「魂
こ

動
どう

」を2010
年に発表しました。
この「魂

こ ど う
動デザイン」の哲学は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世代商品に採用され、グロー
バルで高い評価を得ています。

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


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

品質本部 品質保証部
   越智 文郁

「安心」「信頼」「感動」をお届けするために
確かな仕事の積み重ねでお客さまに喜ばれる商品・サービスを提供します。

品質

量産準備

お客さま

品質改善商品企画

1. 新商品の品質つくり込み 2. お客さまの期待を上回る品質の実現

3. お客さまの笑顔のために考え、行動できる人づくり

開発・設計

量産準備 生産 検査 物流 販売・カスタマーサービス

他者推奨
再購入意思

保有

購入検討新規顧客

購入

コーポレートビジョンに基づき、これまで
積み上げてきた取り組みをさらに進化させ、
全ての領域が一体となって協業し、マツダ
らしい価値を高め続けています。
カーライフを通じてお客さまに「安心」「信頼」

「感動」をお届けするため、「新商品の品
質つくり込み」「お客さまの期待を上回る
品質の実現」「お客さまの笑顔のために考え、
行動できる人づくり」にマツダグループ全
体で取り組んでいます。

「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」という考え方の下、
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。

職場での品質向上を図るため、マツダ社内をはじめ、サプライヤー、販売会社、海外
生産拠点でQCサークル活動※を実施しています。毎年、マツダ本社においてオール
マツダQCサークル大会を開催し、品質改善活動の成果発表を行っています。中国、
タイ、メキシコなどの海外拠点のサークルも招待し、グローバルな大会へと進化さ
せています。2015年は、オールマツダQCサークル大会の優秀サークルが、QCサー
クル全国大会にて感動賞を受賞するなど社外から高い評価を得ています。
※ 同じ職場内で品質の管理・改善を行う小集団活動。

品質向上に向けての取り組み

「100−1＝0」100%の品質を目指す“クルマづくり”

マツダQCサークル活動

お客さまにお届けすべき
「マツダブランド価値」のつくり込み

「お客さまの期待を超える価値」の実現
【魂

こ ど う
動デザイン】【人馬一体＊】【燃費】など

「お客さまの１台を大切にするクルマづくり」の追求
【ゼロディフェクト（無欠陥）の実現（100–1=0）】

EMPLOYEE'S VOICE

世界一の品質を目指し改善を着実に進めます
商品品質問題の再発防止を担当しています。品質向上のためにはモノづくりに
関わる全ての人の行動が関係するため、人づくりが不可欠です。このため、技術
的な課題にとどまらず、人・組織（マネジメント）・風土面まで掘り下げた根本的な
対策につなげることを目指し、「あるべき姿」と「実態」との相違の可視化を進め、
関係者で共有しています。要因一つひとつを掘り下げ対策を考えていくことは根
気のいる仕事ですが、お客さまの笑顔のため、開発や生産などの関係部門ととも
に世界一の品質を目指し、改善を着実に進めます。

詳細情報
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＊ 「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。

オールマツダQCサークル大会の表彰式

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


クルマの取り組み

交通安全啓発や安全運
転実技指導（運転姿勢
含む）などを通じて、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。

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
目指しています。ITS※のプ
ロジェクトなどに自動車メー
カーの視点で積極的に参画
しています。

人への取り組み 道路・インフラへの取り組み

「事故のない安全なクルマ社会」を目指して
「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。

「走る歓び」を安全・安心に楽しんでいただくための
安全技術を追求

EMPLOYEE'S VOICE

安全技術戦略の立案・推進を担当しています。将来のあるべき姿やそれを
実現するロードマップを描くことができるよう議論を繰り返しています。
商品技術や開発プロセスに精通するとともに外部環境の変化を把握する
ことが求められるため論文を読むなど勉強の毎日です。今後も、お客さま
のカーライフを通じて「走る歓び」を安全・安心に楽しんでいただくため、
マツダらしい安全技術を追求します。

商品戦略本部 技術企画部   川畑 政勝

安全
http://www.mazda.com/ja/
csr/safety/詳細情報安全

安全への取り組み3つの視点

人々への
安全啓発

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

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

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（P8参照）。

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）」※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。

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。

※ 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。

※  http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/safety/i-activsense/

運転姿勢の重要性についての対話 公道実証実験（広島市 ）
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マツダはサプライヤーと協働で環境の取り組みを進めています。サプライチェー
ン全体で環境保全に配慮した事業活動を継続的に推進することを目指して、「マ
ツダグリーン調達ガイドライン」に沿って活動しています。このガイドラインで
は、世界中のサプライヤーを対象に、製品の開発から製造、納入に至る全て
の段階での環境負荷低減活動を要請し、環境に配慮した取り組みを行ってい
るサプライヤーから優先的に購入を進めていくことを明記しています。

「グリーン調達」の推進

「事故のない安全なクルマ社会」を目指して 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考え、ライフサイクル全体での環境負荷低減
に取り組んでいます。

高品質で環境負荷が少ない水性塗装を協働で実現

EMPLOYEE'S VOICE

中国・南京の車両生産拠点で、塗装ラインのマネージャーをしています。大
気汚染への対応を目的として、水性塗料を用いた環境負荷（VOC※）の少
ない「アクアテック塗装」を導入しました。この塗装技術の導入は、マツダ本
社にある宇品第1工場に続いて2拠点目で、本社との協働活動を通じて同
等の塗装品質を実現しています。設備の管理方法などは宇品第1工場で
研修を受け習得しました。これからも、マツダグループの連携を強化し高
品質なクルマづくりと環境負荷低減を継続的に追求します。
※揮発性有機化合物

長安マツダ汽車有限公司　製造部門   任 迎（レン・イン）

環境

マツダは、持続可能な社会の実現のために、行政・業界団体・非営利団体などと連携をとりながら、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」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

「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

詳細情報

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

開発

リサイクルに配慮した
開発・設計使用済

自動車

リサイクルシステム
構築・推進

 廃棄物の削減と
リサイクルの推進

物流

梱包・包装資材の
3R ＊の取り組み
＊ リデュース・リユース・リサイクル

事例）ライフサイクル全体での資源循環の取り組みイメージ

生産
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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

環境

自動車業界での環境課題と取り組み

1970  2000　  2030

脱化石燃料化

マルチソリューション

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー

プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

既
存
エ
ン
ジ
ン
の
改
良

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

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」（P7参照）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＊2

電
気
デ
バ
イ
ス

電気自動車

プラグイン＊1
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

実績 ： 26%＊2

約50%

30%
GEN＊12

GEN＊11

＊1 GEN=Generationの略。
＊2 2015年度末時点で、グローバルで販売するマツダ車の
全車平均燃費は2008年比で26％改善した(目標:30%)。
（グローバル燃費向上とお客さまのニーズを両立させたこ
とによる。目標設定時の想定販売モデル構成比率ベース
では2008年比30%向上をほぼ達成したが、想定を上回
るクロスオーバーSUVニーズにより販売モデル構成比率
実績が変化）

Mazda Motor Corporation17



セダン／
ハッチバック／
ワゴンなど

クロスオーバー
SUV

スポーツ

アテンザ／Mazda6
(2012年11月～)

アクセラ／Mazda3
(2013年9月～)

新型CX-9
(2016年5月～)

ロードスター／MX-5
(2015年5月～)

革新的なベース技術の総称が「SKYACTIV（スカイアクティブ）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、下図の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

＊ 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

SKYACTIV技術と電気デバイス技術を搭載した新世代商品＊

＊ 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。

＊ 仕様により異なります。

デミオ／Mazda2
(2014年9月～)

CX-3
(2015年2月～)

CX-5
(2012年2月～)

小型 中型

ボ
デ
ィ
タ
イ
プ

＜カッコ内は前モデルとの差＞ 

4代目S［1.5L 6MT］ 990kg［－120kg］

3代目（最終モデル）［2.0L 5MT］ 1,110kg［＋80kg］

2代目（最終モデル）［1.6L 5MT］ 1,030kg［＋90kg］

初代（デビューモデル）［1.6L 5MT］ 940kg

歴代ロードスターの車両重量比＊

新型CX-4
(2016年6月～)

詳細情報

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

抜本的な軽量化を実現
ロードスター／MX-5の開発では、意のままの走
りを実現するため、車両の設計を全面的に見直
し抜本的な軽量化を実現しました。ボディやシャ
シー、エンジンなど、各領域の理想構造を追求し
たSKYACTIV技術を採用するとともに、最適機
能配分・コンパクト化・構造革新・アルミや軽量材
料の適用拡大を実施。また、全ての部品をグラム
単位で見直し大幅な軽量化を達成しています。

TOPICS

ボディサイズ
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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。

2015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2016【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」の第2回受賞活動を発表。

推進体制

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。
最近の支援事例 ： 東日本大震災／熊本地震（日本）、ネパール地震（ネパール）など。

自然災害被災地支援

マツダ財団

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。

【日本】広島における産学官連携
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。

TOPICS

社会貢献

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

（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：地域の自生樹
木による庭園づくり

マツダ財団（国内）：小学生のための体験活動「身近
なエネルギーで遊ぼう！！」でのソーラーカー製作・競技
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寄付やボランティア活動を通じて地域社会に貢献します

EMPLOYEE'S VOICE

新車を1台販売・リースするごとに、お客さまご自身が選択した慈善団体へ寄付を
行う「マツダ・ドライブ・フォー・グッド」キャンペーンの推進を担当しています。また、
新車が試乗される度に1時間の奉仕活動を行うというユニークな企画を併せて行い、
MNAOおよび全米のマツダディーラー従業員がボランティア活動に参加しています。
今後も、従業員一人ひとりがそれぞれのやり方で地域への貢献ができるよう、マツ
ダ・ドライブ・フォー・グッド・キャンペーンやボランティア活動を推進します。

マツダノースアメリカンオペレーションズ（MNAO） コーポレート・インターナルコミュニケーション担当
  ニック・ビアード

社会貢献
http://www.mazda.com/ja/csr/social/詳細情報

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
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社会貢献活動事例
子どもたちの学習支援 ― マツダミュージアム
環境    

マツダミュージアムのご案内 http://www.mazda.com/ja/about/museum/

安全・健康啓発 ― 学校での安全プロジェクトおよびHIV／AIDSケア施設の支援
人材  

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144万名の
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。

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。

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、2012年に「マツダ麦苗クラス」を設立。
経済面・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

人材安全

安全運転啓発 ― プロジェクト・イエロー・ライト
安全   

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。

地域人材

地域

SOS チルドレンズ・ヴィレッジと協働（欧州全体）

マツダモーターヨーロッパ（MME）と多くの欧州販売統括会社は、それぞれの国のSOSチルド
レンズ・ヴィレッジ＊と協働で支援活動を展開しています。マツダならではのユニークな活動として、
MMEと各販売統括会社が共同で移動用のクルマ提供や従業員によるボランティア活動を行っ
ています。
＊ 親や養育者と共に生活できない子どもを支援している国際的な団体。

地域人材

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


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。

Mazda Way 7つの考え方

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、人権の擁護活動に誠実かつ積極的に取り組みます。

ブランド価値向上を目指し誇りをもって働くことができる
職場環境づくりを促進します

EMPLOYEE'S VOICE

タイのパワートレイン生産拠点（MPMT）で人事・総務業務を担当しており、業務に
おいては、従業員の意見を取り入れることを大切にしています。2016年2月の創
立3周年記念日では、従業員の提案をもとに、「一体感があり『幸福』を感じること
ができる職場づくり」をテーマにした僧侶講話（P22参照）を開催しました。MPMT
は設立4年目の新設拠点ですが、「Mazda Way」を根づかせブランド価値向上を
目指し誇りをもって働くことができる職場環境づくりを促進します。

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） 人事・総務部
ピライラック・アカラダムロンチャイ

人間尊重
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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。また、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。

グループの人事施策推進体制

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

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、それが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

「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



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

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

【タイ】創立記念日イベントでの僧侶の講話
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2016年2月の創立3周年記念日に「一体感が
あり『幸福』を感じることができる職場づくり」というテーマで僧侶による全従業員対象の講話を実施しました。
タイでは寺院が教育機関の役割を担ってきた歴史的背景があり、僧侶の式典参加は人材育成のプログラムとして
活用されることもあります。当日のプログラムでは、アイスブレーキングの後、道徳的な講話が行われ、「実践につ
なげやすい内容だ」と参加者から好評でした。
＊ タイのパワートレイン生産拠点。

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

【日本】管理監督者*の人間性を高める宿泊研修「情熱道場」
広島県にある本社工場は、2014年度より「部下を守ることができる管理監督者」の育成を推進しています。従来から
実施している活動（作業の標準化・教育訓練など）に加え、良心に基づいた管理ができるよう、「職場の人間関係を構築し」

「部下や同僚を家族のように思いやり」「必要な時には厳しく指導」できる「人間力」「マネジメント力」を高めるための
宿泊研修「情熱道場」を実施しています。この研修では他社の好事例を共有するとともに、各自が部下・同僚への期待・
激励の思いを見直し、その思いを自分の言葉で伝えるコミュニケーショントレーニングを実施しています。
＊幹部社員と係長級社員など

TOPICS

【カナダ】働きやすい職場環境の取り組みが社外から高く評価
マツダカナダ(MCI)※1では、従業員にとって働きやすい職場づくりに取り組んでいます。その結果、この度、Greater 
Toronto Area’s Top 100 Employers 2016の1社として選ばれました。2006年に創設された同賞は職場を評
価するベンチマークとされており、10周年を迎える2015年度は8,000社以上の応募がありました。MCIは、選定基
準である8つの評価点※2の中でも特に、従業員のワークライフバランスに配慮した福利厚生が高く評価されました。
※1 ディストリビューター。
※2 トロントに事業所をもつ企業を対象にベストプラクティスとなる職場トップ100を選ぶ表彰制度。以下の8項目から評価される①職場、②仕事環境、
　　③福利厚生、④有給休暇、⑤従業員間のコミュニケーション、⑥業務管理、⑦研修制度、⑧社会への関わり

【メキシコ】従業員や家族を対象としたイベントの開催
マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）*では、2015年12月に従業員およびその家族を対象とした年末フェ
スティバルを実施しました。マツダのクルマや歴史の紹介に加え、さまざまなアトラクションを用意したこのイベントは、
従業員のMMVOやマツダブランドへの愛着や家族からの信頼感を醸成することを目的としています。約15,000
名が参加し、従業員からは「家族にMMVOを見せることが出来て誇りを感じた」などの声が寄せられました。
＊ ２０１４年１月に操業を開始した生産拠点。
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「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、マツダグループの企業経営に対し
てつながりを持つ関係者（ステークホルダー）の要望や期待に応
えるよう努力しながら、日々の事業活動を通じてCSR（企業の社
会的責任）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。具体的には、社会的責
任に関する国際基準や社内外の課題などを踏まえて目標を策定し、
取り組みを進めています。

基本的な考え方

マツダグループの企業経営に対してつながりを持つ関係者（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

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（企業の社会的責任）の取り組みを推進します。国際基準に沿ったCSR経営を目指します。

CSRの知識・経験をさらに深め今後の業務に生かします

EMPLOYEE'S VOICE

関係会社である（株 ）マツダE&Tからマツダ（株 ）への出向という形で
異動し、環境を中心としてマツダグループ全体のCSR取り組みについて
幅広く学びながら業務に臨んでいます。チームメンバーと連携し、従業
員向けのCSR研修の講師や全従業員を対象とする環境教育資料の
作成などを行い、CSR全般に対する理解を向上させています。将来は、（株）
マツダE&Tに帰任し、環境管理のリーダーとして仕事を担う姿を思い描き、
現在の担当業務を一つひとつ着実に習得します。

CSR・環境部  今本 洋一

マツダのCSR（企業の社会的責任 ）

TOPICS

Mazda Way

コーポレートビジョン

お客さま満足

人間尊重

安全環境

品質社会貢献

コンプライアンスを重視した事業
活動

CSR

社会と企業の持続的な発展

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

株主・投資家次世代の人々
（環境）

グローバル社会
地域社会

マツダのCSR
http://www.mazda.com/ja/
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（P13）」「品質（P14）」「安全（P15）」「環
境（P16-18）」「社会貢献（P19-20）」「人間尊重（P21-22）」の6つに分類し、
自らの活動を評価しています。
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ONE MAZDA レストアプロジェクト
2013年10月より、マツダの歴代名車の復元を通じてマツダブランドへの誇り
を高める取り組み「ONE MAZDA レストアプロジェクト」を推進しています。
各部門の若手従業員（計10名）の企画・提案によって実現したこのプロジェクトは、
幅広い年代の従業員やOBが集まり、創業当時から現代まで続く考え方・思想
について討議・再認識しています。
この取り組みはステークホルダーのマツダブランドに対する理解の促進や、
地域の高校生を招待し自動車産業に対する関心を高めるといった人材育成
にも役立てています。

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


サプライヤーとのモノづくりにおける連携強化
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。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。

TOPICS

メキシコでの活動風景

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」
や財務統制のガイドラインなどを定めています。これらを踏まえ、
各部門は規程・要領・手順書などを整備し、内部統制の構築を
推進しています。
グループ会社においては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。マツダの主管部門が国内・海外のグルー
プ会社の教育や体制整備のための支援を行っています。

内部統制

基本ポリシーや関係する社内規程に従って、社内外のさまざま
なリスクの把握と低減活動を継続し、事業の継続と安定的な発
展の確保に努めています。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さまざまなリスク
を想定し、適切に管理しています。

さまざまなリスクへの対応

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

購買基本理念の下に国内･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。
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

コーポレートガバナンスの一層の充実に向けて取り組みます

新設の部品配送センターで
内部統制構築を推進します

EMPLOYEE'S VOICE

EMPLOYEE'S VOICE

株主総会・取締役会の事務局として、重要な審議・決定が適法かつ適正に行わ
れるようサポートしています。2015年度は「コーポレートガバナンス・コード」※

に照らし、株主総会、取締役会の運営状況を再点検し、今後の方向性などをま
とめたうえで、取締役に議論いただき、それらの一部を「コーポレート・ガバナン
ス報告書」を通じて公表しました。今後は、取締役会の実効性の分析・評価など
を通じて、着実な運営の改善に取り組みます。
※東京証券取引所が2015年6月に公表した上場会社におけるコーポレートガバナンスの指針。コーポレートガバナンスとは、
　株主をはじめ顧客・従業員・地域社会などの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み。

オーストラリアの販売拠点で内部監査業務を担当してい
ます。私たちの会社は主要プロセス全てにおいて統制環
境を構築しており、その中で私はJ-SOX監査や業務監査
の実施、内部統制自己診断の事務局運営などを行ってい
ます。新たに設立した部品配送センターにおいても、同様
の体制を構築することが現在の課題です。
マツダ本社から定期的に提供される最新の監査関連情
報や、マツダグループの重点課題に関する資料などを参

照しながら、知見を広げ、信
頼される担当者であり続け
られるよう取り組みます。

総務・法務室 株式・商事法務グループ　前田 篤史

マツダオーストラリア
内部監査担当
ヴァーノン・タン

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

サプライ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
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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
初代「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

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
に初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始

2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2016.2
「CX-9」
フルモデルチェンジ
生産開始

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
（2008年「ワールド・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

2016

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
             （2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
             （2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
             （2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）

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
初代「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

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
に初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始

2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2016.2
「CX-9」
フルモデルチェンジ
生産開始

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
（2008年「ワールド・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

2016

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
             （2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
             （2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
             （2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）

Mazda Motor Corporation25



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
初代「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

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
に初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始

2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2016.2
「CX-9」
フルモデルチェンジ
生産開始

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
（2008年「ワールド・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

2016

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
             （2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
             （2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
             （2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）

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
初代「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

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
に初代「BT-50」を出品

2006.10
初代「CX-9」生産開始

2006.12　「CX-7」発売

2015.7
「マツダ BT-50」
タイで生産開始

2016.4
「CX-4」世界初公開

2016.2
「CX-9」
フルモデルチェンジ
生産開始

2008.3
「Mazda2（日本名：デミオ）」が
（2008年「ワールド・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

2016

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
             （2015-2016日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞）
             （2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」受賞）
             （2016年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」受賞）
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http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire/_digest
http://www.mazda.com/ja/csr/csr_vision/about/
http://www.mazda.com/ja/csr/advice/
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