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価値創造

マツダは、大切な価値観を守りつつ、

外部環境の構造的変化（メガトレンド）等を理解しながら、

「人々の日常に動くことの感動を創造する」事業活動を通して

「誰もが活き活きと暮らす愉しさと生きる歓び」を提供していきます。

■外部環境の構造的変化（メガトレンド）とマツダの洞察 C O N T E N T S

政治と
ガバナンス

グローバルでの多極化

ヘルスケア
 高齢化の進展

人と社会
 価値観の多様化

 都市化の進展

環境資源
環境ニーズの高まり

技術と
イノベーション

 AIを含めた
デジタル化の進展

外部環境の
構造的変化
（メガトレンド）

● CO2排出量削減にくわえ
て、水や資源、生態系を含
めた環境ニーズの高まり

● 希土類の需給逼迫

● 高齢化の進展と年齢の
大陸間格差

● 気候変動による気候移民
と人口の偏在

● 感染症対策意識
● 健康ニーズの高まり

● ブロック経済の進展
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価値創造プロセス

大切な価値観 外部環境の構造的変化 （メガトレンド）

重点課題 （マテリアリティ）

2022年3月期実績
INPUT

2022年3月期実績

（2020年3月期～2026年3月期）
中期経営計画  
（2020年3月期～2026年3月期） OUTPUT

OUTCOME

政治とガバナンス

グローバルでの
多極化［ ］［ ］

技術とイノベーション

AIを含めた
デジタル化の進展

ヘルスケア

［ 高齢化の進展 ］

環境資源

環境ニーズの
高まり［ ］

人と社会
［ 価値観の多様化 ］
［ 都市化の進展 ］

人々の
日常に
動くことの
感動を
創造する

誰もが活き活きと暮らす
愉しさと生きる歓び

人を深く知る
人と共に創る
飽くなき挑戦

2030経営方針

● 2050年カーボン
ニュートラルへの挑戦

● 資源循環

● 人々の心の健康への貢献
● 働きがいの向上

● 事故のない
安全なクルマ社会の実現

● 心豊かに生活できる仕組みの創造

● 品質向上　
● 「人と共に創る」仲間づくり

＊1   損益分岐点台数の目標台数は、連結出荷台数を示す
＊2   詳細はP67を参照

ひと中心

ものづくり

つながり
づくり

• 持続可能な社会への貢献
• 安全・安心なクルマ社会
への貢献

• 独自価値の磨き上げ

• 信頼と共感の
コミュニティの形成

Mazda Way　一人ひとりの自律と活躍

ブランド価値経営

コーポレートガバナンス
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43.8%

1,443億円　　

1,346億円　　

　43.8時間/年　

1,072社

10,278TJ

財務資本
自己資本比率

製造資本
設備投資額

知的資本
研究開発費

人的資本
従業員一人当たりの平均研修時間
　　　　   

社会関係資本
購買取引先企業数　
　

自然資本
エネルギー使用量    

財務

2022年3月期
実績

2026年3月期
中期経営計画

売上高（億円）

売上高営業利益率（%）

自己資本利益率
（ROE）（%）

損益分岐点台数＊1

（万台）   

31,203

3.3

6.6

100以下

約45,000

5以上

10以上

約100

非財務

今後の
削減目標

温室効果ガス＊2

（グローバル）
（千 t-CO2e）

Scope 1

Scope 2

Scope 3

合 計

95

438

29,797

30,330

2050年
カーボン
ニュートラル

2022年3月期
実績
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価値創造のために大切なこと

ひと中心
ITがどれだけ進化しようとも、価値を創造し、改善を積み重ね
るのは人であり、また100年以上の歴史を紡いでこられたのは、
お客さま、購買取引先、販売店などのビジネスパートナーの
方々、そして従業員の相互理解や信頼関係を通じた人と人との
関係によるものだと考えています。
そうした背景から、「人を深く知る」「人と共に創る」を大切な
価値観に置いています。相手は、ビジネスパートナーの方々か
ら従業員まで広い意味で全て「ひと」だと考えています。
したがって、「ひと」に興味を持ち、「ひと」の持つ能力や可能
性を信じ、それを最大限引き出すことが「ひと中心」の思想だ
と考えています。例えば、
● お客さまについては、お客さまがクルマを体の延長のように
扱えることで、元気になれるような商品を提供するための研

究を尽くすと共に、お客さまの興味、関心に向き合い、洞察
を深めることで、「誰もが活き活きと暮らす愉しさと生きる歓
び」を感じる商品・技術の開発やサービスの提供などの価値
づくりを進めていきます。

● ビジネスパートナーの方々については、マツダが単独で実行
できることは限られているため、パートナーの方々とwin- 

winとなる共通の目的、目標、具体的活動を共同で策定し、
共創しながら実践していきたいと考えています。

● 従業員については、一緒に仕事をする仲間との相互理解を深
め、信頼関係を築きながら、一人ひとりが成長してほしいと
考えています。そのために、本音の対話ができる風通しの良
い職場風土づくりに労使共同で取り組んでおり、「一人ひとり
の自律と活躍」を支援しています。

お客さまにお届けする商品やサービスは、今後も時代と共に変わっていきますが、
商品やサービスを通して「人々の日常に動くことの感動を創造」し
「誰もが活き活きと暮らす愉しさと生きる歓び」を提供することは変わりません。
そのために、マツダは、「ひと中心」の思想を土台に
「ものづくり」「つながりづくり」を推進していくことを大切にしていきます。

ものづくり
「走る歓び」とは、意のままに、気持ち良く、安全に安心してク
ルマを運転でき、同乗者も含めて移動体験が愉しくなるという
価値のことです。マツダは、ものづくりを通じて、動くことの感
動体験である「走る歓び」という価値を磨き上げることに取り組
んでいます。具体的には、
● 「世界一のクルマを作る」ためにクルマの基本を白紙に戻し、
全てをゼロから作り直した「SKYACTIV技術」。
これには、エンジン、変速機、車両の土台となるプラッ
トフォーム、車両構造技術の「SKYACTIV-VEHICLE 

ARCHITECTURE」、新世代車両運動制御技術「SKYACTIV- 

VEHICLE DYNAMICS」が含まれています。
「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の両立を実現し、今
後も進化させ続けていきます。

● 危険な状況に陥ってから対処するのではなく、危険自体を回避
する。それが、マツダの安全思想、「MAZDA PROACTIVE 

SAFETY」です。
さまざまな運転環境で、ドライバーの認知・判断・操作をサ
ポートし、事故のリスクを最小限に抑えることで、 「安全・安心
なクルマ社会」の実現に貢献します。

● ドライバーとクルマの関係を、まるで愛馬と心を通わせるかの
ように、エモーショナルなものにするための造形を追い求め
続けるのが「魂動デザイン」です。
これからもこうした「独自価値の磨き上げ」を継続していきます。

上記の技術開発の前提となるのが、知恵とデジタルを融合し
た高効率な開発生産体制です。
開発と生産が一気通貫でつながり、相反する要求事項を高

次元で両立することを追求しています。具体的には、
● 業界に先駆けて、実物ではなくコンピューター上の「モデル」
を活用して時間やコストを減らす「モデルベース開発・研究」
を推進してきました。

● 「SKYACTIV技術」によるエンジンや変速機などの基盤技術
を改良しつつ、電動化技術を段階的に積み上げ、優れた技
術を効率的に提供する「ビルディングブロック構想」を推進し
てきました。

● 異なる多様な商品を短期間・低投資で開発・生産できるシステ
ム・プロセスを積み上げる「モノ造り革新」を推進してきました。
具体的には、５～10年の時間軸で将来市場を見据え、導入
予定の車種を、車格やセグメントを超えて企画する「一括企画」、
開発と生産を一体化させ車格やセグメントを超えて開発思想を
共通化する「コモンアーキテクチャー構想」、車種によって異
なる部品の組み立てに対応できるよう治具や設備をモジュール
化し、同一ライン上での多種混流生産を実現する高効率かつ
柔軟な「フレキシブル生産方式」から構成されています。

このようなマツダらしいものづくりを磨き続けることで、時間
軸だけでなく地政学的にも多様化する国別地域別の環境規制
や、お客さまのニーズに電動化も含めて柔軟に対応が可能と
なるマルチソリューションを通して、「持続可能な社会への貢献」
を実現します。

つながりづくり
マツダは、商品やサービスを通してお客さまと感情的なつなが
りを構築することが重要だと考えています。
そのために、お客さまの利便性を高めるデジタル化の流れの
中でも、お客さま一人ひとりを深く知り、「ひと」と「ひと」との
関係を重視していきます。
販売店においては、お客さまとの全てのタッチポイントにお

いて、カスタマーケアを中心におもてなしの精神で信頼関係を

築いていきます。
くわえて、将来的にはお客さま同士がつながっていくようなコ
ミュニティも形成していきたいと考えています。ご購入前からお
客さまに寄り添い、ご購入された後は生活が楽しく豊かになる
カーライフをサポートすることで、マツダブランドとのつながり
を深め「信頼と共感のコミュニティの形成」を実現していきます。

モノ造り革新
•「一括企画」
•「コモンアーキテクチャー構想」
•「フレキシブル生産方式」

ビルディング
ブロック構想

モデルベース
開発・研究

知恵とデジタルを
融合した高効率な
開発生産体制
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中期経営計画

「人と共に創る」マツダの独自性

自動車業界は100年に一度の変革期の中にあります。
CASEに代表される時代の要請に応えるためには、ク
ルマの企画、開発から、製造、販売、販売後のメンテ
ナンスを含むお客さまとのコミュニケーションまでの
バリューチェーン全体における変革が不可欠です。こ
れをグローバルに、かつ一度に対応することが求めら
れています。
マツダがこの変革期を乗り越え企業として存在し続
け、持続的な成長を実現するために大切にしなければ
ならないものは「人と共に創る」マツダの独自性です。
この価値観の下、中期経営計画を推進しています。

2022年3月期までを中期経営計画の足場固めと位置
づけ、2023年3月期からの本格的成長に向けた準備
を計画通り完了させました。これまでに築いてきた資
産を活用して本格的成長を図るとともに、グローバル
での環境規制の強化・加速などによる経営環境の変化
やCASE時代の新しい価値創造競争を踏まえ、技術開
発の長期ビジョン「サステイナブル “Zoom-Zoom”

宣言2030」の実現に向けて2030年を見据えた事業
構造の転換を検討しており、時代の大きな変化に耐え
うる強靭な経営体質の実現に向けて取り組みを加速し
ていきます。
中期経営計画の最終年度となる2026年3月期の財

務指標は以下のとおりです。

主要施策

1 ブランド価値向上
への投資

ブランド価値をさらに高めるため、マツダの強みである独自
性のある技術・商品、生産および顧客体験の向上への投資を
継続・拡大し、より多くのお客さまにマツダの提供する価値に
共感いただけるよう取り組んでいます。
マツダでは、一括企画によるコモンアーキテクチャーやフ
レキシブル生産など多種多様な技術・商品を短期間、低投資
で効率よく開発、生産する「モノ造り革新」を推進、進化さ
せています。これらの技術資産を最大限活用し、各国の電源
事情や環境規制、お客さまの多様なニーズにお応えできるよ
うさまざまなパワーユニットの選択肢を提供すること、すなわ
ち「マルチソリューション」の展開を進めています。気候変動
への取り組み強化など、自動車産業を取り巻く環境の大きな
変化に対応するための基盤づくりに取り組んでいます。

2 ブランド価値を低下させる
支出の抑制

価値訴求販売の継続・強化および品質向上により、販売奨励
金や品質対応費用など相対的にブランド価値を低下させる支
出の抑制を進めています。

3 固定費／原価低減を加速し
損益分岐点台数を低減

危機を乗り越えられる筋肉質な経営体質に変換することを目
指し、損益分岐点台数100万台以下を目標に、固定費／原
価低減を加速しています。

4 遅れている領域への投資、
新たな領域への投資開始

米国合弁新工場の建設など地産地消を考慮した生産拠点の
最適化のほか、CASE時代に対応するIT投資・脱炭素化への
投資を推進しています。また、多様な働き方と効率化の両立、
働く環境・人・社会貢献への投資を進め、従業員の自律と活
躍を図っています。

5 協業強化
（CASE対応、新たな仲間づくり） 

「選択・集中」と「独自・協業」のバランスをとりながら、
CASE時代の新しい価値創造に向け、私たちの得意でない領
域を補完し、経営資源を独自技術や商品に集中できる仲間
づくりを継続して進めています。

2026年
3月

2022年
4月

2019年
4月

電動化を含めた技術・商品の取り組みや米国での
新工場建設を含め、全ての領域において主要施策
を着実に進め、足場固め期間の3年間でその先の
本格的成長に向けた準備を計画どおり推進しまし
た。

●▶ 新世代商品群（Small）の導入

●▶ 多様な電動化技術を搭載したモデル
の導入

●▶ 米国新工場の設立など生産体制の整備

●▶ 固定費／原価低減を加速し損益分岐点
台数を低減

●▶ 新世代商品群（Large）の導入

●▶ 電動化のさらなる推進

●▶ EV専用プラットフォームの開発

売上

収益性

将来投資

財務基盤

株主還元

損益分岐点台数

2026年3月期の財務指標

＊売上高営業利益率

約4.5兆円

ROS＊ 5%以上／ ROE 10%以上

•設備投資＋開発投資：売上高比 7-８％以下

•電動化 、IT 、脱炭素社会実現に向けた対応

ネットキャッシュ維持

安定的に配当性向30%以上

約100万台（出荷台数）

中期経営計画の期間　（2020年3月期 – 2026年3月期）

本格的成長
（2023年3月期以降）

足場固め
（2020年3月期 – 2022年3月期）

足場固め期間で作り上げた資産を活用し本格的成
長を図ります。
商品面ではラージ商品の導入や、電動化ライン

アップの強化を行います。
また、工場・オフィスのカーボンニュートラル化、

CASEに対応するためのIT投資、さらには従業員
の能力最大化に向けた人への投資などを行います。
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ブランド価値向上に向けた「技術・商品」「生産」「顧客体験」各
領域の施策は順調に進捗しています。
基盤となる技術群をブロックとして段階的に積み上げること

で優れた技術を効率的にお届けする「ビルディングブロック構
想」に基づき、一括企画やコモンアーキテクチャーなどによる
効率的な開発、生産を通じ、マルチソリューションの展開を進
めています。

技術・商品領域

技術・商品領域では、お客さまが求める魅力的な商品ラインアッ
プを拡充するとともに、電動化への着実な対応を図りました。

MX-30 EV／マイルドハイブリッドモデルの導入や、北米向
け新型クロスオーバーSUVの「CX-50」など新世代スモール商
品群の拡充を図り、新世代ラージ商品群の第一弾となる
「CX-60」の導入も開始しました。ラージ商品群は、直列6気
筒縦置きプラットフォームや、プラグインハイブリッドシステムを
含む電動化技術をラインアップし、高出力と高い環境性能の両
立を実現しています。グローバルに需要が高いSUV市場にお
いて、2023年3月期から翌期にかけて、ラージ商品4車種を
導入予定です。

SKYACTIV-XやSKYACTIV-D、i-ACTIVSENSEの制御技術
をアップデートするなど継続的な商品改良も進めました。
また、CASE時代の新しい価値創造に向け、マツダ独自の

EV専用プラットフォームの開発に着手しました。

中期経営計画に基づき、最重要市場の米国において、2016

年から新世代店舗の導入などの販売オペレーション改革に取り
組んできました。一方、生産面では2022年1月には、米国新
工場「Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc.」（米国ア
ラバマ州ハンツビル市）で北米専用車「CX-50」の量産を開始
しました。これにより、米国ビジネスのさらなる飛躍を支える「販
売体制」「生産・供給体制」「新商品」の3本柱が整いました。こ
れらを原動力に、今後も、米国でのマツダの存在感を高め、
米国ビジネスの成長を目指していきます。

販売網再構築と店舗改革
これまでの6年間、マツダは販売網再構築と店舗改革を推進し
てきました。約300店舗が新しいブランドスタイルに基づく新世
代店舗に刷新されています。また、販売店との関係構築や教
育強化を通じて、販売店と協力をしながら共にマツダブランド
をより魅力的なブランドとすることを目指していきます。366店
舗にまで増加した新世代店舗（2022年9月末、移行中含む）
の販売台数は、米国の総販売台数のうち、85%超になりました。

このような販売網・店舗改革に加え、顧客体験に重きを置いた
オペレーション改革などの取り組みにより、販売台数、市場シェ
アは向上し、2021年は過去25年間で最高の販売台数となる
約33万台、シェアは2.2%を記録しました。また、2022年の
顧客サービス満足度は、前年から8ランク向上し、ノンプレミ
アムメーカー内で3位※となるなど、着実に成果が表れ始めて
います。

米国新工場の稼働 
トヨタと合弁で建設した新工場で2022年1月「CX-50」の量
産を開始しました。トヨタとマツダの知見を持ち寄り創り上げた
最新鋭の技術を擁する新工場の稼働により、米国市場にタイム
リーに高品質な商品をお届けする生産・供給体制が整いました。
年間15万台の安定生産と、地の利を活かした供給により、米
国でのビジネス成長を支えていきます。また、現地の雇用およ
びサプライチェーンの構築を通して、米国における良き企業市
民として、将来にわたって地域に根付き、親しみを感じていた
だける工場づくりを目指しています。

「CX-50」導入 
「CX-50」は、SUVらしい存在感やオフロード性能を求める米
国を中心としたお客さまのニーズを取り込み、北米のラインアッ
プに新たに追加したクロスオーバーSUVです。2022年4月の
販売開始から10月末までに約16千台を販売し、米国ビジネ
スを支える基幹車種として、良好な立ち上がりとなっています。
また、新たな北米向け商品として、「CX-90」の生産を2023

年3月期中に開始する計画で、商品面でも着実に強化を図って
います。

生産領域

生産領域では、多種多様な技術・商品を効率的に生産する体制
を確立してきました。汎用化技術・混流化技術のさらなる進化
により、直列4気筒エンジンと直列6気筒エンジン、縦置きプ
ラットフォームと横置きプラットフォーム、プラグインハイブリッ
ドや48Vマイルドハイブリッドの混流生産を汎用設備により実現
しました。電動化商品など将来の新商品を低投資で混流生産
できる基盤を着実に準備しています。
また、最重要市場である米国において、トヨタ自動車株式会
社（以下、トヨタ）との合弁新工場の稼働を開始し、「CX-50」の
生産を開始しました。

顧客体験領域

国内外の各市場へ新世代店舗の展開を進めるとともに、販売金
融施策の強化、効率的なサプライチェーンの構築に取り組みました。
具体的には、米国市場においては、新世代店舗や販売金融

の強化、マーケティング手法の変革を推進しました。販売力強
化やブランド力の向上への取り組みの成果が着実に表れ始めて
います。「CX-50」にくわえ、今後、ラージ商品の導入によりさ
らなる成長を目指します。
中国市場においても合弁事業の再編を行い、ビジネス構造

と運営体制を最適化することで、顧客体験の強化と将来の成長
に向けた基盤整備を進めています。

領域別の取り組み実績

お客さまが求める魅力的な商品ラインアップの拡充と電動化への着実な対応
• スモール商品の拡充：MX-30 EV／マイルドハイブリッドモデル、CX-50などを導入
• ラージ商品の市場導入を開始：CX-60 プラグインハイブリッドモデル／マイルドハイブリッドモデルなど
• マツダ独自のEV専用プラットフォームに着手

制御技術による継続的商品改良
• SKYACTIV-X、SKYACTIV-D、i-ACTIVSENSEの制御技術アップデート

技術・商品

汎用化技術／混流生産の更なる進化
• 多種多様な技術・商品を効率的に生産する体制を確立

米国新工場の稼働
• 最重要市場である米国に新工場を建設し、稼働を開始

生 産

• 新世代店舗の導入や販売ネットワーク改革
• 販売金融施策の強化
• 効率的なサプライチェーン構築

顧客体験

※出所：2022 U.S. Customer Service Index (CSI) Study | J.D. Power

2023年3月期からの本格的成長に向けて、 2022年3月期までの足場固め期間で、
中期経営計画の5つの主要施策に沿ったさまざまな取り組みを推進してきました。

■1　ブランド価値向上への投資

北米事業 強化された販売網、新工場、新商品を原動力に
米国ビジネスのさらなる成長を目指して

ジェフリー・エイチ・ガイトン

専務執行役員
北米事業統括
マツダモーターオブアメリカ, Inc.
（マツダノースアメリカンオペレーションズ）
社長兼CEO

中期経営計画 ｜ 主要施策の進捗

米国 新世代店舗 米国新工場 量産開始セレモニー
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ブランド価値を低下させる支出の抑制については、変動販促費、
サプライチェーン、品質対応費用の3領域で取り組みを進めて
います。
クルマの価値訴求販売・正価販売により高い残価を実現し、
お客さまのクルマの資産価値を高めています。また、日本、米国、
豪州では、トヨタとの協業による販売金融施策の強化を進めて
います。これらの取り組みを通じて変動販促費の抑制を図って
います。
サプライチェーンの取り組み事例として、米国では販売方法
の進化に取り組んでいます。従来は店頭在庫の中から販売する
という手法でしたが、デジタル情報を活用した商談の手法にシ
フトしています。具体的には、販売会社に届くまでの輸送期間
を通じたパイプラインにおいて、販売店にクルマを引き当てて
いく手法です。お客さまがお求めのクルマを早期にお届けする
高回転ビジネスの徹底を図っています。
品質対応費用については、継続的な品質改善の積み重ねが
重要と考えています。それらにくわえて、モデルベース開発に

よる品質向上や、コネクティビティーを活用し走行データなど
の情報を通信機を通じて入手し、品質問題の予兆を把握するこ
とで早期解決・拡大防止を図る取り組みを進めています。

■2　ブランド価値を低下させる支出の抑制

中期経営計画の財務指標として、損益分岐点台数を100万台
に引き下げることを目標に設定しました。固定費の効率化や原
価低減など達成に向けた活動を推進し、2022年3月期に目標
を前倒しで達成しました。
具体的な取り組みとして、生産領域では汎用設備を多用する

ことで投資を抑制しています。また、生産性の継続的な改善に
より、品質向上と原価低減を進めています。開発領域では、モ
デルベース開発の拡大やAIの活用により、効率化を推進して
います。販売領域では、効果的かつ効率的なデジタルでのコミュ
ニケーションへの転換を進め、広告宣伝費など固定販促費の
大幅な効率化を図っています。

■3　固定費／原価低減を加速し損益分岐点台数を低減

CASE時代に対応するIT投資・脱炭素化への投資

IT投資はこれまでも進めてきましたが、領域の拡大、セキュリ
ティ強化、さまざまな個別ITシステム化による非効率性の改善
など大きな見直しが必要になっています。今後、顧客データや
車載データなど各種情報が価値を持つ時代において、データの
保存・分析・活用がより重要となります。既存システムの見直しと
再構築による効率化と併せて、新たな投資を継続的に進めます。
デジタルトランスフォーメーションに対応したIT投資はモデル
ベース開発を中心に独自技術として、効率的な開発の柱にな
るまで強化してきました。今後は生産領域への展開を含め、適
用範囲をさらに拡大させ、開発・生産領域の業務効率向上を目
指します。
また、脱炭素社会実現に向け、工場・オフィスの脱炭素化へ
の投資も長期視点で段階的に進め、2035年のグローバル自
社工場のカーボンニュートラルに挑戦します。

多様な働き方と効率化の両立、
働く環境・人・社会貢献への投資

人や働く環境への投資については、コロナ禍の中で多様な働き
方を支える環境づくりやシステム整備を進めてきました。また、
定年延長制度の導入など、従業員の生活安定・向上に向けた
取り組みも推進しています。
自動車業界を取り巻く環境が大きく変化する中、電動化領域

やクルマのソフトウェア領域といった新領域の技術・スキルの教
育を通じた人材育成やキャリア採用の強化、全社的なデジタル
教育を推進しています。成長のカギは従業員が能力を発揮し活
躍することと考え、人への投資を計画的に強化しています。

■4　遅れている領域への投資、新たな領域への投資開始

協業強化においては「選択・集中」と「独自・協業」のバランス
をとりながら、ブランド価値の向上とビジネスの拡大を目指し
ています。これまで、トヨタと先進技術、販売金融、合弁工場
や「MAZDA2 Hybrid」等の商品補完など協業領域の拡大を
進めてきました。今後も協業を強化し、環境規制強化への対
応も推進していきます。また、いすゞ自動車株式会社からはピッ
クアップトラック「BT-50」を受給しています。
マツダが得意でない領域を補完し、経営資源を独自技術や
商品に集中させていきます。また、CASE時代の新しい価値の
創造に向けて新たな仲間づくりを継続して進めていきます。

■5　協業強化 （CASE対応、新たな仲間づくり）

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
（3月期） （3月期）

［ 米国事例 ］ 
変動販促費 売上高比 固定販促費 売上高比

販売方法の進化

損益分岐点台数と営業利益の推移

Before After

店頭在庫から販売 デジタル情報での商談

202220212020 （3月期）

工場

店舗

店舗

車両輸送

1.照会

2.引き当て

デジタル
情報を
活用

中期経営計画 ｜ 主要施策の進捗
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損益分岐点台数
営業利益

436億円

88億円

1,042億円

100万台

＊2021年3月期と2022年3月期の損益分岐点台数は営業利益に特別損失振替を戻入したベースで算出しています。

「MAZDA2 Hybrid」



2030年に向けての経営の基本方針

マツダは地球と社会に責任を持って事業活動を行なっていくこ
とが企業の使命と考え、経営の基本方針として、以下3つを掲
げます。

大きな転換期にある自動車産業においては、デジタル技術
の進化や新たなプレーヤーの参入で、多種多様な商品が導入
され、IoTによりつながることで様々な機能やサービスが提供さ
れるようになり、自動車が社会に提供できる価値も今後変化し、
増していきます。
このような社会の変化に技術開発や事業運営を適合させなが

ら、走る歓びというブランドエッセンスを磨き、進化させ続けま
す。そして、人々の日常に運転すること、移動することの感動
体験を創造し、誰もが活き活きと暮らす愉しさと生きる歓びを
提供してまいります。
そのために、今後も「ひと中心」の思想のもと、人を研究し
続け、心も身体も活性化される「ものづくり」、「つながりづくり」、
「ひとづくり」にこだわり続けます。

2030年までの期間ごとの経営方針

社会の不確実な変化に対し、2030年までを3つの期間に分け
柔軟に対応していきます。

第1フェーズ  （2022–2024年）

このフェーズでは、将来の電動化などの対応資源を蓄積しなが
ら、本格的な電動化時代に向けた開発・生産領域の技術開発
の強化に取り組みます。米国工場、マルチ電動化技術、ラー
ジ商品群など、これまでに投資した資産を最大限活用してビジ
ネスを成長軌道に乗せ、コロナ禍並みの経済危機にも手許資
金で対応できるよう、財務基盤を強化していきます。並行して、
原価低減活動の強化とサプライチェーン強靭化に取り組み、環
境変化に対する耐性の強い事業構造を構築します。

第2フェーズ  （2025–2027年）

環境規制のハードルが上がる電動化へのトランジションのフェー
ズです。この期間は引き続き内燃機関搭載車で収益を上げ、財
務基盤を維持・強化しながら、本格的な電動化時代への備えを盤
石にしていきます。必要となる電池は、市場需要状況や規制と
政策、技術進化の方向性を見極めながら、協業先からの調達を
行う目途をつけています。また、電池技術については、研究開発・
生産技術開発を継続して強化し、技術の確立とコスト競争力の
確保を図ります。また、マルチ電動化技術をさらに磨き、フル活
用し、この期間後半からBEV専用車の先行導入を開始します。

第3フェーズ  （2028–2030年）

2030年を最終年とするこのフェーズでは、BEV商品を本格導
入していきます。本格的な電動化時代に向けて、市場需要状
況や規制と政策、技術進化の方向性が定まってくる段階を見極
め、電池生産への投資などを視野に入れていきます。

未来を拓く主な取組み

マツダは共創・共生という考え方のもと、『人と共に創る』 価値観を
大切にパートナー企業との協業を推進しつつ、新たな技術開発や、
課題解決のための枠組みを作り、強みをさらに磨き続けます。

カーボンニュートラル

2050年のカーボンニュートラル（以下、CN）実現に向けては、
まず自社のCO2排出について、「2035年にグローバル自社工
場のCN実現」と中間目標を定め、省エネ、再エネ、CN燃料
活用の3本柱で取り組みを進めていきます。加えて、サプライ
チェーンへの対応も必要であり、輸送会社や購買取引先と共に
CO2排出量を削減する活動を段階的に進めていきます。国内
においては、サプライチェーンの構造改革に取り組むほか、
CN燃料の活用拡大を進めていきます。

人とITの共創による価値創造

「ひと中心」の思想に基づき、モデルベース開発・研究をプラット
フォームにして人の能力を最大限引き出せるよう、今後も人間研究
に投資します。また、独自の安全思想「MAZDA PROACTIVE 

SAFETY」の下、IT技術を活用した高度運転支援技術の開発を
継続し、運転者も同乗者も周囲の人も安全・安心なクルマづく

りを進め、2040年を目途に自動車技術で対策が可能なものに
ついては、自社の新車が原因となる死亡事故ゼロを目指します。
人材への投資として、2030年までに間接社員全員がAIや

ITに係る一定以上の能力を持てるよう、アイデミーと共に変革
を進めています。
さらに、業務プロセスのモデル化により2030年に生産性の
倍増を実現し、捻出したリソースをより付加価値が高くなる仕事
に投じます。　
　
原価低減とサプライチェーンの強靭化

原価低減は、従来の商品原価や、製造原価だけにとどまらず、そ
のスコープを広く拡大し、サプライチェーンとバリューチェーン全体
を鳥瞰し、ムダ、ムラ、ムリを徹底的に取り除く取り組みを通じて
原価の作りこみを行うよう変えていきます。
サプライチェーンについては、材料調達からお客さまへのデリバ

リーに至るまでの、総ての工程における個々の改善にとどまらず、
モノがよどみなく流れ、しかもそのスピードが最大化される「全体
最適の行程」を実現するよう取り組みます。また、材料・部品調達
の階層を浅くし、種類を産む場所を近場に寄せていく、などの調達
構造の変革や、汎用性の高い材料や半導体の活用拡大に取り組み、
地政学的リスクやコロナウイルス、地震といった大規模災害などの、
外部の環境変化に対する影響についても最小限にとどめていきます。

2030年2022年
4月

2026年
3月2024年

第1フェーズ 第2フェーズ 第3フェーズ
2027年

2019年
4月

中期経営計画の期間　（2020年3月期 – 2026年3月期）

本格的成長
（2023年3月期以降）

2030年に向けた経営方針

足場固め
（2020年3月期 – 2022年3月期）

中期経営計画 ｜ 中期経営計画アップデートおよび2030経営方針

2022年11月22日に、中期経営計画のアップデートと2030年に向けた経営方針を公表しました。
現在マツダは2026年3月期までの財務目標達成に向けて中期経営計画を推進していますが、各国の環境規制動向、
社会インフラ整備をはじめ、電源構成の変化、そして消費者の選択など、経営を取り巻く環境の不確実性が
高まっていることを受け、視点を2030年まで延ばし、世界の潮流を想定した経営方針と主要取り組みを示しました。

地域特性と環境ニーズに適した電動化戦略で、
地球温暖化抑制という社会的課題の解決
に貢献すること

基本方針

1

人を深く知り、人とクルマの関係性を解き
明かす研究を進め、安全・安心なクルマ社会
の実現に貢献すること

基本方針

2

ブランド価値経営を貫き、マツダらしい独自
価値をご提供し、お客さまに支持され続け
ること

基本方針

3

各フェーズにおける電動化の取り組み

EV時代への移行期間には、地域の電源事情に応じて、適
材適所で商品を提供していくマルチソリューションのアプ
ローチが有効と考えています。一方、マツダは各国の電動
化政策や規制の強化動向を踏まえ、2030年のグローバル
におけるEV比率の想定を25–40%としており、パートナー
企業と共に段階的に電動化を進めていきます。

第1フェーズ： 電動化時代に向けた開発強化

既存の技術資産であるマルチ電動化技術をフル活用して魅
力的な商品を投入し、市場の規制に対応していきます。ラー
ジ商品群を投入し、PHEVやディーゼルのマイルドハイブ
リッドなど、環境と走りを両立する商品で収益力を向上させ
つつ、BEV専用車の技術開発を本格化させます。

第2フェーズ： 電動化へのトランジション

電動化への移行期間における燃費向上によるCO2削減を
目指し、新しいハイブリッドシステムを導入するなど、これ
まで培ってきたマルチ電動化技術をさらに磨きます。電動化
が先行する中国市場においてBEV専用車を導入するほか、
グローバルにBEVの導入を開始します。内燃機関について
は、熱効率のさらなる改善技術の適用や再生可能燃料の実

現性に備え、その効率を極限まで進化させていきます。
加えて、電動化の進展に向けて、地域経済が持続的に発
展していくため、電動駆動ユニット（以下、電駆）の高効率
な生産技術の開発やその生産・供給体制の確立を行うべく、
株式会社オンド、広島アルミニウム工業株式会社、株式会社
ヒロテックとマツダの４社で合弁会社を設立しました。また、
「走る歓び」の価値を進化させ続けるため、電駆の基幹部品
であるインバーターの開発については株式会社今仙電機製作
所（以下、今仙電機）、ローム株式会社と共同開発契約を締
結し、今仙電機と合弁会社を設立しました。モーター技術に
ついては、富田電機股份有限公司（以下、富田電機）と共同
開発契約を締結し、中央化成品株式会社および富田電機と
モーター技術を共に学び育成する合弁会社を設立しました。
電池については、第1・2フェーズを通して、「グリーンイノベー

ション基金事業」に採択された先端電池技術の自社研究開発を
続けながら、パートナー企業からの調達を進めます。なお、今回、
既存のパートナー企業に加え、国内で生産予定のEV向けに、
株式会社エンビジョンAESCからの調達を新たに合意しました。

第3フェーズ： BEV本格導入

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

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

研究開発戦略とサステナビリティ

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

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

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

取締役専務執行役員
（研究開発・コスト革新・
イノベーション統括）

廣瀬  一郎

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

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

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

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

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

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

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

技術革新については現在、フェーズ1、2を終了し、フェーズ3

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

専用プラットフォーム「SKYACTIV EV専用スケーラブルアーキテ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

サステイナブル
“Zoom-Zoom”宣言2030

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

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

－研究開発戦略の基本的な考え方についてお聞かせくだ
さい。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

技術革新については現在、フェーズ1、2を終了し、フェーズ3

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

専用プラットフォーム「SKYACTIV EV専用スケーラブルアーキテ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

「ビルディングブロック構想」
（2021年6月公表時点）
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［ 2022年以降導入済／予定のクロスオーバー SUV商品群 ］

商品群

ラージ商品群

スモール商品群

モデル

MAZDA CX-60
（2列シート）

MAZDA CX-70
（ワイドボディ2列シート）

MAZDA CX-80
（3列シート）

MAZDA CX-90
（ワイドボディ3列シート）

MAZDA CX-50

主要導入市場

欧州、日本、他

北米、他

欧州、日本、他

北米、他

北米ベース技術進化 ─ SKYACTIV TECHNOLOGY

SKYACTIV  EV
SCALABLE  ARCHITECTURE  PHASE 3

2025年ごろ～

  PHASE 1

  PHASE 2
2019年～

SMALL群
横置き型

LARGE群
縦置き型

SKYACTIVマルチソリューション
スケーラブルアーキテクチャー

SKYACTIVマルチソリューション
スケーラブルアーキテクチャー

直列6気筒 
SKYACTIV-G/D/X PHEV MILD HEV48V 8速AT

RE マルチ電動化技術BEVMILD-HEV24VSKYACTIV-X

SKYACTIV-G SKYACTIV-D i-stop/i-ELOOP SKYACTIV-BODY/CHASSISSKYACTIV-DRIVE/MT
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いう視点ではなく、クルマの「つくる・はこぶ・つかう・もどす」と
いったサプライチェーン全体に視野を広げることが重要です。
その上で、現場／現物を正しく理解し、従業員も経営陣も購買
取引先などのビジネスパートナーも一丸となって、CNに関わ
る議論や意見を活発に交わしながら、生産部門だけでなく、企
画、開発、購買、物流など全ての部門が2035年の目標実現
に向けて意識を高めて進めていくことが必要です。
私たちが考えるCO2削減の最初のステップは「省エネ」のモ

ノづくりであり、サプライチェーン全体の無駄を減らすことです。
具体的には工場の工程や設備の使い方だけでなく、調達先の
ロケーションや物流の在り方までも今一度見直し、最適化する
ことで、エネルギーロスの無い世界を目指します。このアプロー
チで、CO2削減に加えて、無駄の削減につながると同時に、
昨今高まるエネルギーや材料調達等の規制や地政学的リスク、
環境規制への対応力も上がり、省エネと効率は両立できると考
えています。

生産領域でのCN実現に貢献する
「モノ造り革新」
－CNに向けたマツダのこれまでの取り組みと現状の課題
を教えてください。

パリ協定に先立って採択され国際社会が気候変動対策に取り組
む第一歩となったのが京都議定書です。その採択により、気候
変動への社会的要請が高まる中で、自ら「環境中期計画」として、
自社の事業活動における環境目標を設定し環境負荷の低減に
向けた取り組みを着実に進めてきました。2020年度を最終年
とする環境中期計画では、国内のマツダグループ全体における

工場、オフィスなどからのCO2排出量を、1990年度比で
60%削減し、輸送業務等の物流領域においても、CO2排出量
を1990年度比で66％削減しています。
この成果を支えているのが、生産工程での徹底した効率化で
す。生産工程の中で、エネルギー消費量が多いためCO₂排出
が多い工程は、塗装領域と溶かした金属を型に流し込んで冷や
して固める鋳造領域です。マツダは、この二つの工程を中心に
全ての工程で独自の技術開発を行い、過去からいくつものイノ
ベーションを続けてきました。塗装領域では、「スリー・ウェット・
オン塗装工法」を2002年に導入しています。これは、従来3

層（中塗り／ベース／クリア）ある塗装工程それぞれで乾燥さ
せていたところを、乾燥させないウェットな状態で塗り重ね、
乾燥を1回で仕上げることで、従来の塗装方式に比べ、エネル
ギー消費を約15%削減しました。その後、2009年には「アク
アテック塗装」を開発・導入し、塗料と塗布技術の改良で3層（前
述の3層）のうち中塗りを不要とすることで、さらに約10%の
エネルギー消費の削減を実現しました。加えて、揮発性有機化
合物（ＶＯＣ）の大幅削減、塗装面がきれいになる品質向上の
効果も実現し、環境負荷低減だけでなく、コストや品質面でも
貢献できていると考えています。
一方の鋳造領域では、CAE（Computer Aided Engineering）

を有効活用した技術の積み重ねにより、鋳造品の薄肉化・軽量
化を実現しています。これにより、原材料使用量の削減はもち
ろん、鋳造工程等での材料の冷却時間短縮等による生産サイク
ルタイム（製品の工程開始から完了までの1サイクルに対して
実際にかかる時間）の短縮やエネルギー消費量の削減に貢献し
ています。加えて、生産領域だけでなく、その部品を使ったク
ルマの軽量化にも寄与することで、商品の燃費の向上にも貢献マツダが取り組むカーボンニュートラル

CN社会の実現は自動車メーカーとしての
重要な責務
－マツダがCNに取り組む意義を教えてください。

マツダは美しい地球と心豊かな人・社会の実現を目指すことを
ビジョンに掲げています。気候危機が年々深刻さを増していく
中で地球、人、社会に密接に関わる、CNという未来を実現す
ることは、CO2排出量のインパクトの大きい自動車産業の責務
だと考えています。
こうした背景を踏まえて、昨年1月、マツダは2050年のサ
プライチェーン全体でのCNへの挑戦を公表しました。これは、
日本をはじめ多くの国・地域が掲げた2050年の共通目標と整
合するものです。加えて、このゴール達成に向けたマイルストー
ンとして、2022年6月に2035年にグローバル自社工場での
CN実現に挑戦していくことを宣言しました。その実現のために
は、従来のようなマツダ1社だけの効率や生産性を追究すると

途上国を含めて世界全体で気候変動対策を進めることに合意
した協定となる「パリ協定」が2015年に採択されました。今や、
気候変動は、目に見える形でさまざまな自然災害をもたらして
おり「気候変動」を超えて「気候危機」という言葉も生まれてい
ます。世界では、2050年のカーボンニュートラル（以下CN）
社会実現に向けて、新技術の開発や、さまざまな取り組みが
活発化しており、今後もさらにその動きは加速していくとみられ
ています。自動車メーカーにとっても、製造前後の段階で果た
すべき役割は非常に大きいものがあります。このような状況の下、
マツダにおける取り組みについて、取締役専務執行役員 向井
武司に聞きました。

取締役専務執行役員
（品質・購買・生産・物流・
カーボンニュートラル統括）

向井  武司

しています。
以上の各工程ごとの技術革新だけでなく、生産工程全体で

の効率化を含めたモノづくりを土台とし、高効率の開発・生産
が一体となった取り組みとして「モノ造り革新」を進めています。
例えば、セグメント（車格）を超えて開発思想を共通化する「コ
モンアーキテクチャー構想」に基づいて設計されたクルマを、「フ
レキシブル生産方式」により高効率かつ柔軟に生産する体制を
構築してきました。具体的には、車種によって異なる部品の組
み立てにも対応できるよう治具や設備をモジュール化すること
で、同一の生産ライン上でさまざまな車種が生産できる多種混
流生産を実現しています。つまり、内燃機関車でも電動車でも、
車体の大きさやエンジンの搭載方向（縦置き／横置き）が異なっ
ていても、すべて同じ生産ラインでの組み立てが可能となります。
これにより、各生産ラインの高い稼働率を維持できることで、
生産効率と同時にエネルギー効率も高まり環境負荷低減に貢
献するとともに、車種の変更、材料や工法の進化に対して生産
ラインのスクラップ&ビルドを最小限に抑えられるので資源や設
備の廃棄、エネルギーのロスも最小限に抑えることができます。
この取り組みは、現在のクルマだけでなく、将来のクルマの電
動化も見据えた柔軟性を備えており、製造業がCNを進める上
で、土台となる技術資産です。
今後の課題は、これまで説明してきたマツダの省エネ技術等

を多くのビジネスパートナーと共有・展開し、一気通貫での取り
組みを一層活性化していくことだと考えています。そのためには、
会社や領域等立場が違っても、お互いを理解し協力しあえる人
間関係の構築が重要になります。社内で「モノ造り革新」を続
けてきたことで、初めは意見が異なっていた開発チームと生産
チームが、お互いの理解を深めることで深い協力関係を構築で
きるようになった経験もあります。こうした社内で培った人と人

との協力関係作りを、購買取引先や販売といった領域にも広げ
ていきたいと考えています。

CN実現を通したサプライチェーン全体の
CO2排出削減と地域経済の活性化
－マツダのCNに向けた中長期計画や、脱炭素社会への
貢献についてお聞かせください。

CNは生産領域や商品だけ取り組めば良いわけでもなく、また
自動車メーカーだけでもなく、ビジネスパートナーだけが取り
組めば良いものでもありません。全体が協力しないと達成でき
ない課題です。2050年までのサプライチェーン全体でのCN達
成に向けて、私たちは、三つの柱を軸に取り組みを進めていき
ます。一つ目の柱は省エネルギーの徹底的な推進です。二つ目
の柱は、エネルギー消費量を下げながら、その残った必要エネ
ルギーを、再生可能エネルギーへと転換していくことです。そし
て三つ目の柱は、CN燃料の導入を拡大し、製造だけでなく部
品の輸送などに対してもCN燃料を使用することで輸送時の
CO2排出を抑止していくことです。これら三つの柱を、いずれ
においてもマツダ単独ではなく、社外の仲間と連携しながら進
めていくことで、サプライチェーンのCN化を推進していきます。
一つ目の省エネの推進については、前述してきたようにこれ

まで培った技術資産の上に、塗装、素材、加工などの各工程
における効率改善をさらに積み上げると同時に、省エネに関す
る技術やノウハウを、地場の購買取引先を含むビジネスパート
ナーとも共有していきます。また、CO2排出量の削減は、サプ
ライチェーンそのものの構造に踏み込んで突き詰めて考えてい
くと、物流も含めたサプライチェーン全体の無駄を省くことによ
る効率化につながります。無駄を省くことで、コスト削減だけ
でなく、素材等の資源の有効活用、エネルギー効率の向上を
通した環境負荷低減への貢献や、場合によっては製品品質の
向上にもつながり、環境負荷低減と経営の両立に貢献すると
考えています。
二つ目の再生可能エネルギーの転換については、自社工場

内の発電事業の低・脱炭素化や再生可能エネルギー由来の電力
調達など、さまざまな形態での対応を進めていきます。太陽光
発電など再生可能エネルギーの多くは日々や昼夜間の発電量
のバラツキも大きく、貯めておくことが難しいという電気の特性
もあり、安定的なエネルギー調達が必要な製造業では、自社
での発電などと組み合わせて補完できるように多方面から取り
組むことが大切です。また、再生可能エネルギーの調達におい
ては、マツダだけでなく、電力事業者や自治体など再生可能エ
ネルギー供給に関わるパートナーや、私たちと同じように電力
の再生可能エネルギーへの転換が必要な製造事業者やサービ
ス事業者など電力需要家企業など、地域での連携が必須です。
2021年11月には、こうした需給双方の事業者や自治体と共に、
中国地域でのCN電力の需給拡大を目指す「中国地域カーボン

ニュートラル推進協議会」を中国経済連合会が設立し、その専
門部会として「カーボンニュートラル電力推進部会」が設立され
ました。マツダは設立と同時に参画し、活動を通じた積極的な
貢献を行っています。この取り組みによって、地域の電気事業
者や自治体だけでなく、一般家庭での太陽光発電を含めた再
生可能エネルギーを供給する発電事業者と、マツダを含めて再
生可能エネルギーの安定購入を望む企業である需要家とをうま
く結びつけることができると考えています。つまり、再生可能エ
ネルギーについて発電事業者側の「作る保証」と、需要家側の
「使う保証」との間に良い連携関係を構築することで、企業だ
けでなく一般家庭にも経済循環の恩恵があることが理想だと考
えています。海外においては、それぞれの国・地域によって状
況が異なるため、地域の特性に合った形で最適なエネルギーの
循環モデルの構築をサポートしていきたいと考えています。

3つ目のCN燃料の導入については、大学や企業と連携して
進めている微細藻類由来の次世代バイオ燃料の実用化に向け
た研究や、地域のコンソーシアムである「ひろしま自動車産学
官連携推進会議」との連携を通じて、その普及に向けた実証を
進めています。世界的にEV（電気自動車）の普及に向けて動
いていますが、現時点では航続距離や充電インフラ等に問題も
あり、効果的にCNを進めるためには、石油由来燃料と同等
の化学的特性を持ったCN燃料は、既存のインフラやエンジン
をそのまま活かしながら、CO2排出削減に寄与する魅力的なソ
リューションだと考えています。これが実用化されれば、トラッ
ク等での車両や部品の輸送など、サプライチェーン全体での事
業活動におけるCNにも大きな効果が期待できます。また、昨
年から参戦したスーパー耐久シリーズでは、次世代バイオ燃料
を使用することで、こうした燃料が石油由来の化石燃料に代

わって実用性があることの実証を行っています。もちろん、CN

燃料については、量産化や供給インフラ等の課題があることは
理解しておりますので、今後も、ビジネスパートナーと共に、
多くの方々にCN燃料をご利用いただける未来を描ける取り組
みを進めていきます。
各項目でご説明した通り、私たちのCN実現に向けた施策は、

マツダだけでなく、地域企業など幅広い事業者の方々のCO2

削減にも直結するものです。CNがどのような産業にとっても
事業成長のカギとなるこれからの時代、私たちマツダはCO2排
出削減と地域経済成長の両立を目指し、価値観を共有する仲
間・人と共に、持続可能な社会を創っていきたいと考えています。

環境中期計画（マツダグリーンプラン2020）の実績
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CN燃料導入

いう視点ではなく、クルマの「つくる・はこぶ・つかう・もどす」と
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備の廃棄、エネルギーのロスも最小限に抑えることができます。
この取り組みは、現在のクルマだけでなく、将来のクルマの電
動化も見据えた柔軟性を備えており、製造業がCNを進める上
で、土台となる技術資産です。
今後の課題は、これまで説明してきたマツダの省エネ技術等

を多くのビジネスパートナーと共有・展開し、一気通貫での取り
組みを一層活性化していくことだと考えています。そのためには、
会社や領域等立場が違っても、お互いを理解し協力しあえる人
間関係の構築が重要になります。社内で「モノ造り革新」を続
けてきたことで、初めは意見が異なっていた開発チームと生産
チームが、お互いの理解を深めることで深い協力関係を構築で
きるようになった経験もあります。こうした社内で培った人と人

との協力関係作りを、購買取引先や販売といった領域にも広げ
ていきたいと考えています。

CN実現を通したサプライチェーン全体の
CO2排出削減と地域経済の活性化
－マツダのCNに向けた中長期計画や、脱炭素社会への
貢献についてお聞かせください。

CNは生産領域や商品だけ取り組めば良いわけでもなく、また
自動車メーカーだけでもなく、ビジネスパートナーだけが取り
組めば良いものでもありません。全体が協力しないと達成でき
ない課題です。2050年までのサプライチェーン全体でのCN達
成に向けて、私たちは、三つの柱を軸に取り組みを進めていき
ます。一つ目の柱は省エネルギーの徹底的な推進です。二つ目
の柱は、エネルギー消費量を下げながら、その残った必要エネ
ルギーを、再生可能エネルギーへと転換していくことです。そし
て三つ目の柱は、CN燃料の導入を拡大し、製造だけでなく部
品の輸送などに対してもCN燃料を使用することで輸送時の
CO2排出を抑止していくことです。これら三つの柱を、いずれ
においてもマツダ単独ではなく、社外の仲間と連携しながら進
めていくことで、サプライチェーンのCN化を推進していきます。
一つ目の省エネの推進については、前述してきたようにこれ

まで培った技術資産の上に、塗装、素材、加工などの各工程
における効率改善をさらに積み上げると同時に、省エネに関す
る技術やノウハウを、地場の購買取引先を含むビジネスパート
ナーとも共有していきます。また、CO2排出量の削減は、サプ
ライチェーンそのものの構造に踏み込んで突き詰めて考えてい
くと、物流も含めたサプライチェーン全体の無駄を省くことによ
る効率化につながります。無駄を省くことで、コスト削減だけ
でなく、素材等の資源の有効活用、エネルギー効率の向上を
通した環境負荷低減への貢献や、場合によっては製品品質の
向上にもつながり、環境負荷低減と経営の両立に貢献すると
考えています。
二つ目の再生可能エネルギーの転換については、自社工場
内の発電事業の低・脱炭素化や再生可能エネルギー由来の電力
調達など、さまざまな形態での対応を進めていきます。太陽光
発電など再生可能エネルギーの多くは日々や昼夜間の発電量
のバラツキも大きく、貯めておくことが難しいという電気の特性
もあり、安定的なエネルギー調達が必要な製造業では、自社
での発電などと組み合わせて補完できるように多方面から取り
組むことが大切です。また、再生可能エネルギーの調達におい
ては、マツダだけでなく、電力事業者や自治体など再生可能エ
ネルギー供給に関わるパートナーや、私たちと同じように電力
の再生可能エネルギーへの転換が必要な製造事業者やサービ
ス事業者など電力需要家企業など、地域での連携が必須です。
2021年11月には、こうした需給双方の事業者や自治体と共に、
中国地域でのCN電力の需給拡大を目指す「中国地域カーボン

ニュートラル推進協議会」を中国経済連合会が設立し、その専
門部会として「カーボンニュートラル電力推進部会」が設立され
ました。マツダは設立と同時に参画し、活動を通じた積極的な
貢献を行っています。この取り組みによって、地域の電気事業
者や自治体だけでなく、一般家庭での太陽光発電を含めた再
生可能エネルギーを供給する発電事業者と、マツダを含めて再
生可能エネルギーの安定購入を望む企業である需要家とをうま
く結びつけることができると考えています。つまり、再生可能エ
ネルギーについて発電事業者側の「作る保証」と、需要家側の
「使う保証」との間に良い連携関係を構築することで、企業だ
けでなく一般家庭にも経済循環の恩恵があることが理想だと考
えています。海外においては、それぞれの国・地域によって状
況が異なるため、地域の特性に合った形で最適なエネルギーの
循環モデルの構築をサポートしていきたいと考えています。

3つ目のCN燃料の導入については、大学や企業と連携して
進めている微細藻類由来の次世代バイオ燃料の実用化に向け
た研究や、地域のコンソーシアムである「ひろしま自動車産学
官連携推進会議」との連携を通じて、その普及に向けた実証を
進めています。世界的にEV（電気自動車）の普及に向けて動
いていますが、現時点では航続距離や充電インフラ等に問題も
あり、効果的にCNを進めるためには、石油由来燃料と同等
の化学的特性を持ったCN燃料は、既存のインフラやエンジン
をそのまま活かしながら、CO2排出削減に寄与する魅力的なソ
リューションだと考えています。これが実用化されれば、トラッ
ク等での車両や部品の輸送など、サプライチェーン全体での事
業活動におけるCNにも大きな効果が期待できます。また、昨
年から参戦したスーパー耐久シリーズでは、次世代バイオ燃料
を使用することで、こうした燃料が石油由来の化石燃料に代

わって実用性があることの実証を行っています。もちろん、CN

燃料については、量産化や供給インフラ等の課題があることは
理解しておりますので、今後も、ビジネスパートナーと共に、
多くの方々にCN燃料をご利用いただける未来を描ける取り組
みを進めていきます。
各項目でご説明した通り、私たちのCN実現に向けた施策は、

マツダだけでなく、地域企業など幅広い事業者の方々のCO2

削減にも直結するものです。CNがどのような産業にとっても
事業成長のカギとなるこれからの時代、私たちマツダはCO2排
出削減と地域経済成長の両立を目指し、価値観を共有する仲
間・人と共に、持続可能な社会を創っていきたいと考えています。

2035年でのグローバル自社工場におけるカーボンニュートラル計画

電力起源
CO2

非電力起源
CO2

2013 2021 2035

電力起源
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非電力起源
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省エネ

再エネ導入

省エネ 日常現場改善
技術革新

CN電力の
調達など

バイオ燃料や
CO2クレジット
など

再エネ導入

CN達成

役員インタビュー ｜ マツダが取り組むカーボンニュートラル
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財務ハイライト

売上高
（億円）

親会社株主に帰属する当期純利益／ ROE
（億円／%）

年間配当金／配当性向
（円／%）

研究開発費／売上高研究開発費率
（億円／%）

設備投資／減価償却費／売上高設備投資率
（億円／%）

営業利益／売上高営業利益率
（億円／%）

自己資本／自己資本比率
（億円／%）

キャッシュ・フロー
（億円）

従業員数
（名）

グローバル販売台数
（千台）

グローバル生産台数
（千台）

純有利子負債
（億円）

823

436

1,042

2.3

4.2

1.3

0.3

3.3

88  
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フリー・キャッシュ・フロー
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自己資本
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10,881 10,682 13,097 12,106

38,874

1,620 1,570
1,434

1,171
1,024

＊2021年より、管理区分の見直しを行った結果、従来「国内」に含めていた一部
の連結子会社について「海外」に含めて表示しています。

自己資本比率
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経営成績（百万円）： 

売上高＊2 

　国内
　海外
売上原価
販売費及び一般管理費
営業利益
税金等調整前当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

設備投資額＊3

減価償却費
研究開発費
キャッシュ・フロー：
　営業活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動によるキャッシュ・フロー
　フリー・キャッシュ・フロー＊4 

　財務活動によるキャッシュ・フロー

財政状態（百万円）：
総資産
純資産
有利子負債
純有利子負債

1株当たり情報（円）： 

当期純利益＊5 

年間配当金＊6

純資産＊7

財務指標（%）：
売上高営業利益率
自己資本利益率（ROE）＊8 

自己資本比率＊8

期中平均発行済株式総数（千株）
従業員数（名）

＊1 日本円金額の米ドルへの換算は、日本国外の読者の便宜のためにのみ記載したものであり、2022年3月31日の実勢為替相場（1米ドルにつき122円）で換算しています。
2 売上高は顧客の所在地を基礎とし、地域に分類しています。
3 設備投資額は発生ベースで計算しています。
4 フリー・キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計を表しています。
5 １株当たり当期純利益は、各事業年度の発行済株式数の加重平均に基づいて算出しています。
6 １株当たり年間配当金は各事業年度における実際の配当金額を表しています。
7 １株当たり純資産の計算における純資産の金額は、連結貸借対照表の純資産の金額より非支配株主持分（及び2012年3月期、2013年3月期、並びに2017年3月
期から2022年3月期においては新株予約権）を控除した金額を使っています。

8 自己資本の金額は、連結貸借対照表の純資産の金額より非支配株主持分（及び2012年3月期、2013年3月期、並びに2017年3月期から2022年3月期においては
新株予約権）を控除した金額を使っています。

9 2014年8月1日付で普通株式について5株を１株の割合で株式併合を行っており、2014年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、期中平均発行済株
式総数、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しています。

10「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等を2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期に係る総資産及び自己資本比率については、当該会計基準等
を遡って適用した後の数値となっています。

11 米国会計基準を適用している在外連結子会社において、2020年3月期の期首より、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。当該会計
方針の変更は遡及適用され、2019年3月期については、遡及適用後の数値となっています。

12 劣後特約付きローンの資本性考慮後の比率は、45.0%です。
13 「収益認識に関する会計基準」等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期に係る主要財務データについては、当該会計基準等を適用した後の数値
となっています。

11ヵ年主要財務データ
マツダ及び連結子会社
3月31日に終了した各年度
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