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コーポレートビジョン※

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. カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供します。

2. 地球や社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供します。

3. 挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な “道
どう

” を極め続けます .
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※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。

・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。
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ステークホルダーの皆さまとの絆づくりを推進します

「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」

　マツダは130以上の国と地域で販売を行い生

産は世界7カ国に拠点を有しています。各国・各地

域でマツダに関わる方 （々ステークホルダー）との

強い絆をつくることができるよう、現地の文化や習

慣などを尊重し、グループ全体で相互研鑽しなが

ら体制強化を進めています。

　2017年3月期を初年度とする中期経営計画「構

造改革ステージ2」※1の下、魅力ある商品をお届け

するとともに、全領域でビジネスの質的成長を目

指しています。2017年2月に発売した新型CX-5は、

新世代商品導入以降初めてのフルモデルチェン

ジとなり、引き続き多くのお客さまから共感をいた

だいています。

　マツダは2002年に導入したブランドメッセージ

「 Zoom-Zoom」に基づき、お客さまに「走る歓び」

を提供するというブランドの方向性を明確にし、

ステークホルダーの皆さまからの共感を得てきま

した。さらに、新世代商品導入以降も、「走る歓び」

という提供価値を認めていただき、強い絆が生ま

れつつあると感じています。

　「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」は

「私たちマツダは、美しい地球と心豊かな人・社会

の実現を使命と捉え、クルマの持つ価値により、人

の心を元気にすることを追究し続けます」というマ

　ステークホルダーの皆さまとの絆づくりの推進

力となったのは、自動車業界での存在価値を明確

にするため2007年に発表した、技術開発の長期

ビジョン「 サステイナブル“Zoom-Zoom” 宣 言 」

です。お客さま視点を頂点においた「走る歓び」と「環

境・安全性能」の全てをブレークスルーした商品

の提供をお約束しています。そして、その発表から

ちょうど10年目となる2017年8月、世界の自動車

産業を取り巻く環境の急激な変化を踏まえ、より

長期的な視野に立ち、クルマの持つ魅力である「走

る歓び」によって、「地球」「社会」「人」それぞれの課

題解決を目指す新しいチャレンジ「サステイナブル

“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表しました。　

　マツダが目指しているのは、お客さまにマツダ車

をずっと乗り続けたいと言っていただける、お客さ

まと強い絆で結ばれた存在です。これを私たちは「マ

ツダプレミアム」と呼んでいます。プレミアムという

と高価格のブランドを想起するかもしれませんが、

マツダが目指しているのはそこではなく、「走る歓び」

の力によってお客さまの人生を輝かせる、お客さま

との強い絆をもった世界一のクルマづくりです。

ツダの チャレンジを表しています。クルマの持つ魅

力である「走る歓び」によって、「地球」「社会」「人」

それぞれの課題解決を目指すものです。

人 々 に 人 生 の 輝 き を 提 供 し

地 球・社 会 と の 共 存 に 挑 戦 し 続 け ま す

T O P  M E S S A G E 　トップメッセ ー ジ

※ 1  構造改革ステージ２
「商品・開発」「グローバル販売・ネットワーク強化」「グローバル生産・コスト改善」「財務基盤強化と株主還元」の 4 主要施策
詳細はマツダサステナビリティレポート【詳細版】2017(P125) 参照
http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/download/2017/2017_all.pdf
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地球―環境保全の取り組みにより、豊かで美し
い地球と永続的に共存できる未来を築いていき

ます。地球温暖化の要因となる温室効果ガスの

削減について、実質的なCO2排出量削減につな

げていかなければならないと考えています。また、

CO2排出量削減だけでなく、各国の大都市部で

大気汚染が深刻化している課題にも目を向ける

必要があります。

　具体的な目標として、燃料の採掘段階から車両

走行に至るまでの全体視点※2で企業平均CO2排出

量を、2010年比で2050年に90％削減を視野に、

2030年に50％削減を目指します（P21参照 ）。

　その実現に向け、内燃機関の徹底的な理想追

求を行い、このたび、次世代エンジンの量産にめ

どを付けました。次世代エンジンは、ガソリンエ

ンジンとディーゼルエンジンそ れ ぞ れ の 利 点を

持ち、全く新しい燃焼方式と提供価値を実現した

エンジンです。ガソリンとディーゼルのクロスオー

バーという意味で、「SKYACTIV-X（スカイアクティ

ブ・エックス）」と名付けました（P7-9参照 ）。

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO 小飼 雅道

※2  燃料採掘(ウェル)から車両走行（ホイール）までの考え方を示した「ウェル・ツー・ホイール概念図」をP8に掲載
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真に信頼される企業へとさらに成長できるよう誠実に取り組みます

　自動車産業は今、環境・安全に関わる規制強化、

異業種参入、モビリティビジネスの多様化など、

大きな変革期を迎えています。そのような事業環

境の中、2017 年 8月にトヨタ自動車株式会社と

業務資本提携に関する合意書を締結しました※3。

本提携を通じて協力関係をより深化させること

により、この変革期に共に挑み、克服することによっ

て、持続的成長をより確実なものにしていきます。

　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、従

業員一人ひとりが、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だと考えています。

　今後もマツダに関わる世界中の ステークホル

ダーの皆さまから真に信頼される企業へとさら

に成長できるよう、誠実に取り組みます。そして、

人々に人生の輝きを提供し、地球・社会との共存

に挑戦し続けます。

「走る歓び」を感じるクルマを通じて、
地球を守り、社会を豊かにすることで、

人々に心の充足を提供し、心を健康にします

環境保全の取り組みにより、
豊かで美しい地球と永続的に

共存できる未来を築いていきます

安心・安全なクルマと
社会の実現により、全ての人が、
すべての地域で、自由に移動し、
心豊かに生活できる仕組みを
創造し築いていきます

私たちマツダは、美しい地球と心豊かな人・社会の実現を使命と捉え、
クルマの持つ価値により、人の心を元気にすることを追究し続けます。

感じるク
社会を豊か

心を元気

人 

保全の取り組みみにみみにみに取り
美しい地球と永永地球

地球
心・安全なクルマ心・安心・安全な
実現により 全てによ

社会 

サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言 2030

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO

※3〈業務提携に係る合意内容〉
■米国での完成車の生産合弁会社の設立　■電気自動車の共同技術開発
■コネクティッド・先進安全技術を含む次世代の領域での協業　■商品補完の拡充
詳細 http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2017/201708/170804c.pdf

社会― 安心・安全なクルマと社会の実現により、
全ての人が、すべての地域で、自由に移動し心豊

かに生活できる仕組みを創造し築いていきます。

新たな交通事故の要因や、社会構造の変化に伴

う課題が顕在化しています。「過労による危険運

転」「増加する高齢ドライバーによる運転操作ミス」

「過疎地域における公共交通の弱体化」など、安

心・安全なクルマと社会の実現のため、取り組む

べき課題があります。マツダは全ての人が、すべて

の地域で、自由に移動し、心豊かに生活できる仕

組みを創造し築いていきます。

　“事故の無い安全なクルマ社会”を目指し、ドラ

イビングポジション、ペダルレイアウトなどの基

本安全技術の継続的進化と全車標準化を進めま

す。加えて、先進安全技術の継続的な性能向上と

標準装備化、そして、自動運転技術を活用した、

ドライバーがいつまでも安心して運転を楽しめる

「 Mazda Co-Pilot Concept（マツダ・コ・パイ

ロット・コンセプト）」の2025年での“標準化”を

目指します（P18-19参照 ）。

人―「走る歓び」を感じるクルマを通じて、地球を
守り、社会を豊かにすることで、人々に心の充足

を提供し、心を健康にします。社会で生活する人々

は、機械化や自動化により経済的な豊かさの恩恵

を受けていますが、一方で、日々体を動かさない

ことや、人や社会との直接的な関わりが希薄にな

ることで、ストレスが増加していると考えています。

　これらの課題に対して、より多くのお客さまに

クルマを運転する「走る歓び」を感じていただき、

さらにクルマの運転を通じて、高揚感・達成感を

得ることで、心豊かな人生を味わっていただくこ

とを目指します。このために、人の能力を引き出

し心と体を活性化させる「人馬一体」感と、見る

人全ての心を豊かにするデザインを、さらに研ぎ

澄ませます。
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F e a t u r e  S t o r y  1 : S K Y A C T I V - X

特 集 1 　 次 世 代ガソリンエンジン「 S K Y AC T I V -X 」

− 美しい 地 球と心 豊 かな 人・社 会 の 実 現 に貢 献 −

私たちマツダは、地球を守るため、

自動車の実用環境下でのCO 2排出量削減の効果を最大化することを目指しています。

内燃機関自動車は、将来においても世界的に大多数を占めると予測され

「内燃機関の徹底的な理想追求をすることがCO 2削減に最も寄与する」と考えています。

その考えの下、2017年8月8日に、次世代ガソリンエンジン

「 SKYACTIV-X（スカイアクティブ・エックス）」を公表しました。

美しい地球と心豊かな人・社会の実現を使命と捉え、クルマの持つ価値により、

人の心を元気にすることを追究する—このマツダ独自のアプローチから誕生したガソリンとディーゼルの

両方の利点を併せ持ち、夢のエンジンに一歩近づいた「 SKYACTIV-X」についてご紹介します。

Q：「 SKYACTIV-X」とはどのようなものか。これまで
のエンジンに比べ何が違うのか。

A:簡単に言うと、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの良

いところを融合した次世代という名に相応しいガソリンエンジ

ンです。これまで以上に高いレベルで優れた環境性能と意のま

まの走行性能を実現し、「地球」と「人」に寄り添うエンジンとも

言えます。環境性能では燃費が現行ガソリンエンジンに比べて

最大20〜30％程度向上。トルク※1を全域10％以上最大30％

中井 英二パワートレイン開発本部長

次世代ガソリンエンジン「 SKYACTIV-X」
開発責任者インタビュー

美しい地球と
心豊かな人・社会の実現に貢献できる
エンジンを追求します

※1 エンジンの回転力・駆動力を示すもの。定常走行からの加速に影響を与える。
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F e a t u r e  S t o r y  1 : S K Y A C T I V - X

　SKYACTIV技術（スカイアクティブ技術） ： マツダの革新的なベース技術の総称。

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

新世代高効率クリーンディーゼルエンジン
「SKYACTIV-D」導入

新世代高効率直噴ガソリンエンジン
「SKYACTIV-G」導入

次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」市場導入予定

SKYACTIV技術（ガソリンエンジン／ディーゼルエンジン）導入時期

（技術進化）

（技術進化）

次世代ガソリンエンジンの特徴
ガソリン
エンジン

次世代ガソリン
エンジン

ディーゼル
エンジン

燃費 ▲ ◎ ◎

トルク ▲ ◎ ◎

レスポンス ▲ ◎ ◎

出力（伸び） ◎ ◎ ▲

暖房性 ◎ ◎ ▲

排気浄化性 ◎ ◎ ▲

お
客
さ
ま
へ
の
提
供
価
値

向上します。簡単に言うと、2.0Lガソリンエンジンのスポーツカー

（ロードスター）並の走行性能を、1.5Lディーゼルエンジンの

コンパクトカー（デミオ）と同等のCO2排出量で実現できる、と

いうことです。

Q：どうして内燃機関（エンジン）に着目したのか。「電気」
「水素」などさまざまな技術がある中、どうして内燃
機関なのか。

A:確かにさまざまな技術が研究開発され市場導入されていま

すが、それぞれ課題があります。国や地域ごとにエネルギー・イ

ンフラの状況が違う。お客さまの利用環境、つまり道路状況や

運転方法なども異なります。その中、どのような環境技術が最

適なのかを考えました。ポイントは、燃料採掘時から車両走行

時まで「ウェル・ツー・ホイール」の考えに基づいたCO2排出量

削減。しかも、グローバルにおける実走行での削減です。

その結果、たどりついたのが内燃機関。現行エンジンをもっと

効率化することが、グローバルに、しかも実走行の視点でCO2

排出量削減につながるということがわかりました。

内燃機関の将来性は外部機関によって示されています。IEA

公表資料では「2035年時点で内燃機関自動車が占める割合

は約84％」と予測されています。もちろん、内燃機関以外が適

した市場には、その技術を投入できるよう研究・開発を進めて

います。2019年導入予定の電気自動車などはその一例です。

加えて、内燃機関が苦手とする運転領域だけ小型の電動化技

術で補うことで、全体としてさらに効率の高いCO2排出量低減

を実現する研究も進めています。

Q：そもそも内燃機関はそれほど改善の可能性があっ
たのか。

A:私たちは、理想の内燃機関を目指して開発を続けています。

従って、まだまだ改善の余地が残されていることを知っています。

内燃機関の効率改善の可能性とその技術的難易度については、

これまでもさまざまな研究が行われてきました。マツダが現行

エンジン（SKYACTIV-G/SKYACTIV-D）を開発したことで、

内燃機関の効率改善の可能性が実証され、学術的に着目され

はじめ、内燃機関の研究開発に活気を与える一助になれたと

考えています。そこには大きな挑戦がありました。ガソリンエン

ジン（SKYACTIV-G）における「高温高圧場での異常燃焼（ノッ

キング）の限界への挑戦」、ディーゼルエンジン（SKYACTIV-D）

における「低温低圧場での着火性（失火）の限界への挑戦」です。

クルマは「エンジンで空気・燃焼ガス・燃料を圧縮し、そこに火

をつけて燃焼させる」ことでエネルギーを得る仕組みです。理

論上、よりたくさんの気体でより大きく圧縮して燃焼させれば

させるほど、より大きな力が得られるのですが、それがうまくい

かない。高圧縮比にすると異常燃焼が起きるガソリンエンジンと、

低圧縮比にすると失火が起きるディーゼルエンジン。マツダの

開発メンバーは両エンジンの課題に挑戦する中で、次世代ガソ

リンエンジン「 SKYACTIV-X」誕生に向けての技術力が鍛えら

れていたのだと思います。

＊化石燃料を採掘して車両走行する場合

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）

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／
プラグインハイブリッド車 ）

発電

ホイール
（車両走行=Wheel）

ウェル・ツー・ホイール概念図*
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SPCCI（SPark Controlled Compression 
Igni t ion）火花点火制御圧縮着火

　スパークプラグの点火による膨張火炎球が、まさに

第二のピストン（エアピストン）のように、燃焼室内の

混合気を追加圧縮し、圧縮着火に必要な環境を実現

しました。このスパークプラグの点火時期を制御する

ことで、圧縮着火領域を拡大し、完全に制御された圧

縮着火を実現させることが、マツダ独自の燃焼方式

SPCCI。圧縮着火燃焼を火花点火で制御した燃焼です。

F e a t u r e  S t o r y  1 : S K Y A C T I V - X

Q：「 SKYACTIV-X」にはどのような技術革新があっ
たのか。

A:一つ目は「異常燃焼しやすい」という性質を逆手にとって利

用したことです。SKYACTIV-Xは、たくさんの気体を強い力で

圧縮して点火プラグで火を付けるとシリンダー内で多数の火種

がすばやく燃焼（圧縮着火）し、大きなエネルギーを得られる仕

組みになっています。高圧縮状態で火種を自着火させるという

穏やかな異常燃焼のような現象を利用しています。

二つ目はシリンダー内の気体と燃料（ガソリン）のバランスです。

シリンダー内では空気と燃焼ガスと燃料の混じった混合気を

作ります。混合気における気体の割合が大きければ大きいほど、

燃費は良くなります。SKYACTIV-Xは従来のエンジンより大幅

に気体の割合を大きくすることに成功しました。

Q：技術革新を成功させるためには困難もあったので
はないか。それをどうやって乗り越えたのか。

A:外気温度や、高度、走行状況などお客さまの利用環境が異

なる中、安定的に狙ったとおりの燃焼を実現することが大きな

課題となりました。ガソリンは温度、圧力の条件が合えば圧縮

着火で元気に燃えますが、条件が合わないと燃えない特性。し

かも気体の量を増やして、燃料の割合が少なくなるとさらに燃

えにくい。外気温度などの環境に合わせて、多くの気体を取り

入れて、決められた燃料で狙い通りに燃える環境をエンジンの

一回の燃焼ごとに、全運転領域できれいにつくり込めるように

する。まるでご飯をおいしい炊き上がりにするために火加減を

毎回極めるような仕事でした。この火加減を追求するために着

手したのはコンピューターによる計算資源の増強でした。複雑

で新しい燃焼をつくり込むためには、燃焼室内の様子を正確

に模擬することが必要です。ありたいお手本の燃焼を計算によ

り定めて、その通りに現実世界で燃やすという、「モデルベース

開発」を行うためのものです。従来は試作車やエンジンを多く

作ってテストを繰り返すという時間のかかる仕事をしていまし

たが、一つの条件での燃やし方でも、組み合わせが何千万通り

もあるこのエンジンでは、このような進め方では、全く開発が進

みません。モデルベース開発を行うことで、業務の効率が飛躍

的に高まりました。さらには原理原則の基盤技術の開発は産

学官連携も行い、シミュレーションの精度も上げていきながら、

「ガソリンが元気に燃える火加減」を実現してきました。ここで

得られた知見をまとめてレシピのようなものをつくってそれを

モデルにしてエンジンを制御するコンピューターに実装しまし

た。歴代のガソリンエンジン技術者が追い求めていた圧縮着火

の技術が盛り込まれた、SPCCI（火花点火制御圧縮着火）とい

うレシピ。これをエンジンシステムとして完成させることができ

ました。2019年市場導入を目指し、お客さまに喜んでいただけ

るエンジンに仕上げていきます。

Q：今後はどのようなエンジンをつくっていきたいか。

A:世界一のエンジンを目指し続ける−これが私たちの目標です。

乗る人にとって思い通りに動いてくれるクルマの動力源、お客さ

まの利用環境に適した形で実用域での燃費向上/CO2排出量

低減、排気ガスのクリーン化を追求するエンジンです。

SKYACTIV-X誕生にあたっては、さまざま課題をクリアしています。

それどころか、課題であった異常燃焼を利用することもできました。

「子どもの頃は苦かったコーヒーが、大人になったら美味しく

感じられるようになった」ーそれと同じようなことが私の開発

人生において起きています。理想の内燃機関に向けて、今抱え

ている課題はいずれクリアし強みになる。そう信じて、美しい

地球と心豊かな人・社会の実現に貢献できるエンジンを追求し

ていきます。
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初代モデルから性能・デザイン、全てにおいて質を高めた新型CX-5

クルマのある生活がお客さまに人生の輝きを提供すると信じ

開発者たちは「人の感性」に徹底的に寄り添い

理想のクルマを追求しました

特 集 2 　 新 型クロスオー バ ー S U V「 C X- 5 」

−お 客さまに人 生 の 輝きを提 供 するクルマ−

F e a t u r e  S t o r y  2 : N e w  C X - 5
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　2012年2月に導入された初代CX-5は、躍動的なデザイン

と意のままの気持ち良い走り、優れた環境・安全性能などに

対して、グローバルに高い評価をいただいてきました。新型

CX-5の開発においては、初代の強みを生かしながら、全体の

質感を高めることに注力しました。　

　マツダの新世代車両運動制御技術「SKYACTIV-VEHICLE 

DYNAMICS」の一つである「 G-ベクタリング コントロール」

を搭載し、横方向と前後方向G（加速度）を総合的にコントロー

ルできるように深化。カーブなどでの横揺れが減少し、運転の

疲労や同乗者の車酔いなどが軽減したことで、快適な走りを

より楽しんでいただけます。また、高速道路でも騒音やロード

ノイズを気にすることなく車内で会話できるよう静粛性を高

めています。

　私たちマツダグループは「お客さまにとってかけがえのない

存在となり、特別な強い絆で結ばれたブランドになる」ことを

目指しています。その中で私たち開発者が大切にしているのは

「徹底的に人の感性に寄り添う人間中心のクルマづくり」です。

「クルマで移動することは、こんなに楽しいことなのだと感じ

ていただく」「運転するお父さんやお母さんと後部座席の子ど

もたちが共に楽しめる時間と空間を創造していただく」ことです。

クルマを通じてお客さまに人生の輝きを感じていただく—こ

の想いを具現化することが、お客さまとの絆づくりにつながると

信じています。

乗員全員が「走る歓び」を
体感できる新型CX-5へ

商品本部 新型CX-5主査 松岡 英樹

徹底的に人の感性に寄り添う人間中心のクルマづくり
“人間中心の設計思想”

　人間にとって最も扱いやすいクルマこそが絶対的な理想のクルマである

と考え、マツダは徹底的に人の感性に寄り添うクルマづくり“人間中心の設

計思想”を追求しています。ドライバーの特性を徹底的に解明し、最新の技

術を適切に取り入れながら、クルマからの反応を感じながら正確にスムー

ズに操作できる運転環境の実現を目指しています。加えて、同乗者にとって

も理想のクルマとなるよう快適性・静粛性の向上を追求しています。

人間中心の設計の一例

F e a t u r e  S t o r y  2 : N e w  C X - 5
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※1  マツダが目指す安全性能の考え方「 Mazda Proactive Safety（マツダ プロアクティブ セーフティ）」に基づき開発したドライバーの認知支援、衝突回避および被害軽減をサポートする先進安全技術の総称。　
※2  新型CX-5には、認知支援技術の「先進ライト」と「車線逸脱警報システム」、衝突回避サポートや被害軽減を図る「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート」と「 AT誤発進抑制制御［前進時 ］」の4つの先進安全

技術を標準装備。

安 全・環 境 性 能 、
そしてデザインで 大きく貢 献

　コーポレートビジョンに基づき、「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する」ことを目指すにあ

たり、環境・安全性能の追求は必須条件です。

　エンジンやトランスミッションなどのベース技術の改善を

行い、燃費改善・CO2排出量削減などを進めています。実際の

走行において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国・地域においても手の届きやす

い価格で環境性能に優れたクルマを提供するというアプロー

チをとっています。CX-5においても、その考えの下、環境性能

を追求しています。

　安全面では、予防安全としての

先進安全技術「i-ACTIVSENSE（ア

イアクティブセンス）」※1を年々進

化させ、国・市場ごとに適切な装備

を設定しています。国内では高齢

化によりアクセルの踏み間違い事

故が増加するといった社会課題を

考慮し、2017年8月に「 i-ACTIVSENSE」技術を標準装備し

ました※2。加えて、マツダがこだわってきたのが、「ヒューマン・

マシン・インターフェース（HMI）」の考えに基づいた“安全に

運転する”ためのサポート機能です。メーターやナビ情報をフ

ロントガラスに表示する、国内向けに搭載された「アクティブ・

ドライビング・ディスプレイ」は、注意力を運転からそらさない

ようにする効果があります。

　そして意外に思われるかもしれませんが、私たちはデザイン

も地球や社会とクルマが共存することに貢献していると考え

ています。環境・安全性能が良くても、カッコ良くないと「この

クルマに乗りたい」とは思わないですよね。新型CX-5では上

質で精悍な外観と、全ての乗員が心地よさを感じられる内装

をつくり上げたことによってたくさんの方に選ばれています。

　おかげさまで、従来のSUVにはない走りの歓びを体感で

きるクルマとして、高評価をいただいています。今後も新型

CX-5を通じて地球・社会との共存を、そしてさらなるマツダファ

ン獲得を目指します。

日本の伝統的なモノづくりに受け継がれている
「シンプルで研ぎ澄まされた美しさ」を追求したデザイン

　新型CX-5では、日本の伝統的なモノづくりに受け継がれている「無駄な要

素を削ぎ落としたところに生まれるシンプルで研ぎ澄まされた美しさ」を追求。

お客さまが、「新型CX-5に触れ、所有することで豊かな気持ちになる」デザイ

ンを目指しました。上質で精悍な外観と、全ての乗員が心地よさを感じられる

内装をつくり上げています。

ブランド表現を進化させたフロントフェイス

F e a t u r e  S t o r y  2 : N e w  C X - 5
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マツダならではのクルマづくりにより企業価値創造を追求し、同時に
SDGs（持続可能な開発目標 ）の達成に貢献

SDGs（持続可能な開発目標 ）と新型CX-5の提供価値との関係（抜粋 ）

　マツダは、2007年に発表した「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」に基づき、走る歓びと優れた環境・

安全性能を全てのお客さまにお届けすることを目指しています。「地球や社会と永続的に共存するクルマ」

の提供を通じて企業価値創造を追求しています。

　新型CX-5においてもその考え方に基づき、開発が行われ、ドライバーだけでなく同乗者も感じる走る

歓びを追求し、デザインと技術の全てを初代CX-5に対して一段と高いレベルに引き上げています。

　自動車産業は今、地球温暖化や交通事故増加などさまざまな社会課題への対応が求められており、

CX-5はこれらの社会課題への対応を考慮しています。マツダのクルマづくりによる地球・社会への貢献を

国連が定めるSDGs（持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals）に沿ってご紹介します。

＊ 「ウェル・ツー・ホイール」、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（P8参照）。

SDGｓ関連項目 マツダの提供価値（新型CX-5）

目標3
あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進
する（交通安全含む）

・先進安全技術による交通事故被害低減
・「走る歓び」の提供によるお客さまの心と体の活性化

目標7
すべての人々の、安価かつ信頼で
きる持続可能な近代的エネルギー
へのアクセスを確保する

・効率の良いエンジン技術による優れた燃費性能の実現

目標9

強靱 （レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業化
の促進及びイノベーションの推進
を図る

・「個人の自由な移動による生活の充実」を将来にわたり提供し続けるための技術開発
  による価値創造

目標12
持続可能な生産消費形態を確保
する

・製造する過程やお客さまの使用段階、使用後までの環境への影響を検証し、クルマの
  ライフサイクル全体での環境負荷低減

目標13
気候変動及びその影響を軽減する
ための緊急対策を講じる

・燃料の採掘から車両走行までを考慮した「ウェル・ツー・ホイール*」視点でのCO2排出量
  低減につながる技術開発

F e a t u r e  S t o r y  2 : N e w  C X - 5

SDGs（持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals）
社会・経済・環境面における「持続可能な開発」を目指す、先進国も途上国も含めた国際社会共通の目標(2015
年9月策定)。国連加盟国に対して2015年〜2030年に、貧困・飢餓／エネルギー／気候変動／平和的社会など、
持続可能な開発のため力を尽くすことを求めるもので、17の目標と169のターゲットから成る。



Mazda Motor Corporation14

2016年度グローバル販売トップ10市場

日本
13%

欧州
17%

北米※

27%

中国
19%

その他
24%

155.9万台

1.6 %+
前年度比

※ メキシコ含む。

財務情報

所有者別状況
（2017年3月31日現在）

外国法人等
40.8%
244,730千株

金融機関
29.8%
178,717千株

個人・その他*
17.5%
104,719千株

その他の法人
7.8%
46,888千株

証券会社
4.1%
24,821千株

＊ 「個人・その他」には自己株式が含まれています。

1,588
1,344

938

2,029

6.7
6.7

3.9

2,268

1,257

売上高 営業利益／営業利益率
（億円／%）
■■営業利益　　営業利益率

（3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益

（3月期）

（億円）
■■売上高　　

（億円）
■■当期純利益

201720162015 201720162015 201720162015

201720162015 201720162015 201720162015

（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

（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

（3月末）

設備投資／対売上高比率
（億円／%）
■■設備投資　　対売上高比率

（3月期）

30,339
34,066 32,144

3.6
3.4

3.9

1,084 1,166
1,269

4.3
2.6 2.9

1,310

892 944
35.2 37.4

41.2
8,696

9,540
10,394

ベトナム32,670

タイ43,195

英国44,552

メキシコ53,448

ドイツ62,994

カナダ71,323

オーストラリア118,230

日本202,695

中国291,685

米国302,201

マツダの企業活動の流れ（バリューチェーン*）　（2016年度）
＊ 研究・開発から使用済み自動車のリサイクルまで、企業活動全体での価値（バリュー）の連鎖（チェーン）

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1,071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

（国内96.5万台，海外62.7
万台）

高品質、安全、環境に配慮
した輸送をグローバルで
追求

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 販売・サービス
使用済自動車の
リサイクル
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主要商品ラインアップ主要商品ラインアップ

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

36,621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

38,274

374,975

178,075

155,994

469,619

42,237

ロードスター（海外名 : MX-5）

プレマシー（海外名 : Mazda5）

アテンザ（海外名 : Mazda6）

デミオ（海外名 : Mazda2）

アクセラ（海外名 : Mazda3）

※掲載車種は2017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2016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

10,377
グローバル販売台数

グローバル販売台数

グローバル販売台数

販売
生産

日本 北米 欧州 中国 その他
日本 北米 欧州 中国 その他

142,347
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

10,379
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

50,635
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

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

ビアンテ
4,041
グローバル販売台数

1,848
グローバル販売台数

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

デミオ／Mazda2
(2014年9月〜)

ロードスター／MX-5
(2015年5月〜)

CX-3
(2015年2月〜)

CX-9
(2016年5月〜)

新型CX-8
(2017年12月〜)

アクセラ／Mazda3
(2013年9月〜)

CX-5
(2012年2月〜)

CX-4
(2016年6月〜)

アテンザ／Mazda6
(2012年11月〜)

小型 中型

＊ 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。

SKYACTIV技術と魂
こ ど う

動デザインを搭載した新世代商品＊
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お客さま満足

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。

■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、ブランドの価値向上を通じて、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。

■デザインテーマ「魂
こ ど う

動 -Soul of Motion」
「ドライバーとクルマの関係を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」「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 ど う

動」を2010年に発表しました。その後、
クルマを芸術品（アート）のように感じていただけるまでデザインを
昇華することを目指し「CAR as ART（クルマはアート）」という理想を
掲げました。マツダは日本の伝統的なモノづくりに受け継がれている

「日本の美意識」にも着目し本質的な美しさや深みを追求しています。

■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」の実現を目指した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」を行っています。2017年は「第4回サー
ビス技術世界大会」を開催し、11カ国13チーム（26名）の最も優
秀なサービスエンジニアたちが整備技術力を競い合いました。

お客さまへの取り組み

マツダオーストラリア（MA）で商品企画を担当しています。マツダ本社で
開催される共創活動のイベント参加を通じて、開発者から商品・技術に
ついて話を伺い、他の国のメンバーと議論し、オーストラリアの従業員
やディーラー、お客さまに対する展開方法を見つけることができました。
その学びをオーストラリアに持ち帰り、MAの従業員に対して、マツダ本
社で得た情報を展開。お客さまとのコミュニケーション方法について議
論した上で、MAがあらゆる接点で一貫して発信するメッセージについ
て共通認識を確認することができました。共創活動の推進を通じて、さ
らなるブランド価値向上を目指します。

マツダオーストラリア 商品企画担当  ダニエル・ワカラム

共創活動推進によりさらなるブランド価値向上を目指します

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）

整備技術・お客さま対応力を競う「第4回サービス技術世界
大会」(2017年5月)

【米国の事例】試乗会や技術者との対話を通じてデザインや
技術を訴求
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品質

「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。

■品質向上に向けての取り組み
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。

■グローバルで高い品質を追求
マツダは130以上の国と地域で販売を行い、生産は世界7カ国に
拠点を有しています。グローバルで高い品質の商品を生産し、品
質を保ちながら迅速にお客さまにお届けできるよう、国内・海外
の各拠点の連携体制を確立し取り組んでいます。マツダグループ
のビジョン、各拠点の成功事例などを共有し、連携を密に行える
よう、品質部門のみならず、生産・物流などさまざまな部門がグ
ローバル会議を実施しています。

■「100−1＝0」100%の品質を目指す“クルマづくり”
「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、
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。

品質

購入品の品質管理を担当しています。全ての購入品において高い基本
品質を全数保証することを目指しています。従来、品質育成プロセスは、
部品の開発完了後に製造条件の検証を進めていましたが、社内関係部
門との連携強化の下、開発初期段階に国内・海外のサプライヤーの製造
工程で確実に品質管理されているかどうかを確認しています。また、この
ように一気通貫の品質育成を開発・生産・調達・物流・品質の各部門協
働で行うことにより、高品質な部品保証につなげています。

品質本部 品質技術部  藤田 理沙

各部門との協働により高品質な部品の品質保証を実現します

海外の生産・販売拠点の品質担当を対象とした集合研修

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

【魂動デザイン】【人馬一体】＊【燃費】など
こどう

「お客さまの１台を大切にするクルマづくり」の追求

【ゼロディフェクトの実現（100‒1=0）】

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

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

保有

購入検討新規顧客

購入他者推奨
再購入意思

＊「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、心まで通じ会う
ことを目指す」というマツダ独自の走りの哲学。
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安全

「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。

■クルマの取り組み
Mazda Proactive Safety（マツダプロアクティブセーフティ）
マツダは、ドライバー・人間を理解・信頼・尊重することを重視し、以下の考えで
安全技術の研究・開発を行っています。

■安全についての考え方
2017年8月、マツダはクルマの持つ魅力である「走る歓び」の力によって、「地球」

「社会」「人」それぞれの課題解決を目指す新しいチャレンジ「サステイナブル
“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表しました（P4-6参照）。安全を含む「社会」の
分野においては「安心・安全なクルマと社会の実現により、全ての人が、すべて
の地域で、自由に移動し、心豊かに生活できる仕組みを創造し築いていきます」
というマツダのチャレンジを表しています。

■先進安全技術「i-ACTIVSENSE」
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。
※ http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/safety/i-activsense/

■基本安全技術の継続的進化と全車標準化
マツダは“事故のない安全なクルマ社会”を目指し、ドライビングポジション、ペ
ダルレイアウト、視界視認性、アクティブ・ドライビング・ディスプレイなどの基
本安全技術の継続的進化と全車標準化を進めます。

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。

安全なクルマの
開発・商品化

クルマ

道路・
インフラ

交通環境の整備の動きに
連携した取り組み人々への安全啓発

人

安全への取り組み3つの視点

自然な姿勢で踏めるレイアウト

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

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

良好な運転環境
（視界視認性、操作性）と
優れた操縦安定性で
安全運転をサポート

事故が起きて
しまった状態

避けられない状態
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■人への取り組み
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。

【取り組み事例】　
・地域の行政や団体と連携した安全啓発活動。
・クルマを意のままに気持ちよく操り、同時に安全に走るための理論と技術を身

に付ける体験＆トレーニング「マツダ・ドライビング・アカデミー」（国内）。

■道路・インフラへの取り組み
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。
※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。

■人間中心の自動運転の考え方「Mazda Co-Pilot Concept」
人間を中心に考えるマツダ独自の自動運転技術開発コンセプトが、「Mazda 
Co-Pilot  Concept（マツダ・コ・パイロット・コンセプト）」です。人間が心と身体
を活性化しながら、イキイキと運転している一方で、クルマは人間と車両の動き
をしっかりと把握し、仮想運転をしています。そして、人が意識喪失などの不測
の事態に陥った場合、クルマが運転操作をオーバーライドし、自動で外部に緊
急連絡するとともに、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
マが自動運転で移動。周辺の安全を確保し、事故の発生を未然に防止すること
を目指しています。

歩行者対応自動ブレーキ「アドバンストSCBS」の部品設計を担当してい
ます。開発においては世界中のお客さまのさまざまな運転シーンを想定し、
安全性を確保しなければならないという難しさがあります。2016年度に「ア
ドバンストSCBS」が国内の予防安全評価において最高ランクを獲得し
たときは、自分たちが開発した技術の高い安全性能が証明されたことを
うれしく思い、今後の自信にもつながりました。今後も、「走る歓び」と「安全」
を両立できるマツダらしい安全技術の開発に取り組み、安心・安全なク
ルマと社会の実現に貢献します。
統合制御システム開発本部  久常 晃裕

「走る歓び」と「安全」の両立を目指し
マツダらしい安全技術の開発に取り組みます

公道実証実験（広島市）

運転姿勢の重要性についての対話

安全

先進安全技術の標準装備化
追突・歩行者・踏み間違え・車線変更時の事故
を削減する技術
　2017年度：日本で標準装備化
　2018年以降順次：グローバルで標準装備化

自動運転技術を活用したMazda Co-Pilot  
Concept
　2020年：実証実験開始
　2025年までに：標準装備化を目指す

ドライバー正常時
ドライバーが運転することで「走る歓び」を提供。その裏でクルマは
ドライバーの状態を常時検知し仮想運転状態を保つ。

ドライバーが正常に運転できない場合
ドライバーが正常に運転できない状態と判断した時には、クルマが
オーバーライドして危険を回避し、安全な場所に移動し停車。
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環境

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。

■環境についての考え方
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。
グループ会社およびサプライチェーン全体で、環境に配慮した事業活動を効
果的に行うために、ISO14001 などの環境マネジメントシステムの構築を推進
しています。

■「グリーン調達」の推進
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。

タイのパワートレイン工場でISO14001を担当しています。2015 年の
生産開始以降、ISO14001「環境マネジメントシステム」の構築に向けた
活動を進め、2016年11月に計画通り認証を取得することができました。
全社員が一丸となって活動に取り組んだ結果、マツダグループ海外拠点
初となるISO14001：2015年改訂版を取得しました。今後は、自社の環
境に対する取り組みを一層進めるとともに、他の拠点と情報を共有しな
がら、マツダグループ全体の環境マネジメントシステム構築に貢献します。

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） 環境・ISO担当  

プラ二ダー・キンピクン

環境マネジメントシステム構築に貢献します

開発

生産

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

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

「マツダグリーンプラン2020」の考え方

三次事業所（広島県 ）でマツダ初の生態系調査を実施
2016年度、マツダは三次事業所（広島県 ）で生態系調査を初めて実施しました。三次事業所は開
発施設（自動車試験場 ）が設けられている関係上、人々が自由に出入りできない状態で、森林や
多くの池など豊かな自然が、約50年間保たれている土地です。専門家の協力を得て、年間17回の
調査を実施した結果、オオタカ、エビネ、タガイといった希少生物が見つかりました。この調査結
果を踏まえた今後の活動は、専門家と引き続き連携しながら、地域行政や地域の方々との関わり
合いを考慮して計画していきます。

TOPICS

＊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
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■地球温暖化への対応
マツダは、自動車産業の使命として、クルマの製造・使用・廃棄というライフサイクル全体を視野に入れて、CO2を中心とする温室
効果ガスの本質的な排出削減を最優先課題の一つととらえています。2017年8月に、「『ウェル・ツー・ホイール』（P7-9参照）で
の企業平均CO2の排出を、2050年までに2010年比90％削減することを視野に、2030年までに50％削減することを目指す」と
いう新たな目標を設定しました。
世界各地のエネルギー源・発電形態などを考え、複数の選択肢（マルチソリューション）を持つことで、それぞれの地域に最適な
CO2の排出削減に貢献します。

■SKYACTIV技術による「ベース技術」の徹底的な改善
革新的なベース技術の総称が「SKYACTIV技術」です。SKYACTIV技術で、クルマの基本性能となるエンジンやトランスミッ
ションなどのパワートレインの効率改善や車両の軽量化、空力特性などのベース技術をゼロから見直し、革新的な技術開発
を実現しています。2012年に発売したCX-5以降、SKYACTIV技術をフル搭載した車種を拡大しています。2017年8月には、
ガソリンエンジンにおける圧縮着火を世界で初めて実用化※した次世代エンジン「SKYACTIV-X（スカイアクティブ・エック
ス）」を含めた次世代技術を、2019年から順次導入することを公表しました（P7-9参照）。
※ 2017年8月現在 マツダ調べ。

■「ビルディングブロック戦略」の推進
マツダ車のCO2排出削減・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。今後も、内燃機関はグローバ
ル市場における自動車の主要な動力技術であり続けるとの予測に基づき内燃機関の徹底的な理想追求は引き続き重要であると
考えています。「ビルディングブロック戦略」では内燃機関の理想を追求し続けつつも、各国・地域のエネルギー資源、規制、発電形
態、インフラの整備状況などを考慮し、最適な制御技術や効率的な電動化技術を組み合わせ、電気自動車、プラグインハイブリッド
自動車などを商品化していきます。

環境

ビルディングブロック戦略

マツダらしい世界一の商品を
適材適所で各市場に提供することを目指す

プラグインハイブリッド技術

電気自動車技術

制御技術

ベース技術進化 （効率化、軽量化など）
SKYACTIV技術：
  エンジン
  トランスミッション
  ボディー／シャシー

電気デバイス技術：
  ハイブリッドシステム
  減速エネルギー回生システム
  アイドリングストップ機構

プロセス革新

・モノ造り革新（コモンアーキテクチャー＆フレキシブル生産）

モデルベース
開発技術

電動化
技術

■商品・技術開発における取り組み
マツダは、2017年8月、クルマの持つ魅力である「走る歓び」の力によって、「地球」「社会」「人」それぞれの課題解決を目指す新
しいチャレンジ「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表しました（P4-6参照）。環境分野においては「環境保全の取
り組みにより、豊かで美しい地球と永続的に共存できる未来を築いていく」というマツダのチャレンジを表しています。

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

プラグイン
ハイブリッド車

ガソリン/ディーゼル
CNG/LPG車

ハイブリッド車

内燃機関自動車は、将来においても世界的に大多数を占めると予測され、CO2

削減に最も寄与すると考えられている
（2035年時点 内燃機関自動車約84％）
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社会貢献

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。

■取り組み基本方針
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。

2016年度実績
国内・海外で500件以上の活動を実施。マツダサステナビリティレポート2017【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3回受賞活動を発表。

■自然災害被災地支援
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。

■マツダ財団

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

米国、オーストラリア、ニュージーランドで財
団活動を行い、それぞれの地域で環境・安
全、人材育成、地域貢献などの活動を支援し
ています。

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の支援活動

マツダ・広島市立大学芸術学部共創ゼミ

【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。
また、地域の大学との連携を強化し、より高い視点・広い視野で課題を解決し、社会に貢献し
ていくことを目指しています。

TOPICS

マツダ財団（国内）：天体観察の体験活動

環境 ・ 安全
自動車メーカーと

しての責任

人材育成
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

地域貢献
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

国内

海外
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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

マツダ本社（広島）内にあるマツダミュージアムは、１９９４年の開館以来世界
中から約151万名の来館者をお迎えしています。マツダの歴史や技術などの展
示のほか、組立ラインの見学のエリアを設けています。
マツダミュージアムのご案内 http://www.mazda.com/ja/about/museum/

レーサーたちによる人材育成 ― レーシング・アクセラレート・
クリエーティブ・エデュケーション・プログラム

北米では、マツダ・モータースポーツに関わるレーサーが、児童・生徒たちに対
して「自然科学」「技術」「工学」「数学」などのSTEM※教育が、将来の成長や
成功にとっていかに重要かを伝える講演を行っています。
※ STEM "Science, Technology, Engineering and Mathematics”の略

SOS チルドレンズ・ヴィレッジと協働（欧州全体 ）

欧州では、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。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。

子どもたちへの支援 ― 麦田プロジェクト教育基金会

中国では、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。

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

タイでは、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
ちをケアする活動を支援しています。

社会貢献

環境 人材安全 地域

　　　　環境保全に貢献する取り組み　　　　　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　　　　　地域に根ざした取り組み環境 人材安全 地域

人材 地域

地域

人材 地域

人材 地域

国内営業本部 ブランド推進部 山田紫津子

広島市民球場の支援を通じて地元広島に貢献します

広島市民球場（MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島）※の施設を活用
した地域貢献活動「福祉車両贈呈ならびに式典の運営」を担当しています。
来場者100万名ごとの節目に広島市社会福祉協議会推薦の社会福祉団
体へマツダ製福祉車両を1台贈呈するこの活動は、2017年3月に累計来
場者数1,400万名に達し14台目となる福祉車両を贈呈しました。その式
典においては、福祉団体、観客代表、広島東洋カープ選手、そしてマツダ
の小飼社長と共に楽しい雰囲気をつくれるよう運営をしています。
この活動が、自立を目指す社会福祉団体の皆さまの一助になるよう取り
組んでいます。 ※ 2009年に新設され、マツダが命名権を取得した球場。
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■選択と自己実現のための教育・研修
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。
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人間尊重

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

■基本コンセプト
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。

■人事施策推進体制
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。

生産の技能を競う「第1回グローバル競技会」開催

マツダグループ全体で生産技能を競う「第1回グローバル競技会」が開催さ
れました。2016年度に初めて開催された本大会は、車体ロボット・エンジン
組立・塗装・車両組み立ての4競技から成り、主要生産拠点のある日本・中国・
タイ・メキシコの代表選手が参加。参加した選手からは「競技会での経験を
仕事に生かして、マツダの成長に貢献したい」といった言葉が寄せられました。

TOPICS

■ 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

地域別従業員割合（2016年度、連結）

従業員数
（2017年3月31日現在、連結）

海外拠点の
現地マネジメント率

（2016年度、連結）
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■ワークライフバランスの促進
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。

■明るく働きやすい職場づくり
「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。
国内では、2017年2月に経済産業省と日本健康会議が共同で進
める「健康経営優良法人認定制度※」において、「健康経営優良
法人〜ホワイト500〜」に認定されました。
※地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みの中で、特に優

良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度であり、2016年度より運用が開始されたもの。

■人権の尊重の基本的な考え方
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、性自認な
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、国際連合や国際労働機関などによる
基本原則を踏まえ、人権に関する会社方針および従業員の行動基準を明確化しています。

人間尊重

メキシコの生産拠点でエンジン組立領域の教育・指導を担当しています。
技能教育のみならず部品の知識・作業の目的などについて、一つひとつ
丁寧に教育することを心がけています。2016年度は8月にマツダ本社で
開催されるグローバル競技会に向けて、選手育成に注力しました。競技
会参加は選手の意欲向上につながり、技能レベル向上につながりました。
今後もマツダ本社や各拠点とのコミュニケーションを密に行い、相互研
鑽しながら高い品質でのモノづくりを追求します。

マツダデメヒコビークルオペレーション エンジン組立担当

ブレンダ・サンチェス・モラド

マツダ本社や各拠点と相互研
けんさん

鑽しながら
高い品質でのモノづくりを追求します

■ダイバーシティー（多様性）の実現
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。

マツダの人権に関する
基本理念や方針を
理解している

72%

できる限り長くマツダで
働きたいと思っている

79%79%

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
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66%

マツダの人権を侵害する
行為に対して適切に
対応していると感じている

98%

名48,849 70%

その他

3%
日本

78%
北米
（メキシコ含む）

16%

欧州

3%

グローバル社員意識調査
肯定回答率（2016年度、連結）

グローバル社員意識調査
肯定回答率（2016年度、連結）

育児休職復職率
（2016年度、単体）

幹部社員の人間的魅力を高め、マネジメントスキルを向上
させることを目的とした「心の知能指数 EQ（Emotional 
Intelligence Quotient）研修」（品質部門実施）
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マツダのCSR（企業の社会的責任）

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。

■基本的な考え方
「Mazda Way」（P24参照）に基づいた従業員一人ひとりの行動を
通して、「コーポレートビジョン」（P2参照）の実現を目指していま
す。従業員一人ひとりは、マツダ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。

■バリューチェーン全体でのCSR推進
開発・生産・販売などの拠点、サプライヤーと連携し、バリュー
チェーン※全体を通じてCSR取り組み推進体制を構築しています。
国際ルールや各国・各地域の法令順守のみならず、現地の歴史、文
化、慣習などを併せて尊重した取り組みができるよう、関係するス
テークホルダーとの対話を重視しています。
※ 「研究・開発-購買-生産-物流-販売・サービス-使用済自動車のリサイクル」など企業活動全

体での価値（バリュー）の連鎖（チェーン）（P14 参照）。

■ステークホルダーとの対話
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。

従業員向けCSR研修の講師を務める他、環境・安全などをテーマとした
マツダの取り組みを紹介するイベントで従業員が自信を持って説明員
を務めることができるよう啓発を担当しています。イベントに来られるお
客さま・地域住民・学生など幅広いステークホルダーの皆さまに、マツダ
の基本的な考え方を「地球や人、社会との共存」という視点から説明で
きるよう工夫しています。説明員からの「 CSR視点で、誇りを持って自社
の取り組みを説明できた」という声や、ステークホルダーからの「マツダ
の取り組みに共感できた」という感想が増えつつあります。これからも従
業員への研修や啓発を通じ、一人ひとりに着実にCSR意識が浸透する
よう取り組んでいきます。

CSR・環境部  小田 たかみ

従業員へのCSR意識の浸透を進めています

コーポレートビジョン

マツダを取り巻くすべてのステークホルダー

お客さま

従業員

ビジネス
パートナー

グローバル社会
地域社会

株主・投資家次世代の人々
（環境）

Mazda Way

パートナー
グローバル社会

地域社会

株主・投資家次世代の人々 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（P16）」「品質（P17）」

「安全（P18-19）」「環境（P20-21）」「社会貢献（P22-23）」「人間
尊重（P24-25）」の6つに分類し、自らの活動を評価しています。

国内・海外の生産拠点が集まるグローバル会議
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■内部統制
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、各部門が規程・要領・
手順書などを整備しています。
グループ会社との連携を通して、マツダグループ全体で最適な内
部統制の構築を推進しています。

■コンプライアンスの推進
コンプライアンスを単なる法令順守にとどまらず、社内の規則や
社会の期待･要請などにもかなったものと位置づけ、「マツダ企業
倫理行動規範」にのっとって、誠実で公正な事業活動への取り組
みを進めています。

■購買取引先との共存・共栄と高品質なクルマづくり
購買基本理念の下に国内･海外の購買取引先（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」などを発行し、サプライ
チェーン全体での法令順守を推進するとともに、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。

■さまざまなリスクへの対応
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。

マツダノースアメリカンオペレーションズ
オーディット シニアマネージャー

ギレルモ・アルバレズ

マネジメントマツダのCSR

低圧縮比クリーンディーゼルエンジンの開発とその特許取得を担当し
ています。2012年に発売したSKYACTIV-Dの特許取得に当たっては「マ
ツダの独自技術はどこなのか」を特許審査官にわかりやすく説明できる
よう、ピストン形状の精緻な作り込みなどを視覚でイメージできる資料
を開発部門と知的財産部門が連携して制作しました。
2016年度には、この特許について日本の科学技術の振興、産業経済の
発展に大きく貢献している発明などに与えられる恩賜発明賞をいただ
くことができました。今後も開発部門と知的財産部門が連携し地球・社
会と共存できるクルマづくりを進めます。

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。

R&D技術管理本部 知的財産部 二井谷 透（右）
パワートレイン開発本部 エンジン性能開発部 志茂 大輔（中） / 金 尚奎（左）

知的財産部門と開発部門が連携しクルマづくりを進めます

信頼される監査業務を遂行します
米国の販売統括会社で監査領域を統括しています。
マツダ(株)や他の拠点と密に連携をとり、監査ス
キルの向上に努めています。
グループ内に共有されている成功事例、他拠点の
監査業務などを通じて得た経験や知識を活用し、
信頼される業務を遂行します。

TOPICS

メキシコでの活動風景
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1921.3

1927.9
1928.7

1932
1936.4

1936.4

1945.12

1949.8

1945.8

1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

3輪トラックの輸出を再開

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
1951

1959.7

松田恒次社長就任
新しいシンボルマーク使用開始

新しいシンボルマーク使用開始

1965.5

1966.11

1967.3

1970.4

1970.11

1975.1

1977.12

1979.6

1979.11

1981.12

1982.9

1984.5

1984.10

1984.11

1985.1

新しいシンボルマーク使用開始

山崎芳樹社長就任

国内自動車生産累計1,000万台達成

フォードと資本提携

防府中関トランスミッション工場操業開始

防府西浦工場本格操業開始

マツダ株式会社へ社名変更

マツダ財団設立

山本健一社長就任

米国生産会社（MMUC、現・AAI）設立

1987.6

1987.12

1988.4

1988.5

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

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

1963.3

三次自動車試験場開設

宇品乗用車専用工場操業開始

欧州向け本格輸出開始

米国向け本格輸出開始

松田耕平社長就任

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

国内自動車生産累計100万台達成

1987.4

技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

古田徳昌社長就任

マツダ工業技術短期大学を設立

マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

国内自動車生産累計2,000万台達成

経営領域 商品領域※

マツダの歴史

1930.9
3輪トラックの輸出開始
3輪トラックで鹿児島̶
東京間をキャラバン宣伝
新しいシンボルマーク使用開始

広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

※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

1920.1

松田重次郎社長就任

東洋工業株式会社に改称

新しいシンボルマーク使用開始

東洋コルク工業株式会社として創立 1990.1

1991.12

1990.5

1995.11

1996.3

1996.6

1997.6

1997.11

1999.12

2000.11

2002.1

2002.4
2002.6

2003.8

2004.11

2003.1

2005.8

2007.3
2007.3

2006.5

2008.11

2012.2

2010.4

2012.9

2012.9

2012.11

2013.1

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）

2006.2
水素自動車（RX-8水素ロータリーエンジン開発車）
リース販売

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

2017.8
次世代エンジン「SKYACTIV-X」発表

2016.2
「CX-9」フルモデル
チェンジ・
生産開始

2016.7
マツダ、新世代車両運動制御技術

「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS」発表

2016.11
リトラクタブルハードトップモデル

「ロードスター RF」発表

2016.12
新型

「CX-5」発表

2017.12
新型

「CX-8」発売

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）

2009.3
水素自動車（プレマシーハイドロジェンREハイブリッド）の
リース販売

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

2007.7

2007.10

2007.4

中期経営計画「ミレニアムプラン」発表

北海道中札内試験場開設

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

井巻久一社長兼CEO就任

中期計画「マツダ モメンタム」発表

中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
生産開始

中国技術支援センター開設

中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表
技術開発の長期ビジョン

「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」策定

美祢自動車試験場開設

山内孝社長兼CEO就任

国内自動車生産累計4,000万台達成

中国の長安フォードマツダ南京工場
（CFMA、現・CMA）操業開始

中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）操業開始

1995.4

北海道剣淵耐寒自動車試験場開設

和田淑弘社長就任

マツダ欧州R&D事務所（MRE）完成

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

マツダ、ホームページ開設

ヘンリー・D・G・ウォレス社長就任

新しいシンボルマーク使用開始

ジェームズ・E・ミラー社長就任

マーク・フィールズ社長就任

国内自動車生産累計3,000万台達成

1997.6～

2013.11 
「アクセラ」
フルモデルチェンジ

2013.6 
水素自動車（プレマシーハイドロジェンRE
レンジエクステンダーEV）
リース車による公道走行

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

2014.1

2015.1

2015.4

2015.4

2015.5

「構造改革プラン」発表

「中長期施策の枠組み」発表

ロシアのソラーズと合弁生産会社
「マツダソラーズ」設立

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

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

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

小飼雅道社長兼CEO就任

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

タイのトランスミッション工場
「MPMT」操業開始

「構造改革ステージ2」発表

新コーポレートビジョン制定

トヨタと業務提携に向け基本合意

2017.8

2017.8

トヨタと業務資本提携に関する合意書を締結

技術開発の長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」策定

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）

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）

2010.10
次世代技術「SKYACTIV」発表

1921.3

1927.9
1928.7

1932
1936.4

1936.4

1945.12

1949.8

1945.8

1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

3輪トラックの輸出を再開

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
1951

1959.7

松田恒次社長就任
新しいシンボルマーク使用開始

新しいシンボルマーク使用開始

1965.5

1966.11

1967.3

1970.4

1970.11

1975.1

1977.12

1979.6

1979.11

1981.12

1982.9

1984.5

1984.10

1984.11

1985.1

新しいシンボルマーク使用開始

山崎芳樹社長就任

国内自動車生産累計1,000万台達成

フォードと資本提携

防府中関トランスミッション工場操業開始

防府西浦工場本格操業開始

マツダ株式会社へ社名変更

マツダ財団設立

山本健一社長就任

米国生産会社（MMUC、現・AAI）設立

1987.6

1987.12

1988.4

1988.5

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

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

1963.3

三次自動車試験場開設

宇品乗用車専用工場操業開始

欧州向け本格輸出開始

米国向け本格輸出開始

松田耕平社長就任

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

国内自動車生産累計100万台達成

1987.4

技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

古田徳昌社長就任

マツダ工業技術短期大学を設立

マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

国内自動車生産累計2,000万台達成

経営領域 商品領域※

マツダの歴史

1930.9
3輪トラックの輸出開始
3輪トラックで鹿児島̶
東京間をキャラバン宣伝
新しいシンボルマーク使用開始

広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

※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

1920.1

松田重次郎社長就任

東洋工業株式会社に改称

新しいシンボルマーク使用開始

東洋コルク工業株式会社として創立 1990.1

1991.12

1990.5

1995.11

1996.3

1996.6

1997.6

1997.11

1999.12

2000.11

2002.1

2002.4
2002.6

2003.8

2004.11

2003.1

2005.8

2007.3
2007.3

2006.5

2008.11

2012.2

2010.4

2012.9

2012.9

2012.11

2013.1

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）

2006.2
水素自動車（RX-8水素ロータリーエンジン開発車）
リース販売

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

2017.8
次世代エンジン「SKYACTIV-X」発表

2016.2
「CX-9」フルモデル
チェンジ・
生産開始

2016.7
マツダ、新世代車両運動制御技術

「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS」発表

2016.11
リトラクタブルハードトップモデル

「ロードスター RF」発表

2016.12
新型

「CX-5」発表

2017.12
新型

「CX-8」発売

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）

2009.3
水素自動車（プレマシーハイドロジェンREハイブリッド）の
リース販売

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

2007.7

2007.10

2007.4

中期経営計画「ミレニアムプラン」発表

北海道中札内試験場開設

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

井巻久一社長兼CEO就任

中期計画「マツダ モメンタム」発表

中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
生産開始

中国技術支援センター開設

中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表
技術開発の長期ビジョン

「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」策定

美祢自動車試験場開設

山内孝社長兼CEO就任

国内自動車生産累計4,000万台達成

中国の長安フォードマツダ南京工場
（CFMA、現・CMA）操業開始

中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）操業開始

1995.4

北海道剣淵耐寒自動車試験場開設

和田淑弘社長就任

マツダ欧州R&D事務所（MRE）完成

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

マツダ、ホームページ開設

ヘンリー・D・G・ウォレス社長就任

新しいシンボルマーク使用開始

ジェームズ・E・ミラー社長就任

マーク・フィールズ社長就任

国内自動車生産累計3,000万台達成

1997.6～

2013.11 
「アクセラ」
フルモデルチェンジ

2013.6 
水素自動車（プレマシーハイドロジェンRE
レンジエクステンダーEV）
リース車による公道走行

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

2014.1

2015.1

2015.4

2015.4

2015.5

「構造改革プラン」発表

「中長期施策の枠組み」発表

ロシアのソラーズと合弁生産会社
「マツダソラーズ」設立

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

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

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

小飼雅道社長兼CEO就任

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

タイのトランスミッション工場
「MPMT」操業開始

「構造改革ステージ2」発表

新コーポレートビジョン制定

トヨタと業務提携に向け基本合意

2017.8

2017.8

トヨタと業務資本提携に関する合意書を締結

技術開発の長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」策定

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）

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）

2010.10
次世代技術「SKYACTIV」発表
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1921.3

1927.9
1928.7

1932
1936.4

1936.4

1945.12

1949.8

1945.8

1945.8より中止していた3輪トラックの生産再開

3輪トラックの輸出を再開

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
1951

1959.7

松田恒次社長就任
新しいシンボルマーク使用開始

新しいシンボルマーク使用開始

1965.5

1966.11

1967.3

1970.4

1970.11

1975.1

1977.12

1979.6

1979.11

1981.12

1982.9

1984.5

1984.10

1984.11

1985.1

新しいシンボルマーク使用開始

山崎芳樹社長就任

国内自動車生産累計1,000万台達成

フォードと資本提携

防府中関トランスミッション工場操業開始

防府西浦工場本格操業開始

マツダ株式会社へ社名変更

マツダ財団設立

山本健一社長就任

米国生産会社（MMUC、現・AAI）設立

1987.6

1987.12

1988.4

1988.5

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

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

1963.3

三次自動車試験場開設

宇品乗用車専用工場操業開始

欧州向け本格輸出開始

米国向け本格輸出開始

松田耕平社長就任

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

国内自動車生産累計100万台達成

1987.4

技術研究所横浜研究所（現・R&Dセンター横浜）開設

古田徳昌社長就任

マツダ工業技術短期大学を設立

マツダR&Dセンター、アーバイン（米国）完成

国内自動車生産累計2,000万台達成

経営領域 商品領域※

マツダの歴史

1930.9
3輪トラックの輸出開始
3輪トラックで鹿児島̶
東京間をキャラバン宣伝
新しいシンボルマーク使用開始

広島県安芸郡府中町に新工場建設

1928.7～

1936.4～

1951～

1959.7～

1975.1～

※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

1920.1

松田重次郎社長就任

東洋工業株式会社に改称

新しいシンボルマーク使用開始

東洋コルク工業株式会社として創立 1990.1

1991.12

1990.5

1995.11

1996.3

1996.6

1997.6

1997.11

1999.12

2000.11

2002.1

2002.4
2002.6

2003.8

2004.11

2003.1

2005.8

2007.3
2007.3

2006.5

2008.11

2012.2

2010.4

2012.9

2012.9

2012.11

2013.1

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）

2006.2
水素自動車（RX-8水素ロータリーエンジン開発車）
リース販売

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

2017.8
次世代エンジン「SKYACTIV-X」発表

2016.2
「CX-9」フルモデル
チェンジ・
生産開始

2016.7
マツダ、新世代車両運動制御技術

「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS」発表

2016.11
リトラクタブルハードトップモデル

「ロードスター RF」発表

2016.12
新型

「CX-5」発表

2017.12
新型

「CX-8」発売

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）

2009.3
水素自動車（プレマシーハイドロジェンREハイブリッド）の
リース販売

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

2007.7

2007.10

2007.4

中期経営計画「ミレニアムプラン」発表

北海道中札内試験場開設

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

井巻久一社長兼CEO就任

中期計画「マツダ モメンタム」発表

中国の一汽乗用車でMazda6（日本名：アテンザ）
生産開始

中国技術支援センター開設

中期計画「マツダ アドバンスメント プラン」発表
技術開発の長期ビジョン

「サステイナブル”Zoom-Zoom”宣言」策定

美祢自動車試験場開設

山内孝社長兼CEO就任

国内自動車生産累計4,000万台達成

中国の長安フォードマツダ南京工場
（CFMA、現・CMA）操業開始

中国の長安フォードマツダエンジン工場（CFME）操業開始

1995.4

北海道剣淵耐寒自動車試験場開設

和田淑弘社長就任

マツダ欧州R&D事務所（MRE）完成

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

マツダ、ホームページ開設

ヘンリー・D・G・ウォレス社長就任

新しいシンボルマーク使用開始

ジェームズ・E・ミラー社長就任

マーク・フィールズ社長就任

国内自動車生産累計3,000万台達成

1997.6～

2013.11 
「アクセラ」
フルモデルチェンジ

2013.6 
水素自動車（プレマシーハイドロジェンRE
レンジエクステンダーEV）
リース車による公道走行

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

2014.1

2015.1

2015.4

2015.4

2015.5

「構造改革プラン」発表

「中長期施策の枠組み」発表

ロシアのソラーズと合弁生産会社
「マツダソラーズ」設立

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

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

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

小飼雅道社長兼CEO就任

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

タイのトランスミッション工場
「MPMT」操業開始

「構造改革ステージ2」発表

新コーポレートビジョン制定

トヨタと業務提携に向け基本合意

2017.8

2017.8

トヨタと業務資本提携に関する合意書を締結

技術開発の長期ビジョン
「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」策定

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）

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）

2010.10
次世代技術「SKYACTIV」発表
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01 02 04 07 10

05 08 11

06 09 12

03

剣淵自動車試験場

中国技術支援センター（中国）
マツダ モーターヨーロッパ（ドイツ）

マツダ ノースアメリカン
オペレーションズ（米国）

中札内自動車試験場

マツダR&Dセンター横浜

三次事業所

美祢自動車試験場

防府工場

東京本社

本社・本社工場

ロシア※2

メキシコ

タイ
ベトナム※1

中国

マレーシア※2

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

★ 本社兼生産拠点
● 研究開発拠点（自動車試験場含む）
▲ 生産拠点
■ 渉外・営業・広報の拠点
　 生産拠点兼自動車試験場

■ 主要拠点の詳細はアニュアルレポート2017（P22-23）参照　http://www.mazda.com/ja/investors/library/annual/

拠点紹介（2017年3月31日現在）

会社概要（2017年3月31日現在）

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

社 名 マツダ株式会社
（英訳名：Mazda Motor Corporation）

会 社 設 立 大正9年（1920年）1月30日

本 社 〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番１号

主な事業内容 乗用車・トラックの製造、販売など

株　　 式 発行可能株式総数 1,200,000,000株
発行済株式総数 599,875,479株
株主数 151,191名

資 本 金 2,589億5,709万6,762円

従 業 員 数 単体 合計 ：   21,400名（当社からの出向者を除き、他社
から当社への出向者を含む）

連結 合計 ： 48,849名

研究開発拠点 本社、マツダR＆Dセンター横浜、マツダノースアメリカ
ンオペレーションズ（米国）、マツダモーターヨーロッパ

（ドイツ）、中国技術支援センター（中国）

生 産 拠 点 国内 本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、
三次事業所
海外 中国、タイ、メキシコ、ベトナム※1、マレーシア※2、
ロシア※2

販 売 会 社 国内 229社  海外 141社 

主 要 製 品 四輪自動車、ガソリンレシプロエンジン、ディーゼルエン
ジン、自動車用手動／自動変速機

＊

＊

＊ 2017年10月2日付で実施した第三者割当による新株式発行により、発行済株式
総数631,803,979株、資本金 283,957,112,262円に変更。
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マツダ技報
http://www.mazda.com/
ja/innovation/technology/
gihou/

マツダについて 編集について

その他の情報

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

2017年2月にフルモデルチェンジした新
型「 CX-5」。「すべてのお客さまを笑顔に
するSUV」をキーワードに、今マツダが
持つデザインと技術の全てを磨き上げた
クロスオーバーSUVの提供を通じて、美
しい地球と心豊かな人・社会の実現に貢
献します。

表紙について

※日本語の「ブー・ブー」（クルマが動くときの音）を意味する英語。

創造性と革新性で、子どものときに感じた動くことへの感動
を愛し持ち続ける人々に「心ときめくドライビング体験」を
提供したいというマツダの想いを示した言葉です（2002年
4月発表）。

ブランドスローガン“Zoom-Zoom（ズーム・ズーム）”

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

マツダブランドシンボル

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。

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2016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2017【詳細版】」（147ページ）、
「マツダサステナビリティレポート2017【社会貢献版】」（44ペー
ジ）は別途ウェブサイトに掲載しています。

マツダサステナビリティ
レポート2017

（詳細版および社会貢献版）
http://www.mazda.
com/ja/csr/download/

アニュアルレポート2017
http://www.mazda.com/
ja/investors/library/annual

会社概況
http://www.mazda.com/ja/
about/profile/library/

編集方針

対象期間
2016年4月から2017年3月を中心に報告（一部、2017年4
月以降の活動も報告しています）。

URL

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

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

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

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

http://www.mazda.com/ja/news/

http://www.mazda.com/en/about/d-list/  ※　

マツダのＣＳＲ取り組み
全般 など

財務情報や
ガバナンス情報 など

マツダグループの概要や
拠点情報 など

ブランドや技術 など

ニュースリリースや
SNS、動画 など

商品説明や、購入前後の
お客さま向けの情報 など

CSR

企業

ブランド

ニュース

販売・
カスタマーサービス

株主・
投資家情報

内　容

※ 検索したい国・エリアを選択。

公式ウェブサイト



第三者意見
「マツダサステナビリティレポート2017【詳細版】」に対する第三者意
見をウェブサイトに掲載しています。

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

CSRについての社外評価（2017年9月15日現在）
マツダは、重要な国内・海外の社外指標や社外評価を特定し、結果の
分析を行うことで、自社の取り組みを評価しています。SRI（社会的責

任投資）やESG（環境・社会・ガバナンス）の格付機関をはじめとした

国内・海外の重要な調査や社外評価に対応することで、積極的に情報

を開示しています。

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

FTSE4Goodに選定
されています。

Dow Jones Sustainability Index
（DJSI）のWorld IndexおよびAsia 
Pacifi c Indexに選定されています。

MSCI ESG Leaders Indexesに選定さ
れています。

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ
指数に選定されています。

■　UDフォント
ユニバーサルデザイン（UD）の考えに
基づいた見やすく読み間違えにくい
デザインの文字を採用しています。

■　用紙での配慮
適切に管理された森林で生産された
木材を原料に含む「FSCⓇ認証紙」を
使用しています。

■　印刷での配慮
印刷工程において、水を使用せず
に印刷することで、有害廃液を出
さない「水無し印刷」を採用して
います。

■　カーボンオフセット
本書を印刷・製本する際に排出された
CO2排出量は、カーボンフリーコンサル
ティング株式会社を通じ、広島県県有林
における間伐促進プロジェクト（J-クレジッ
ト）によってオフセットしています。
認証番号：17100546111631

■　インキでの配慮
揮発性有機化合物（VOC）を含
まない「植物油インキ」を使用し
ています。

モーニングスター社会的責任投資
株価指数（MS-SRI）に選定されて
います。

FTSE Blossom Japan 
Indexに選定されています。

Ethibel EXCELLENCEに
選定されています。

CDPの「気候変動」調査において、
2016年度は、スコアA-と評価されま
した。

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

発 行：マツダ株式会社　CSR・環境部/総務・法務室
本社所在地：広島県安芸郡府中町新地3-1　〒730-8670
発行年月日：2017年10月

マツダコールセンター　0120-386-919
受付時間／月～金　　　9：00～17：00

土日・祝日　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）

マツダ会社案内・マツダサステナビリティレポート【ダイジェスト版】2017に
関して率直なご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。
http://mag.mazda.jp/enq/pub/csr/questionnaire_digest/

アンケートご協力のお願い




