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第

44回 マツダエース協力会 定時総会開催
総 会

2019年6月10日、第44回マツダエース協力会定時総会を、ホテルグランヴィア広島で開催いたしました。総会は中𠮷副
会長の司会のもと、小川会長によるご挨拶から始まり、粛々と進められました。前年度活動報告に続き、前年度会計報告、本
年度活動計画案及び活動予算案のいずれも万
場一致で承認されました。最後にマツダエース㈱
小田社長からのご挨拶で閉会となりました。
本年度も会員皆様の交流がますます深まる活動
計画が承認されました。また、来年度の宿泊総会
を、鳥取皆生温泉で開催する準備を行うことも合
わせて承認いただきました。なお、本年10月11
日㈮に開催予定の「ゴルフコンペ・ミーティング」
にも、是非ご参加いただきますよう、お願いいた
します。

総会会場内
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講 演 会
演題

「マツダが考える将来のモビリティー」要旨
講師： マツダ㈱ 商品戦略本部長

本橋 真之

さん

「モビリティー（Mobility）」
とは、辞書によると、可動性、移動性、機動性などと記載されてい
ます。
クルマの誕生と普及により、人間が道具を用いて可動する力を有しました。
つまり機動
力を高め、その行動範囲を拡げました。そしてクルマは、一人であるいは仲間や家族と一緒
に過ごす豊かな生活を提供してきました。その一方で、環境や安全なども脅かしており、それ
らの解決を継続的に進めています。
また、高齢化や過疎化とともに、交通手段がなくなってし
まい、いわゆる交通弱者が増加しています。
このような新しい社会課題に対してMobilityに
よる解決が迫られていると言えます。
グローバルシェア2％以下のマツダでは、大きな貢献
はできないかもしれません。そのような状況の中でも、私たちの強みを生かして、
この将来
のMobilityに対して貢献しようとしているのかについてお話します。
日本の創業100年を超える長寿企業の多くは、常に
「伝統の継承」
と
「変革の継続」の両立を図ってきました。伝統の継承とは、
人から人への技の継承や人間と人間の温かいつながり、職人が手で作り出す技です。そして、
これらをつなげ、一つのモノとし
ていく技のHand to Handの連携、そしてその温かさによる心の充足感の継承です。その上で、それを守るために時代ととも
に新しい技術や感性を取り入れて変革を継続しているのだと理解しています。
マツダが考えるFuture Mobilityとは、
「人」
「人と人の連携」
「手と手のつながり」
を大事にしつつ、将来起こりうる社会的な課
題を、新しい技術を取り入れながら、
自由に移動できる機動性・可動性を活用して解決していき、人々に豊かな生活を提供する
ことだと考えています。私たちは、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ていくことを
「サステイナブルZoom-Zoom宣言 2030」
で宣言しました。最終的には
「人」
を大事
にし、
「人」の心の充足感を提供しつづける
「Mobility」
を提供する会社になりたいという宣言です。
では、その宣言の3つの視
点についてお話します。

■ 3つの視点①：地球

地球温暖化主要因の１つであるCO2の削減に取り組むことは、私たちMobilityメーカーの責務だと考えています。そのため
に、
マツダはエネルギーの採掘・製造・輸送の際に排出されるCO2までも考慮した
「well-to-wheel」の視点が重要だと考えて
います。例えば、電気自動車は、走行中のCO2排出量はゼロですが、化石燃料を燃やして発電した電力をエネルギー源とする
と、発電の過程でCO2を排出しているのです。
Well-to-Wheelの視点で取り組むということは、世界の各地域におけるエネルギー事情、電力の発電構成や、
自動車の動力源
の適性を踏まえての対応を行うことです。化石燃料で発電している地域では、優れた内燃機関に補助的に電動化技術を組み
合わせることが、最適なソリューションでしょう。世界各地の発電構成の推移から見ると、2030年でも、
この内燃機関と電動化
技術の組み合わせが、主要な技術だと考えています。一方で、
クリーンな発電で電力を賄える地域では、電気自動車が最適な
ソリューションになるでしょう。
これがマツダの考えるマルチソリューションです。
このマルチソリューションの大きな二つの手段
を簡単に説明します。
まず、1つ目はSKYACTIV-Xです。
これは、超高圧縮比を実現した現SKYACTIV-Gの進化です。
この究極の内燃機関の実現
のためには、希薄燃焼とそれを可能にする圧縮着火が主な手段となります。
これまで実現できていない圧縮着火燃焼の範囲
の拡大と、燃焼の切り替えを完全に制御する技術の実現がブレ-クスルーであり、マツダが開発し保有する独自技術です。
SKYACTIV-Xは、
ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの特徴を融合した、新しい内燃機関であり、優れた環境性能と出力・
動力性能を妥協なく両立するエンジンなのです。
2つ目は、
レンジエクステンダーです。
バッテリーEVを運転しているとき、
バッテリー上がり
（電欠）
が不安ではないでしょうか。
電欠になると充電設備を探さなければならないとか、充電時間がかかるという不安もあります。そこで、給油したガソリンで発
電し、走行を可能にするレンジエクステンダーの技術は、
これらバッテリーEVの不安を解消できると考えています。
マツダは、
独自技術であるロータリーエンジンを活用したレンジエクステンダー搭載のEVの開発を鋭意進めています。その特徴は小型
軽量、低振動、低騒音です。加えて、
ジェネレーターやバッテリー、燃料タンクの組合せを変えることで、
プラグインハイブリット、
シリーズハイブリットなどを共通の車両パッケージで提供することが可能となります。CO2削減への貢献度合いや、充電設備
の普及度が、地域によって異なることから、1つのクルマでマルチに対応できる技術を持つことは、大きなメリット・強みである
と考えます。将来、燃料も多様化し、地域によって選択が大きく異なる可能性がある中で、
ロータリーエンジンの特性を生かし、
CNGやLPG、水素などの燃料への適用も可能だと考えています。

■ 3つの視点②：社会問題への対応
Mobilityメーカーとして取り組むべき課題は、大きく2つあります。
1つ目は、
クルマによる交通事故の死傷者ゼロを、いつの日か実現することです。
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高齢者ドライバーによる交通事故防止や、
ドライバーの運転中の突発的な疾病による周辺を巻き込んだ交通死傷事故の防止
を考えなければいけません。
このため、
ドライバーに万が一のことが起こった時に、安全な状態を維持し、事故を防ぐ車を開発
中です。
これは、実際にはいない副操縦士が乗っていて、代わりに操縦してくれるような技術という意味で、
「Mazda Co-Pilot
Concept」
と呼んでいます。
ドライバーが正常に運転できている時は、運転には介入しません。常時ドライバーの状態を確認
し、万が一、運転者が正常に運転できない状態と判断した場合は、
システムが介入し、安全な場所へ自動で移動して止まりま
す。
このマツダ独自の自動運転技術は、2020年に実証実験を開始し、2025年までに標準装備化を目指しています。
2つ目は、高齢化に伴う地方都市の過疎化と交通手段の弱体化への対応です。
様々な交通インフラが整備される大都市に対し、地方はクルマでの移動が不可欠です。そこで、
自由に移動できる手段である
クルマを安心して使っていただくために、Mazda Co-Pilot Concept技術を搭載したクルマが解決策となることでしょう。運
転ができる方にとって、
この技術があれば、高齢になっても安心して運転することが可能です。その上で、若い人が自分の住ん
でいる地域の人々の移動を助ける仕組み「支え合い交通」
を作っていきたいと思っています。具体的な取り組みの第一歩とし
て、広島県の山間地域において、将来の交通を見据えた、支え合い交通の実証実験を行っています。

■ 3つの視点③：人
多くの自然災害が発生し、その復旧作業を行うボランティア活動では、
「人と人の連携」、
「手と手のつながり」の大切さを再認
識し、活動を通して充足感を得ることができました。機械・効率中心の議論が多くなっている中、
ここに、私たちが忘れてはいけ
ない重要な点が存在していると感じています。Mobilityで活用して充足感を得られる一つの事例です。過疎化が進み交通空
白地帯となっている地方にクルマで出掛け、移動の足に困っている人を助け、
さらにはその地域の村おこしに参加する活動を
考えています。新しい技術を使いながら自らの体を動かし、貢献できるチャンスを得られるような体験です。
もちろん、自然災
害によりエネルギーインフラが止まった場合の「緊急給電モビリティー」 も実現しなければなりません。
自らの行動範囲を広げるというクルマの持つ価値を最大限活用し、
クルマと共に過ごす楽しさや人としての「生きる歓び」
が感
じられる。
つまり人として充足感を得られることを実現して行きたいと思っています。
私達は、
クルマによって、自由に移動でき、その移動を楽し
み、そして人々と会話を楽しみ、助け合い、心の充足感を感
じてきました。仕事中も、
プライベートでも、嬉しいことや悲
しいことを感じるとき、相棒としてのクルマが存在していま
した。これからは100歳になっても、Mazda Co-Pilot
Conceptを身に着けたクルマのハンドルを握って元気な
心で暮らして頂きたいと思います。そして、災害時には人々
を助けるMobilityを持ち、生き甲斐を感じながら社会や人
を助けたい。
これが、
マツダが考えるFuture Mobilityの姿
です。地球と社会を守りながら、すべての人と人がつなが
り、手と手を携え、助け合いが可能な社会を、
このFuture
Mobilityを通じて実現できると信じて活動をしています。

懇 親 会
懇親会は藤井副会長の司会のもと、
ご来賓のマツダ㈱コーポレート業務本部 藤家総務部長よりご挨拶を頂き、児玉監査に
よる乾杯で幕を開けました。恒例となった地酒の振る舞いでは、今回は関東地方の7都県から各1銘柄をご用意させて頂きま
した。そして、お楽しみ抽選会では大変盛り上がり、特に
「カープ観戦ペアチケット」の当選番号が発表されるたびに、わーっと
いう歓声が上がりました。最後に西山副会長による中締めでお開きとなりました。今回も、
より一層交流を深めていただける
懇親会になったようです。

中締め 西山副会長
乾杯 児玉監査

懇親会会場
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会 員 情 報 （2019年4月1日以降7月末現在）
●社名変更

新会社名

（1社）

企業パンフレット発送の
ご案内

旧会社名

日鉄日新工機㈱

日工電機サービス㈱

●退会 （6社）

会員企業にパンフレットの配布を
希望される場合には、
定期的な社

会社名

内報等の配布時に併せて郵送い

㈲エス・アンド・エス・コントロール、㈱京都嵯峨野、㈱建装、

たしますので、
協力会事務局まで

㈱トライエックス、㈱ヒロカ、㈱ファイヤーシステムエンヂニアリング

ホームページ

ご連絡下さい。

http://www.mazdaace.co.jp/company/kyouryokukai/index.html

銀河クルーズ
広島港
出航
18：00

岩国湾
到着
19：50

花火鑑賞
20:00〜
20：50

日時
2019年

7月20日㈯

広島港
帰港
22：00

花火鑑賞付き
「銀河クルーズ」
を開催し、35社63名の会員の皆様にご
参加いただきました。今回は前日まで雨が降っており、
とてもお天気が
心配でした。徐々に曇りの予報に変わり、岩国港みなと祭花火大会が無
事開催されることになり、
ほっと一安心して広島港を出港しました。
小川会長による乾杯のご発声で夕食会が始まり、今回も奥様方も交え
て交流を深めていただけました。途中、大竹市の幻想的な工場夜景も
見ることができ、岩国湾への移動中も楽しんで頂けました。
花火大会（約2000発）
は、午後8時に始まり、皆さんには船上デッキか
らご鑑賞いただきました。
フィナーレに迫力ある2尺玉が打ち上げられ
ると、大きな歓声と拍手が沸き起こりました。
帰途では、お楽しみイベントとして、
カープ観戦ペアチケットの抽選会を
行い、大いに盛り上がりました。そして、
デザートとご歓談を楽しみなが
ら広島港に帰港しました。

第17回ゴルフコンペ

及び

ミーティングのご案内

ゴルフコンペ

ミーティング

日

時

2019年10月11日㈮ 8:00〜

2019年10月11日㈮ 18：00〜

場

所

グリーンバーズゴルフ倶楽部

ホテルグランヴィア広島

参 加 費
プレー費

ミーティングのみの
参加も大歓迎いたします
(参加費3,000円)。
是非ご参加ください。

3,000円／人
12,000円程度
2019年9月10日㈫

申込締切

特典

会員様

『お得意先様マイカーご成約特典』は2020年3月末まで実施しています。
乗用車購入→マツダ純正ディーラーオプション30,000円分プレゼント
軽乗用車購入→マツダ純正ディーラーオプション5,000円分プレゼント

・ 対 象 ： 協力会会員会社の社員本人及び同居の親族（配偶者、子供、両親または兄妹）の方で個人名義登録の乗用車にかぎります。
・ 申込み ： マツダ車ご商談・ご注文時にご購入店舗のスタッフへお申込書をご提出ください。
※ご購入後にはお申込み頂けませんのでご注意ください。

マツダエース協力会事務局

〒７３５‑００２８ 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダエース株式会社内
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