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このたび'99年度版を初版として三菱自動車「環境報告書」を発行いたしました。

本版の内容は'98年度の当社の環境保全に向けた諸活動を対象として記載してい

ますが、今回は初版でありますので、当社の環境に関する取り組み全体の様子を

ご理解していただくために'98年度以前の事項および以降の若干の事項も含めて

記載しております。当社と関わりのある皆様方に、当社の日頃の取り組みをより

ご理解していただくことを第一の目的として、なるべく定量的なデータを多用し

ながら判りやすい表現で記述するよう心掛けました。この報告書により、三菱自

動車の環境保全への取り組みをこれまで以上にご理解いただければ幸いです。今

後も更に環境への取り組みのレベルアップを目指し、環境保全に継続的に挑戦し

てまいりたいと思います。この報告書をお読みいただき皆様のご意見・ご感想を

お聞かせいただければ幸いです。

環境報告書について

●社名�

三菱自動車工業株式会社（Mitsubishi Motors Corporation）�
�

●会社設立�
1970年4月22日�

�

●代表者�

代表取締役社長　河添克彦�
�

●本社�

〒108-8410 東京都港区芝五丁目33番8号�
�

●株式�

授権総株数……2,814,160,000株�
発行済株数……921,791,624株（'99.3.31現在）�
株　主　数……38,487名（'99.3.31現在）�

�

●資本金�

136,224,171,926円（'99.3.31現在）�
�

●従業員数�

26,749名（'99.3.31現在）�
�

●売上高�

2,333,971百万円（'99.3.31現在）�
�

●主な事業内容�

①自動車及びその構成部品、交換部品並びに付属品の開発、設計、製造、組立、売買、輸出入その他の取引業。�
②農業機械、産業用エンジン等及びその構成部品、交換部品並びに付属品の開発、設計、製造、組立、売買、輸出入、�
　その他の取引業。�
③中古自動車及びその構成部品並びに交換部品及び付属品の売買。�
④計量器等の販売。�
⑤損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業。�
⑥前各号に付帯関連する事業。� （注）このうち、農業機械に関する事業は、現在営んでいない。�



ごあいさつ

Environmental Report 1999

ごあいさつ

最近では、「環境への配慮なくして人類の存在の可能性は

ない。」といわれるほど環境問題への意識が高まっておりま

す。環境問題は日常生活を脅かすだけでなく、次の世代にま

で影響を及ぼす大きな問題として顕在化しております。これ

らを引き起こす要因の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社

会から流れを変え、循環型経済社会への速やかな転換が望ま

れております。

このような課題に対応する国際的な情勢や社会動向は急速

に変化しており、当社は「いいものながく」を企業ポリシー

と定め、環境優良企業を目指し、自動車の開発・生産・使用・

廃棄のライフサイクル全般に亘って環境保全活動に取り組ん

でおります。

当社は従来より環境に配慮した製品づくりを重視し、燃

費・排出ガス特性に優れ、リサイクル性が高い環境負荷の少

ない自動車の開発に努力してきました。

特に、世界に先駆け開発したガソリン直噴エンジンは、低

燃費特性に優れており、'96年にGDIエンジンの名称で世の中

に送り出しましたが、このエンジンの地球温暖化防止への貢

献は内外で高く評価されております。
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■環境優良企業を目指し 環境保全に取り組む

■技術開発を通して 環境配慮と商品性を両立

また、生産においては、'98年には当社の全ての乗用車工場

でISO14001環境マネジメントシステムを取得するなど、自動

車事業全般で、積極的に環境保全に取り組んでおります。間

近に迫った21世紀へむけ、より水準の高い活動を推進するた

め、この5月には環境部を設置すると共に、環境取り組みの全

社的組織の「環境会議」の体制も見直し強化致しました。

まだ多くの課題が残されていますが、子孫に美しい地球を

残すため自動車事業を通じて微力ではありますが環境保全に

貢献して行きたいと存じます。

このたび三菱自動車の環境への取り組みを紹介した'99年

環境報告書を発行致しますが、当社の環境保全活動をご理解

いただき、また、忌憚のないご意見を頂ければ幸いと存じま

す。

代表取締役社長

21世紀を迎えようとしている今日、地球環境問題は特に重

要な課題であり、社会および企業が積極的に取り組む必要が

あります。私たち三菱自動車は、常に先を見据え、環境を配

慮した研究開発、生産、社会貢献活動など積極的に取り組ん

でいます。

研究開発では、商品性と環境保護の両立を図るため、GDIエ

ンジンをはじめとする多くの環境に配慮した技術を送り出し

ています。GDIエンジンは温室効果ガスであるCO2の排出量

低減にも大きく貢献しています。更に、環境により調和した

将来の自動車として、電気自動車、ハイブリッド自動車、天然

ガス自動車、燃料電池自動車などの研究開発にも努力してお

ります

一方、生産活動面においては、環境マネジメントシステムの

思想を活かし、工場環境の保全、省エネルギー、廃棄物の低減

などの施策を継続的に取り進めています。また、最近は、使

用済み自動車の環境影響が大きな社会問題となっております

が、リサイクル性の優れた自動車の開発に努力すると同時に、

販売会社と協力して使用済み自動車の適正処理にも取り組ん

でいます。

これらの私たちの日頃の活動状況をこの報告書を通し、数

多くの方々に三菱自動車の活動をご理解いただき、相互理解

を更に深められることを期待しています。

今後も、自主的な環境保全活動を推進していきますので、

皆様からのご意見を頂き、充実ある活動としていきたいと考

えております。

環境担当役員
代表取締役副社長
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三菱自動車環境指針

'93年3月三菱自動車は、「三菱自動車環

境プラン」2）を策定し、このなかで、総合

的に環境問題に取り組む社の基本的姿勢

を「基本理念」として公表しました。この

プランは'96年に見直しておりますが、当

社はこの理念に基づき、具体的取り組み事

項を設定し、環境保全に取り組んできまし

た。

最近では、環境問題への取り組みも新た

な課題が次々と加わり、これらに対応すべ

く、'99年8月に前述の「基本理念」に替え、

新たに三菱自動車グループの環境指針

として「三菱自動車環境指針」を定めて

います。この「基本指針」では、地球環

境保全が人類共通の最重要課題の一つ

であることを認識し、自動車ライフサ

イクルのすべての事業活動の中で、継

続的に取り組むこととし、更に、「行動

基準」では、温暖化・汚染防止・リサイ

クルへの取組推進を当社の重要取り組

み課題としました。

1）企業ポリシー

'98年3月に当社は、三菱自動車グ
ループ全体の企業ポリシーとして
「いいもの ながく」を制定し、'98年
11月にはこの精神を反映した「三
菱自動車 私たちの指針」を制定し
ました。

三菱自動車　私たちの指針

●つねに お客様の身になって

いいもの ながく　を実現す

る。
●地球的視野に立ちたえまない

革新に努める。
●オープンでクリーンな企業と

して誠実に行動する。

The Spirit of Global

Mitsubishi Motors Way
●Customer Satisfaction
●Speedy & Simple
● Innovative & Creative
●Fair & Open

基本指針 
 

　地球環境の保全が人類共通の最重要課題であることを認識し 
●グローバルな視野に立ち、車に関する開発、購買、生産、販売、サービ
スなどの全ての企業活動の中で総力を結集し、環境への負荷低減に
継続的に取り組みます。 

 

● 社会を構成する良き企業市民として、積極的に地域社会の環境保全
に取り組みます。 

行動基準 
 

●製品のライフサイクルの全ての段階において、環境への影響を予測 
　評価し、環境保全に努める。 
〈重点取り組み〉 
・温室効果ガスの排出量を削減して地球温暖化防止に努める。 
・環境汚染物質の排出を抑制し、汚染の防止に努める。 
・省資源、リサイクルを推進し、資源の有効活用と廃棄物低減に努める。 

 

●環境マネジメントの充実に努め、継続的に環境改善に取り組む。 
 

●環境規制、協定を遵守し、自主管理目標を設定して環境保全に取り組む。 
 

●内外の関連会社や取引先などと協力し、環境保全に努める。 
 

●環境情報を積極的に公開し、地域や社会との相互理解に努める。 

1.環境マネジメント

自動車メーカーは、事業活動のあらゆる段階において環境問題に深く関係
しています。三菱自動車は、企業ポリシー 1）「いいもの ながく」の精神に基
づき、開発・生産・使用・サービス・廃棄の全ての段階において環境負荷低減に
積極的に取り組んでいます。

三菱自動車環境指針

2）三菱自動車環境プラン

省エネ､省資源・リサイクル、
物流合理化、環境関連技術開発の
推進など18項目の具体的テーマを
設定。
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1）地球環境プロジェクトチ

ーム

地球環境問題プロジェクトチー
ムの中に、フロンWG･CO2WG･燃
費WG・リサイクルWGを設置し活
動。

三菱自動車は、従来から環境保全に対し

ては各種活動を進めてきておりますが、

'89年以降は地球環境プロジェクトチーム1）

を設置し、ワーキング活動を通じオゾン層

保護・地球温暖化防止などの地球環境問題

に社をあげて取り組んできました。'93年

には、地球環境問題への取り組みを強化す

るために、「三菱自動車環境プラン」を策

定すると同時に三菱自動車「環境会議」を

設置しました。このプランでは、「環境と

の調和と保全を心掛けた事業活動を通じ

て企業の発展を目指す」ことを理念とし、

社内のみならず、関連会社を含め、すべて

の人々と協力して環境問題に取り組むこ

ととしました。

環境会議には商品部会・生産部会・一般

部会の3部会を設置し、それぞれ研究・開

発段階、生産段階および販売段階などにお

組織と体制

名古屋分科会 

京都分科会 

水島分科会 

東京分科会 

解体技術ＷＧ 

交換バンパーリサイクルＷＧ 

マーケットＷＧ 

情報公開ＷＧ 

環境会議 
議長： 社長 
  河添　克彦 
事務局長：副社長 
  遠山　智 

（事務局：環境部） 

生産部会 
部会長： 常務 
  加藤　勝人 

商品部会 
部会長： 常務 
  清田　雄彦 

リサイクル部会 
部会長： 副社長 
  遠山　智 
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ける取り組みを実施してきました。'96年

には、ますます重要となってきたリサイク

ル社会への対応を睨み、新たにリサイクル

部会を設置し、バンパーの回収・リサイク

ルを開始するなど実績を積み重ねてきて

おります。

更に'99年には、組織の簡素化と実務面

の強化を目的に、一般部会をリサイクル

部会に統合するとともに、リサイクル部会

傘下にマーケットおよび情報公開の2つの

ワーキンググループを追加しました。こ

のように、社会情勢の変化に合わせ、組織

面で柔軟に対応しながら環境保全に対応

しております。

'99年5月には環境保全活動の一層の促進

を図るため、環境専任組織の環境部を設

置しました。環境部は環境保全活動の全

社的方向付け、また、環境会議および関

連部会の事務局などを担当します。

環境会議組織図
（'99.5）
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ISO140011）への取り組み
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商品部会 ●燃費向上 
●排出ガス低減 
●クリーンエネルギー車の開発 
●騒音低減 
●エアコン新冷媒の使用合理化 
●環境負荷物質低減 
●長寿命化 
●交通流の円滑化 

●ISO14001認証取得 
●工場環境の保全 
●産業廃棄物の低減 
●省エネルギー対策 
●ＰＲＴＲ制度への対応 
●工場内物流・調達物流の合理化 
●生産工程の改善 
●国内生産関係関連会社への活動展開 
●海外事業における環境配慮 

生産部会 

●新型車のリサイクル性向上 
●新型車へのリサイクル材の適用拡大 
●新型車の環境負荷物質の低減 
●使用済み自動車処理の適正化 
●販売会社整備工場の環境保全 
●再生部品の活用 
●クリーンエネルギー車の普及 
●グリーン購入 
●事務部門の環境保全活動 
●環境関連情報の公開 

リサイクル部会 

三菱自動車は、環境保全への取り組みの

外部への透明性、信頼性を目指し、環境マ

ネジメントの国際規格であるISO 14001の

認証取得を積極的に進めています。'98年

度は11月に名古屋製作所、12月に京都製作

所、水島製作所の乗用車を生産する3製作

所が（財）日本自動車研究所審査登録セン

ターから認証を取得しました。

'99年度にはトラックを生産する東京製

作所で認証を取得する予定で、これによ

り、国内全製作所で認証の取得が完了しま

す。

環境会議の取り組み

1）ISO14001

ISO:International Organization

for Standardization

ISOが定める環境マネジメント
システムに関する国際規格
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三菱自動車は、環境マネジメント、研究開発、生産、リサイクルなどの分
野で長期、短期の目標・推進計画を策定し、目標の確実な達成に努力してい
ます。

■環境目標と'98年度実績

燃費向上 
●国内'10年燃費基準値を'05年を目処に達成 
 

● '00年までにガソリン乗用車（軽自動車を除く）
の85％にGDIエンジン搭載 
　更に'10年までに100％搭載を達成 

排出ガス低減 
●各国の排出ガス規制強化に早期対応 

クリーンエネルギー自動車の開発 
●低燃費ハイブリッド車の開発 
●燃料電池車の開発 
 
● CNG（天然ガス）自動車の開発・販売 
 

リサイクル性向上 
● '00年以降発売する新型車はリサイクル可能
率90％以上 3） 

鉛の削減 
● '00年以降の新型車'96年の1/2以下 
 

● '05年以降の新型車'96年の1/3以下 

エアコン冷媒使用量の低減 
●省冷媒型エアコンの採用拡大 4） 

工場の廃棄物低減 
●最終処分量を'00年に'90年比80％以上低減 

工場の省エネルギー 
●売上高あたり使用量を'00年までに'90年比10
％低減 

工場内物流・調達物流の合理化 
●木材ケース使用率の低減 
●積載効率向上、共同納入拡大等によるトラック
台数削減 

環境マネジメントISO14001認証取得 
● '98年度乗用車系3工場 
● '99年度トラック系1工場 

 
● GDIエンジン搭載車の77％が国内
'10年燃費基準値を達成 1） 

●ガソリン乗用車（軽自動車を除く）
の約80％に採用済 2） 

 
●平成12年規制適合レベルの低排
出ガス仕様車を3車種設定 

 
●GDI-HEVの試作車を発表 
●三菱重工業（株）他と共同開発に
着手 

● CNG軽自動車、CNG路線バスを
発売 

 
●技術的可能性を目処づけ 
 

 
●新型車の一部が'05年鉛削減目標
を達成済 

●トラックは技術的可能性を目処づけ 

 
● '98年度までに投入の6車種に採用 

 
● '98年度は84％低減を達成 

 
● '98年度中間目標値を達成 

 
● '93年比78％低減 
● '93年比9％低減 

 
●乗用車3工場で認証を取得 
●トラック1工場で認証取得中 

 
○ 
 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
◎ 

 
◎ 

 
◎ 

 
◎ 

 
○ 

 
◎ 

環境目標 '98年度実績 進捗 
状況 

1）国内'10年燃費基準値達

成率

'99/4時点でGDIエンジン搭載
車115類別数中89類別が国内新燃
費基準に適合。
GDIエンジン（三菱ガソリン直

噴エンジン）は、燃料を直接シリ
ンダ内に噴射する方式の低燃費
エンジン。

2）GDIエンジン搭載車販売

比率

'99/4時点の販売台数比率。

3）リサイクル可能率

設計改善の目標となる数値。経
済性も加味した当社独自の算出方
法で数値化。

4）省冷媒型エアコン

従来型比で冷媒の使用量を
20％削減。
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「いいものながく」
－ながく愛される品質と独創性」－

「いいものながく」
－ながく愛される品質と独創性－

人にやさしいこと 環境にやさしいこと

スマートデザイン エコロジー・コンシャス

レスなく使えるように配慮し、今までに

ないカーライフを楽しめる提案をするこ

とにより、ながく愛情を持って乗っても

らえるクルマづくりを目指すとともに、

排出ガスの削減、低公害化、省資源化な

どにより一層配慮し、地球環境との共生

を目指します。

3.研究開発

Environmental Report 1999

3.研究開発

クルマづくりの基本思想 三菱自動車は企業ポリシー「いいもの

ながく」を実現するために、「スマートデザ

イン」と「エコロジー・コンシャス」とい

う2つのキーワードを全てのクルマづくり

の基本思想にしています。

具体的には、乗る人誰もが、楽にスト

クルマづくりの基本思想

きたるべき21世紀にも、自動車が便利で快適な交通手段であり続けるた
めに、私たち三菱自動車は、環境との調和を図った製品の研究開発を通じて、
常に自動車と交通社会の未来について考え続けています。



その意味で、三菱自動車は、低燃費車・

低排出ガス車・クリーンエネルギー自動車、

また、自動車の低騒音化、リサイクル容易

な自動車など環境対応型自動車の開発お

よび普及に積極的に取り組んでいます。

特に、GDIエンジンは大きな成果を上げ

つつあります。'96年8月に世界で初めて量

産化を開始し、3年後の'99年9月には、累計

生産台数60万台を越えています。このエ

ンジンは、低燃費性と低公害性を併せ持つ

画期的な環境対応技術で、大きなコストア

ップを伴わず、従来エンジンと同様に使用

でき、大量普及が可能です。既に、ガソリ

ン登録乗用車の約80%にこのエンジンを

採用しています。さらに、駆動系やモー

タ・発電機との組み合わせにより低燃費

性を追求した「GDIシグマシリーズ」を現

在開発中です。

電気自動車やハイブリッド自動車、天然

ガス自動車の開発にも早くから取り組ん

でいます。電気自動車は、'60年台後半よ

り、ハイブリッド電気自動車は'80年代後

半よりそれぞれ取り組み、ハイブリッド

電気自動車のカリフォルニア州大気資源

局での実用実験などで大きな成果を上げ

ています。

また、三菱グループ各社の協力も得て、

燃料電池式電気自動車の開発にも着手し

ています。この燃料電池車は、将来の石

油資源の枯渇も視野に入れたクリーンな

移動用エネルギーとして現在世界中で注

目されているものです。

このように三菱自動車では、比較的短

期間に大量普及が可能な環境対応技術に

重点を置き開発と普及を急ぐ一方、燃料

電池式電気自動車など長期的視野での環

境対応技術の研究にも力を入れています。

3.研究開発

Environmental Report 1999

ますます深刻化している
環境問題の改善に向けて、

三菱自動車は様々な分野での研究
開発に取り組んでいます。

■地球温暖化防止

■大気汚染防止

■騒音低減

■環境負荷物質低減

■リサイクルの推進

■クリーンエネルギー自動車の

開発

地球温暖化・大気汚染・酸性雨の防止、

オゾン層の保護、････

世界で議論されているこれらの環境問

題のいずれにも自動車は深く係わってい

ます。これらの環境問題は、空間的には地

球規模の地球温暖化・オゾン層破壊から

都市規模の大気汚染・自動車騒音まで、

また、時間的には数十年、数百年単位で

問題化するものから、騒音問題のように

瞬間的に影響を及ぼす問題まで多岐に渡

っています。

研究開発の分野において地球温暖化に

はエンジンから排出されるCO2・エアコ

ン冷媒のHFCが影響しています。また、

大気汚染には、排出ガスが影響しています。

廃車処理問題を解決するためには、環境

負荷物質の低減・リサイクルの推進が必

要となります。

日本では、現在、7000万台の自動車が、

世界では7億台の自動車が保有されていま

す。1台の環境対応型の自動車が環境の改

善に寄与できる範囲は限られていますが、

この環境対応型自動車をできるだけ早く、

広く普及させることができれば、環境改

善の効果は目に見えるものとなってゆく

でしょう。そのためには、1台あたりの環

境改善効果がたとえ劇的なものでなくて

も、比較的低コストで広く普及できる技

術を、早く開発・実用化することが重要

です。

研究開発における環境へ
の取り組み
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地球環境 

広域環境 

地域環境 

長時間 時間 

空
間 

広
範
囲 

地球温暖化　CO2,CH4,HFC… 
オゾン層破壊　CFC

大気汚染　CO2,HC,NOx… 
自動車騒音 

酸性雨　　SO2,NOx 
廃車処理 



環境会議

3.研究開発

Environmental Report 1999

商品開発においては、燃費、排出ガス、

騒音、リサイクルなどのそれぞの分野で年

度ごとの目標を定め、乗用車、トラック・

バスなどの全ての製品に、環境に関する技

術開発成果が着実に反映されるよう、計画

を推進しています。

その目標と推進状況は、環境会議「商品

部会」で製品分野を横断して審議・フォロ

商品開発における目標の
設定と推進

10

環境会議

商品部会 生産部会 リサイクル部会

乗用車技術センター

トラック・バス技術センター

ーするとともに、各車種の開発プロジェク

トでも環境対応に対しては重点的に取り

組んでおり、商品開発については縦横の環

境マネジメント体制で推進しています。

また、目標の策定にあたっては、国内外

の法規制強化動向も踏まえ、当社独自の高

い開発目標を設定して、法規制強化に先駆

けた対応や商品化に努力しています。



以降GDIを搭載した車両の燃費は着実に向

上しています。

また、'99年4月施行の改正省エネ法にお

ける'10年度燃費基準値に施行開始時点で

89類別のGDI車が適合した結果、販売実績

ベースでガソリン登録乗用車の約半数が

既に基準値を達成しています。

■GDIシグマシリーズ2）

さらに低燃費化を進める技術として、低

燃費GDI統合パワートレイン「GDIシグマ

シリーズ」の開発を進めるとともに、主な

新技術を'99年3月に発表しました。

GDIシグマシリーズは、GDIエンジンの優

れた特性を活かして、駆動系の新技術や電

力補助装置などの周辺技術と組み合わせ

ることにより低燃費化を実現する技術で、

'00年初頭から順次商品化する計画です。

'99年3月の発表の際には、以下の4つの

新技術を公開しました。

①GDI-CVT GDI-CVT統合制御

②GDI-ASG アイドルストップシステム

③GDI-HEV ハイブリッドシステム

④GDI-GPT 高レスポンス・低燃費GDI

ターボ

3.研究開発

Environmental Report 1999

1）GDIエンジン

シリンダ内の縦渦を基本とした
当社独自の層状燃焼方式により、
超希薄燃焼を可能にした低燃費エ
ンジンです。
国内では'10年新燃費基準制定

の際に、現在のトップランナーと
して目標値算定のベースとなるな
ど高く評価され、また、将来の乗
用車用標準エンジンとして世界の
自動車メーカが直噴エンジンの開
発・実用化を急いでいます。

2）GDIシグマシリーズ

燃料を直接シリンダ内に噴射す
るGDIエンジンは、応答性、始動
性、トルク制御の自由度、抗ノッ
ク性、ターボラグ短縮など優れた
特性を有しています。
このGDIの特性に着目し、さら

に鮮明な低燃費特性を目指したの
が、GDIシグマシリーズの様々な
新技術です。

地球温暖化防止

【燃費向上】
■GDIエンジン1）

三菱自動車は、燃費を大幅に向上できる

GDIエンジンの量産化に世界で初めて成功

し、'96年8月に新型ギャラン、レグナムか

ら採用を開始しました。GDIエンジンは、

大きなコストアップを伴わず、世界中で普

及が期待できる環境対応技術です。その

先進性は広く国内外で認められ、海外の自

動車メーカに技術供与や完成エンジンの

供給を開始しています。

'99年4月には、国内生産車の11車種、欧

州生産の2車種にGDIエンジンを採用、エ

ンジンの生産累計も50万台を超え、'99年

9月には60万台となりました。今後も、国

内外での展開拡大を積極的に進め、国内で

は'10年に全てのガソリン登録乗用車に採

用する計画です。

GDIエンジンの展開拡大の結果、'97年度

研究開発の主な取り組み
状況
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GDI-HEV

三菱自動車のガソリン乗用車に占めるGDI搭載車の割合
（国内登録車）

車両重量区分別燃費の推移
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■直噴ディーゼルエンジン2）

ディーゼルエンジンは他の内燃機関と

比べると燃費が良く、地球温暖化に影響が

大きいCO2の排出量は少なく、この面では

環境問題に対して有利です。

トラック・バスにおいて燃費は重要な商

品力であり、三菱自動車では25年前より

筒内へ直接燃料を噴射する直噴式エンジ

ンを採用、最大限の研究開発努力を続けて

おり、排出ガス対策に対応しつつ燃費を向

上させてきました。今後も更なる低燃費

化を目指し研究開発を続けて行きます。

乗用車用としても、低燃費でクリーン

な直噴ディーゼルエンジンを開発し、'99

年9月発売の新型パジェロに採用しまし

た。このエンジンは、吸排気バルブの4弁

化に加え独自開発の新型燃焼室と高圧燃

料噴射装置の最適化による燃焼改善によ

り、出力を向上しながら、燃費を約27％低

減しています。それにより、CO2低減に

大きく貢献しています。

3.研究開発

Environmental Report 1999

1）MVVエンジン

MVV:

Mitsubishi Vertical Vortex

MVVエンジンは、GDIの開発で
培った混合気形成・燃焼制御技術
を応用することで、付加装置を必
要としない低コストなエンジンで
ありながら、燃費向上を実現して
います。
また、各種の改良により中低速

トルクも向上させ、日常での使い
勝手のよいものとしています。

2）直噴ディーゼルエンジン

燃費と耐久信頼性に優れるディ
ーゼルエンジンは、古くから大型
車両や商用車に採用されており、
直噴化が進んでいます。
ヨーロッパでは、直噴ディーゼ

ルエンジンの燃費の良さから乗用
車への採用拡大も進んでいます。

■MVVエンジン1）

経済性が重視される軽自動車用の低燃

費エンジンとして、リーンバーンMVVエン

ジンを新たに開発し、'98年10月ミニカ、

トッポBJ、パジェロミニに、'99年1月ミニ

キャブに標準エンジンとして採用しまし

た。
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新型 MVV 18.2

従来型 17.4

新型 MVV 22.5

従来型 20.5
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トチームを設置して、軽量化の研究開発に

も取り組んでいます。

また、トラックでは車体の軽量化が積載

量増加に繋がるため、大きな商品力となっ

ています。'98年型大型トラックでは、ダ

ンプ機構部を直接シャシフレームに架装

し、サブフレームを廃止することにより低

床化と大幅な軽量化を実現し積載量を

800kg増加した「楽床（らくしょう）ダンプ」

を国内大型トラックで初めて設定しまし

た。

'99年型中型トラックでは、平成11年排

出ガス規制（長期排出ガス規制）・中期安

全ブレーキ規制への対応及び仕様による

重量増にもかかわらずエンジン、キャブ、

シャシ各部の軽量化により'97年型と同等

以下の重量を実現しました。

■空気抵抗低減3）

高速走行で燃費への影響が大きくなる

空気抵抗については、風洞実験やコンピュ

ータ解析などで得られた研究成果を積極

的に新型車のデザインに取り入れていま

す。

【エアコン冷媒使用量の削減】4）

エアコン用冷媒HFC-134aは、CO2より

も遥かに高い温暖化効果を持っており、1

台あたりの使用量の削減をしています。

'97年10月発売のシャリオグランディス

から冷媒HFC-134aの使用量を約20%低減

しています。

3.研究開発
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1）変速操作適正化

（INOMAT）

Intelligent & Innovative Mechanical

Automatic Transmission

クラッチ操作は発進時のみ、走
行中は自動的に変速し、運転疲労
も大幅に低減します。

3）空気抵抗低減

空気抵抗は速度の2乗に比例し
て大きくなり、高速走行時には、
走行抵抗の半分以上を占めるよう
になります。

4）エアコン冷媒使用量の

削減

オゾン層を破壊する従来のエア
コン用冷媒CFC-12は、新型車への
採用を'94年に全廃し、新冷媒
HFC-134aに全て切替えました。

2）軽量化

乗用車では、車両の軽量化は燃
費の向上に大きく寄与します。例
えば、三菱自動車では車体の軽量
化の研究を通じ、車両重量を25%
減少させると燃費が13.7%向上す
るという結果を得ています。トラ
ックでは、荷室容積の増大並びに
最大積載量を増大する事で、一台
のトラックでより多くの貨物を運
送することが可能となり、貨物輸
送量当たりの燃料消費量が減少し
ます。

■制動エネルギー回生システム（MBECS）

制動時に車両の運動エネルギーを油圧

ポンプにより圧力に変換して蓄え、発進・

加速時には蓄えた圧力を油圧モーターで

駆動力に変換して、エンジンをアシストし

ます。その結果、発進・停止頻度の高い都

市内走行で大幅な燃費向上と排出ガス低

減を実現する事ができます。MBECSを大

型路線バスに搭載し、'94年1月から主要都

市で運行を開始しました。さらに開発を

進め、'95年12月には酸化触媒と組み合わ

せてディーゼル車として初めて平成11年排

出ガス規制（長期排出ガス規制）をクリア

したMBECS-Ⅱを発売し、'96年12月にはシ

ステムの効率を大幅に改善し燃費が一般

路線バスに対し25%向上するMBECS-Ⅲを

発売しました。

■変速操作適正化（INOMAT）1）

オートマチックの快適さと、クリーンで

パワフルなエンジンの性能を余すところ

なく引き出し、低燃費を実現するファジィ

制御機械式オートマチックトランスミッ

ションを'96年型大型トラックより採用し

ました。また'98年型より10段トランスミ

ッション搭載トラクタにまで大幅に展開

拡大すると共に、オートクルーズと連動し、

登坂時など必要に応じて自動シフトダウ

ンを行い、設定した車速を効果的に維持す

る新機能を追加しました。

■軽量化2）

新型車の開発においては、材料を鉄から

アルミニウム、樹脂などのより軽量な素材

へ変更する「材料置換」や、コンピュータ

解析を活用して合理的で軽量な構造を追

求する「構造合理化」を従来から進めてい

ます。

'99年には、さらに抜本的な軽量化を目

標に、若手技術者による専門のプロジェク
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MBECS－Ⅲ

トラックの風洞試験（１/２模型）

MBECS搭載バス

Motor Vehide Brake Energy

Conservation System



■ディーゼルエンジンの排出ガス低減 2）

ディーゼルエンジンは、低燃費かつCO、

HCの排出量では有利なものの、NOx、パテ

ィキュレートの排出量削減が重要な課題

となっています。

NOx排出量を減らすにはエンジン内で

の燃焼の温度を下げることが基本となり

ますが、これは燃費効率の悪化を招くばか

りでなく、パティキュレートの増大をもた

らします。三菱自動車ではインタークー

ラ付ターボシステム、コモンレール式燃料

噴射装置、EGR、DPFなど燃費効率を犠牲

にすることなく、NOxとパティキュレート

を同時に低減する技術の開発に努めてい

ます。

排出ガス規制は自動車の増加に伴い、大

気汚染が進み始めた昭和49年に施行され、

順次、大幅に規制値が強化されてきまし

た。今回施行される平成10・11年排出ガ

ス規制（長期排出ガス規制）は未規制時の

約1/4という大変厳しい規制となっていま

す。この長期排出ガス規制に適合し、且つ

更に高出力・低燃費を実現させた新型エ

ンジンを開発し、'99年4月に中型トラック

「ファイター」、'99年5月に小型トラック

「キャンター」を発売しています。乗用車

では、長期排出ガス規制の適合車として、

'99年6月にデリカスペースギア、'99年9月

に新型パジェロを発売しています。

3.研究開発

Environmental Report 1999

1）低排出ガス仕様のGDIエ
ンジンは、GDIエンジンの

持つ混合気形成の自由度、燃焼の
安定性を活かしたもので、2段燃
焼、反応型排気マニホールド、大
量EGR、NOx触媒の改良などによ
り大幅な排出ガスの削減が可能と
なりました。

2）ディーゼルエンジンの

排出ガス低減

■インタークーラ付ターボシステム

エンジンの吸気温度を下げるイ
ンタークーラは、燃焼温度を下げ
NOxの発生を低減すると共に、吸
気量を増加し燃費も向上します。
■コモンレール式燃料噴射装置

高圧の燃料をコモンレールに蓄
えインジェクタを電子制御するこ
とで全運転域で適切な噴射圧、噴
射タイミングとすることができま
す。このシステムを'96年に量産ト
ラクタ用エンジンとして世界で初
めて採用しました。

■EGR（排ガス再循環）

EGRは排出ガスを再循環させて
吸気に混合し、燃焼温度をさげる
ことでNOxを低減する手法です。
■DPF
（ディーゼルパティキュレートフィルタ）

ディーゼル車から排出されるパ
ティキュレートの大部分をセラミ
ック製フィルタで自動的に捕集・
除去する装置で、大型路線バス用
として国内で初めて実用化に成功
しました。

大気汚染防止

■ガソリンエンジンの排出ガス低減1）

GDIエンジンの低燃費性を損なうことな

く現行規制値からCO、HC、NOxを80％以

上削減した新たなGDIエンジンを開発、低

排出ガス仕様としてギャラン、レグナム、

アスパイアの1.8RGDIエンジン搭載車の

一部類別に設定して'98年8月に発売しまし

た。

今後もさらに、各国で強化される排出ガ

ス規制に積極的に対応していくため、燃焼

制御、触媒改良など各種の研究開発に取り

組んでいます。

国内で予定されている'00年排出ガス規

制に対しては、'99年9月発表の新型パジェ

ロ以降の全ての新型ガソリン乗用車でHC

及びNOxを規制値よりも25％低減した低

排出ガス仕様車を発売していきます。
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乗用車、小型貨物車、大型バスの加速騒

音規制は'98年10月から順次2dB強化され

ており、'99年7月までに、軽乗用車、ミラ

ージュディンゴ、ギャラン、大型バスなど

15車種が適合しています。

環境負荷物質低減

三菱自動車は'98年2月「三菱自動車使用済

自動車リサイクル自主行動計画」を発表し、

この中で環境負荷物質の取り組み方針を

策定しました。

■鉛使用量の削減

鉛使用量の削減については、自主行動

計画の中で目標値を定めて取り組んでい

ます。

乗用車では、ラジエータコアやヒータコ

アに使用している鉛使用部品のアルミ製

代替部品への切換えを、'94年のFTOより

開始、順次採用を拡大しています。また、

'98年10月に発売した新型軽自動車から鉛

を使用していない燃料タンクを採用して

います。これらにより、新型軽自動車やミ

ラージュディンゴでは、従来車と比べ鉛の

使用量を7割以上削減し、'05年の自主目標

をいち早く達成しました。

トラックにおいても、'93年からラジエ

ータのアルミ化（小型トラック）、'96年か

らヒータコアのアルミ化（大型トラック）

等を実施し、鉛の使用量を削減しています。

■その他の環境負荷物質

水銀、カドミウムは一部車種を除き全

廃しました。'98年度発売の新型車では全

く使用していません。

3.研究開発

Environmental Report 1999

騒音低減技術

■自動車騒音の可視化

音響ホログラフィーや音響イン
テンシティなどのコンピュータ技
術を利用して音の可視化を行い、
騒音発生部位や伝達経路の特定な
ど、騒音低減の有効な手段として
活用しています。
■エンジン構造の低騒音化

クランクシャフト軸受部を一体
化させて剛性向上を図るラダーフ
レーム構造など、コンピュータモ
デルを駆使して解析し、効果的な
構造を実現しています。
■エンクロージャ技術

騒音低減の有効な手段として
は、各音源の低騒音化を基本に考
えていますが、遮蔽カバーを用い
た対策も重要です。エンジンが発
生する騒音を効果的に吸音し、車
外に放射される騒音を低減するこ
とができます。
■タイヤ／路面騒音の低減

タイヤ騒音は、路面性状により
大きな影響を受けることは良く知
られていますが、タイヤの種類に
よっても異なります。主としてト
レッドパターンの改良や構造変更
による低騒音化をタイヤメーカと
協力して進めています。
■低騒音エンジンロッカーカバー

用樹脂材

三菱自動車は、日本ユピカ（株）
と共同で世界に先駆け新開発し、
'96年型大型トラックから採用し
ています。また'99年型中型トラ
ックからはさらに制振性を改良し
た樹脂材を使用しています。

騒音低減

騒音低減のためには、エンジン、駆動系、

タイヤなど音源から発生する騒音の低減、

また、各種音源から音を伝えないための吸

遮音、制振技術などが必要になります。

当社では、これまでもエンジン構造やタ

イヤの改良、吸遮音材の効果的な配置、エ

ンジンルームへの遮蔽カバー採用などに

より低騒音化を進めています。

'51年に大型車の定常走行騒音および排

気騒音についての規制が開始され、'71年

には加速走行騒音の規制が追加されまし

た。その後順次規制強化が図られ、'98年

から'02年にかけて規制強化が実施される

予定です。新規制の大型車加速走行騒音

は、'71年規制に対し、騒音レベルで11dB

（A）低減、騒音エネルギー比で92％低減さ

れることになり、世界で最も厳しい規制と

なります。三菱自動車では、この新規制値

に対して確実に適合できるよう社内目標

値を決め、順次適合を図っています。
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■樹脂部品へのマーキング

リサイクルの際に、使われている材料が

容易に識別できるよう、'91年6月から100g

以上のプラスチック部品の全てに材料識

別コード（ISO 2）、VDA 3）基準）を刻印し

ています。

■リサイクル材料の適用拡大

'97年から販売店で修理交換されたポリ

プロピレン樹脂製バンパーを回収し、マテ

リアルリサイクルにより、再生材を新型車

のバッテリーシート、ホイールハウスカバー、

アンダーカバーなどに使用しています。

また、他産業廃材の活用も進めており、

古紙を使用した部品を開発し、'98年6月発

売のパジェロイオから適用すると共に、

PETボトルリサイクル材も積極的に新型車

への採用を進めています。

古紙入りエアクリーナケース
古紙を50%以上の割合で樹脂と混合したもの

で、古紙の再利用とともに、焼却処分が可能とな
りました。

3.研究開発

Environmental Report 1999

地球上の資源は限られて
います。自動車を作る時も、

使用している時も、そして廃車す
る時にも、それぞれの段階で資源
の有効活用を図るため、自主行動
計画を定めて各種施策に取り組ん
でいます。
（1）新型車のリサイクル性向上
（2）新型車の鉛使用量削減
（3）エアバックの車上作動処理　　

容易化及び環境負荷を低減し
たインフレータの採用

（4）新型車へのリサイクル材の適
用拡大

リサイクルの推進

自主行動計画の中でリサイクル可能率1）

の目標値を定めて取り組んでいます。

■解体容易化構造の開発

自動車をリサイクルするためには、経済

面で容易に解体できることが必要です。

当社では、車両解体性の実験・評価をもと

に、バンパーとグリルなどの部品の一体化、

シート、バンパー、インストルメントパネ

ルなどの取り外しやすい構造の採用、液体

の抜き取り性向上等の検討を推進してい

ます。

これらの中で得られた成果は、設計ガイ

ドラインとしてまとめ、新型車の開発に逐

次反映しています。

■ リサイクル容易な材料の採用、材料種　

の統一

従来より、リサイクルが比較的難しい熱

硬化性樹脂やゴムを使用していた外装樹

脂部品やウェザストリップについては、リサ

イクルが容易な熱可塑性樹脂への切替えを

進めています。また、インストルメントパネ

ルやカーペット、天井など異なる材料で構

成されている複層部材についても、熱可塑

性樹脂への統一・切替えを進めています。
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TEO製ウェザストリップの適用例

古紙入りエアクリーナケース

'00年以降の新型車：
90％以上

1）リサイクル可能率

設計改善の目標となる数値。経
済性も加味した当社独自の算出方
法で数値化。

リサイクル可能率［自主目標］

リサイクル容易なウェザストリップ
リサイクルが比較的難しいゴム

製ウェザストリップに替わるTEO
（オレフィン系熱可塑性エラストマ
ー）製ウェザストリップを開発し、
既にフードウェザストリップとし
て多くの新型車に採用しています。
'98年9月には材料・製造技術の改
良により、乗用車全部位に適用可
能なTEO製ウェザストリップも開
発しました。

ウェザストリップ

2）ISO

International Organization for

Standardization

国際標準化機構

3）VDA

Verband der 

Automobilindustrie

ドイツ自動車工業会



の排出量は少なく黒煙の排出もありませ

ん。当社はLPGエンジンを開発し小型ト

ラックに搭載しました。EGRを採用する

と共にO2センサによる空燃比制御を行い

三元触媒の浄化率を向上させており、燃料

1充填当たりの走行距離もディーゼルの約

70%を確保し、積載量1.5トンおよび3.0ト

ンのLPGトラックを発売しています。

■電気自動車

高性能で実用性の高い電気自動車の開

発を目指し、軽量、高性能で長寿命なバッ

テリーや、高効率なエネルギーマネジメン

トシステムの研究開発を進めています。

'97年10月には日本電池（株）と共同で低

コストで高性能なリチウムイオン電池 3）

を開発、EVやHEV用電池として生産に向

けた開発を進めています。

また、当社は'94年1月から東京電力（株）

と共同開発したリベロ電気自動車を販売

していますが、一般ユーザへの普及のため

には、充電施設の整備やコスト低減が課

題です。

3.研究開発

Environmental Report 1999

3）リチウムイオン電池

従来の鉛電池やニッカド電池に
比べ性能を大幅に向上できる反
面、正極材料にコバルトを使用し
ているため非常に高価でした。当
社が開発した電池はこの正極材料
に安価で資源の豊富なマンガンを
使用することで、低コストで量産
化に対応可能な高性能電池として
います。

クリーンエネルギー自動車の研究開発

■CNG（天然ガス）自動車1）

CNG自動車は、CO2の排出量がガソリ

ン自動車に比べ約30%減少すること、デ

ィーゼル自動車のように黒煙が出ないこ

となどの特長があり、最近日本でも、ガス

会社を中心として、'00年に20万台の普及

計画が策定され、今後急速に普及する可能

性があります。

三菱自動車はこのCNGエンジンを搭載

し、'97年秋に積載量2トンの小型トラック

キャンター、'98年秋には大型路線バスエア

ロスターの一般販売を開始しました。

また、リベロカーゴや軽自動車をベース

に大阪ガス（株）と協力して開発した天然

ガス自動車も300台以上が走行していま

す。

■LPG（液化石油ガス）トラック2）

LPGはディーゼルに比べ燃焼時にNOx
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1）CNG（天然ガス）

天然ガスの可採年数は石油より
も長く、将来有望な代替燃料です。
日本でも、エネルギー、環境の両
面から、その利用拡大策が積極的
に推進されています。その一つが
天然ガス自動車です。天然ガス自
動車は、天然ガスコストの安い産
出国を中心に、世界で約100万台
が普及しています。

2）LPG（液化石油ガス）

ディーゼルの代替として注目さ
れ、燃料供給のインフラもかなり
整備されて一般的な使用が可能と
なっています。

CNGキャンター

CNG大型路線バス

LPGキャンター

高性能リチウムイオン電池



発に参画し、エンジン主要要素の開発とエ

ンジン性能試験を分担、ディーゼルエンジ

ン並の熱効率を実現しました。セラミック

ガスタービンのプロジェクトとして高熱効

率を実証した世界で初め

ての成功例であり、'98年

に（社）日本ガスタービン

学会から技術賞を授与さ

れました。

■燃料電池電気自動車 3）

燃料電池電気自動車は、従来車に比べ

エネルギー効率が高く、また低公害でもあ

ることから、将来のクリーンエネルギー

自動車の一つとして期待されています。

当社では、燃料電池の分野で世界的に優

れた技術を持つ三菱重工業（株）と共同開

発を行うなど、'05年までの実用化を目標

に三菱グループ各社と協力して開発をす

すめています。

燃料電池システムは、取り扱いが容易

なメタノールから改質器で水素を取り出

し発電する方式とし、これをコンパクト

に車載することを目指して開発を推進し

ています。
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2）ガスタービン

排出ガスがクリーンで多種燃料
性に優れることに加え、低振動、
低騒音の特性を持っています。主
要先進国で自動車専用の研究開発
が試みられてきましたが、熱効率
の向上が実用化の課題でした。熱
効率を向上させるためには、ガス
温度を従来の1000℃から1350℃
レベルに上げる必要があります
が、高温部の耐熱性の確保がネッ
クになっていました。

■ハイブリッド電気自動車

乗用車のハイブリッド電気自動車とし

ては、発電充電用エンジンを搭載し、モ

ーターで走行する三菱HEVを開発し、'95

年からカリフォルニア州大気資源局CARB

で3台のテスト車両による実用実験も行い

ました。更に現在、GDIエンジンとCVT、

モーター、小型バッテリーを組み合わせた

高効率なハイブリッド車の開発を進めて

います。

デリバリー配送を主体とする小型ハイ

ブリッドトラックは、都市内、郊外の両方

に適する走行モードにより、環境との調和

を図ることが出来ます。都市内や住宅街

では電池からの電力のみで走行し、郊外で

は発電用のLPGエンジンを始動して、電池

に充電しながら走行します。このハイブ

リッドタイプの電気トラックは'95年10月

に開発しています。

さらに、画期的な排出ガスの低減と燃費

2倍を目指した次世代のトラック 1）とし

て、CNG燃料の電気式シリーズ／パラレル

併用ハイブリッドトラックを開発中です。

■ガスタービン2）

産官共同の国家プロジェクト「自動車用

CGT（セラミックガスタービン）」の研究開
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3）燃料電池電気自動車

水素と酸素（空気）を反応させ
て電気エネルギーを取り出し、そ
の電力で走行する自動車。
様々な要素部品の小型軽量化、

コスト低減が実用化のポイントで
す。

1）次世代トラック

通産省の「高効率クリーンエネ
ルギー自動車の研究開発」（ACE
Project）に参画し、'97年から7カ
年計画で研究中。欧米の燃費の大
幅向上のための産官共同研究
（Car of Tomorrow、PNGVなど）
に匹敵する先駆的なものです。

燃料電池電気自動車

セラミックガスタービンエンジン

三菱HEV

キャンターHEV

①燃料電池 ②改質器 ③燃料タンク ④水タンク 

① 

電気 水素 メタノール 

空気 空気（酸素） 

排気 

燃料 
タンク 

改質器 燃料電池 モーター 

水 リチウムイオン電池 

ー 

＋ 

③ ② 

④ 

三菱燃料電池システム



エンジニアの長年の夢

筒内噴射ガソリンエンジンの概念は、

ディーゼルエンジンやガソリンエンジ

ンが出現した今から100年以上も昔から

あり、燃費の良いディーゼルエンジンと、

小型軽量で高出力のガソリンエンジン

の長所を併せ持つエンジンは、エンジニ

アの長年の夢であった。このため世界

中のエンジニアが挑戦してきたが実現

が困難であり、'80年代には開発が下火

になっていた。三菱自動車でも30年ほ

ど前に研究を始めたが、問題解決には新

しいブレークスルー技術が必要と判断

し、開発を一旦終了し基礎研究として継

続してきた。実現困難の原因はガソリ

ンの着火性の悪さにあった。

ディーゼル軽油は着火性が高く、高温

の条件さえあれば空気との混合状態に

よらず燃料一滴ずつが着火する。反面、

空気との混合が不十分な状態で燃焼す

るためすすが発生することから、燃料量

を抑制せねばならず出力は低い。一方、

ガソリンの場合は着火性が悪く点火プ

ラグで火を付けるまで燃焼が開始しな

いため、大量の燃料でも空気と十分混合

するのですすは発生せず、高出力が得ら

れる。反面、低負荷時に燃料量を減ら

す際は混合比を一定に保つ必要からス

ロットル弁を閉じて空気量も絞るので、

エンジンが真空ポンプ状態となり不必

要な仕事のために燃費が悪化する。

ガソリンの混合気を燃焼させるには、

火炎伝播可能な適度な濃度の混合気が、

点火プラグの電極の間という特定の空

3.研究開発
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GDIの開発と今後の展開
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従来の試み

3つの新技術

間に、スパークの瞬間に存在しないと着

火しない。このため筒内噴射ガソリン

エンジンでは、噴霧とプラグを近付ける

のが一般的なアプローチであった。こ

れでは燃焼は起きるが、点火プラグに

液体のままのガソリンが付着したり、点

火プラグがくすぶるなどの問題が発生

し実用化を永く阻んできた。即ち、ガソ

リン筒内噴射エンジンの実現には高度

な混合抑制が必要であったのである。

夢を現実にした技術

これを解決したのは、元々の配置を変

えたらどうかとの発想であった。噴霧

とプラグを離して配置し、広い空間を利

用して適度に混合させるワイドスペー

シングと後に呼ばれることになる新し

い概念が浮かんだのである。燃料は点

火プラグに向けて噴くのではなく、ピス

トン頂面の窪みに向けて噴射する。こ

の燃料を空気の流れに乗せて点火プラ

グまで運ぶのである。この概念を実現

するために3つの技術を用いた。

噴霧に回転を与えるスワールインジ

ェクタで、噴霧の直進速度を落とし空気

との混合を良くして適度な濃度の混合

気を準備した。噴射したガソリンの向

きを変えるため、ピストン頂面を球形に

した。ガソリン蒸気を点火プラグへ運

ぶ空気の流れ（タンブル流）を創るため、

吸気ポートを直立に配置したのである。

最初の試作エンジンに火が入ったの

は'89年秋であった。その後改良を重ね、

本質的な問題がないと判断して'92年春

に当時の中村社長に報告した。こうし

て一旦中断した筒内噴射ガソリンエン

ワイドスペーシング

トピックス
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ジンの開発が三菱自動車で本格的に始

まることになる。

ここから新たな苦労が始まった。商

品化のためにはあらゆる運転状態、あら

ゆる環境で確実に作動せねばならない。

そのために形状の異なる球形燃焼室を

200種類、噴霧特性の異なるインジェク

タを10種類、吸気ポートも10種類ほど

試作した。これらを組み合わせると2万

通りになるが、この中から最適な組み合

わせを選択するという途方もない作業

が始まったのである。この段階で役立

ったのは、シリンダ内部の空気や噴霧の

流動を観測するレーザ計測技術やコン

ピュータシミュレーション技術であっ

た。これらの技術が成熟した時期にあ

ったことが我々の幸運の一つであった。

排気ガスの浄化

こうして商品開発が本格化して4年後

の'96年8月29日、低燃費と高出力を両立

した世界で最初の量産型筒内噴射ガソ

リンエンジンがGDIの名前で世に出た。

直列4気筒の1.8リットルであった。当

初は月産3千台で立ち上がったが、その

後Ｖ型6気筒の2.5R、3.0R、3.5R、直

列4気筒の2.4Rと1.5Rを加え、現在は

月産4万台になっている。海外でも、'97

年10月にヨーロッパに採用して以来、ス

ウェーデン・ボルボ社にエンジンを供給

するとともに、フランス・プジョー社と

の間で技術供与を合意している。

ガソリン直噴エンジンはCO2排出こそ

少ないが、NOxやHCなどの有害ガスは

通常エンジンより劣っているのではな

いかと危惧する声がある。確かに、理論
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空燃比（空気と燃料の比率が14.6：1）

で驚異的な排出ガス浄化機能を発揮す

る三元触媒も、GDIエンジンが作動する

リーン空燃比（空気と燃料の比率が40：

1）のもとではNOxを浄化できない。そ

のため、GDIの優れた燃焼安定性を利用

し、大量のEGR（排気再循環）を用いて

エンジンから排出されるNOxを低減し、

さらに、リーン条件でもNOxを浄化でき

るリーンNOx触媒を採用して日本やヨー

ロッパの排気ガス規制に適合させてい

る。'98年8月には日本向けギャランなど

の一部にCO、HC、NOxを規制値に対し

80％以上低減した低排出ガス仕様車も

設定している。

さらに'00年から日本やヨーロッパで

実施される排気ガス規制強化には、GDI

特有の燃焼制御技術である「2段燃焼」

によって冷態始動後の触媒活性化を促

進し、前述の低排出ガス仕様車の採用技

術を改良することで適合する。今後、

国内で販売する全ての新型車は規制値

に対してHC及びNOxを25％削減した低

排出ガス仕様とする。2段燃焼とは、冷

態始動直後から圧縮行程噴射の超リー

ン空燃比で燃焼させ、その膨張行程に2

回目の燃料を噴射する筒内噴射でしか

実現できない燃焼制御手法である。こ

の2回目の噴射燃料が、高温かつ大量に

酸素が存在するシリンダ内の燃焼ガス

と反応し、膨張から排気行程にかけて燃

焼し排気温度を急速に高めて触媒の活

性化を促進する。即ち、始動から触媒が

活性化するまでの間に未浄化のまま放

出される有害ガスが低減できるわけで

ある。

2段燃焼



3.研究開発

Environmental Report 1999

明日を夢見て

GDIエンジン特有の燃焼制御技術は

「2段燃焼」にとどまらず、ノックを抑制

し出力を向上する「2段混合」、名前はま

だ付けていないがリーンNOx触媒の浄化

性能を高める新しい噴射制御や2段燃焼

と組み合わせて触媒活性化をさらに促

進する噴射方法がある。これらは噴射

時によって点火プラグ付近の混合気濃

度を微妙に制御したり、1サイクル中に

複数回の噴射を行うことによって、時間

的空間的に質の異なる混合気を配置可

能となったこと、即ち「混合の自由」を

手にしたことによって、従来のエンジ

ンでは想像もできなかった新しい世界

への扉を開いたことを意味している。

さらにGDI固有のメリットとして「制

御の自由」を挙げることが出来る。エン

ジンの作動は本来1サイクル毎が独立で
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GDI進化統合技術 あるはずだが、従来のエンジンでは前サ

イクルに噴射した燃料がポートに残り、

後のサイクルに影響を及ぼすなど完全

に独立ではなかった。筒内に燃料を噴

射するGDIエンジンではこのような影響

が無く、サイクル毎の発生トルクを自由

に制御できる。このメリットを形にし

たものを、'99年3月に発表した。GDIシ

グマシリーズがそれである。周辺技術

との融合・調和を通じてさらなる低燃費

化を実現するエンジンである。

GDIシグマシリーズで発表した4つの

新技術を商品化することが我々の当面

の目標であるが、その次に見えてくるも

のが何であるのか、GDIエンジンは我々

をどんな世界へ導いてくれるのか、常に

新しい発見とともに技術開発は明日も

続く。

GDI統合
パワートレイン

GDIシグマシリーズ

GDI
・フリクション低減
・冷却系合理化
・噴射系合理化
・触媒の性能向上

自動M/T

Ｔ/Ｃ

VVT

ASG

HEVCVT

パワステ

エアコン

アイドル
ニュートラル

駆
動
系
新
技
術

性
能
向
上
技
術

補
機
類
新
技
術

電
力
補
助
装
置

GDI-HEV



車名 

発売時期 

仕様 

排出ガス 

騒音 

温室効果ガス 

環境負荷物質 

リサイクル 

 

車両型式 

エンジン 型式 

 排気量（cc） 

 燃料 

変速機形式 

駆動方式 

車両重量（kg） 

平成10年規制適合 

平成12年規制適合 1）  

低公害車指定制度認定 2） 

平成10年規制適合 

CO2排出量（g/km） 

HFC冷媒の使用量（g） 

鉛 

水銀 

カドミウム 

アジ化ナトリウム 

PETボトルのカーペット 
への再利用 

古紙のエアクリーナケース 
への再利用 

パジェロ イオ 
3ドア 

'98年6月 

GF-H66W 

4G93（GDI） 

1,834 

ガソリン 

4AT 

4WD 

1,260

○ 

－ 

－ 

○ 

173.4 

570

'96年レベルの1/2 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

パジェロ イオ 
5ドア 

'98年8月 

GF-H76W 

4G93（GDI） 

1,834 

ガソリン 

4AT 

4WD 

1,340

○ 

－ 

－ 

○ 

187.2 

570

'96年レベルの1/2 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

ミニカ 
2ドア 

'98年10月 

GF-H42A 

3G83（MVV） 

657 

ガソリン 

3AT 

FF 

790

○ 

－ 

○ 

○ 

115.1 

410

'96年レベルの1/3 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

トッポＢＪ 

'98年10月 

GF-H42A 

3G83（MVV） 

657 

ガソリン 

4AT 

FF 

790

○ 

－ 

○ 

○ 

129.6 

410

'96年レベルの1/3 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

燃費 10・15モード（km/R） 

60km/h定地（km/R） 

2010年燃費目標値適合 

13.6 

20.6 

□ 

 

12.6 

20.6 

□ 

 

20.5 

27.4 

□ 

 

18.2 

29.0 

□ 
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表内の数値は、各車種の中

で最も販売台数の多い類別

の標準仕様車の測定値です。

1）昭和53年規制の70％削

減レベル

2）七都県市低公害車制度

および京阪神六府県市低公

害車指定制度適合車（昭和53年規

制の50％削減レベル）

乗用車の環境データ

22

○：適合　□：同一車種中に適合類別あり

'98年度に発売した新型車の環境データ



車名 

発売時期 

仕様 

排出ガス 

騒音 

温室効果ガス 

環境負荷物質 

リサイクル 

 

車両型式 

エンジン 型式 

 排気量（cc） 

 燃料 

変速機形式 

駆動方式 

車両重量（kg） 

平成10年規制適合 

平成12年規制適合 1）  

低公害車指定制度認定 2） 

平成10年規制適合 

CO2排出量（g/km） 

HFC冷媒の使用量（g） 

鉛 

水銀 

カドミウム 

アジ化ナトリウム 

PETボトルのカーペット 
への再利用 

古紙のエアクリーナケース 
への再利用 

パジェロミニ 

'98年10月 

GF-H53A 

4A30（MVV） 

659 

ガソリン 

4AT 

FR 

860

○ 

－ 

－ 

○ 

149.3 

410

'96年レベルの1/3 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

－ 

 

ミラージュ 
ディンゴ 

'99年1月 

GF-CQ2A 

4G51（GDI） 

1,468 

ガソリン 

4AT 

FF 

1,190

○ 

－ 

－ 

○ 

145.6 

550

'96年レベルの1/3 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

トッポＢＪワイド 

'99年1月 

GF-H43A 

4A31 

1,094 

ガソリン 

4AT 

FF 

870

○ 

－ 

○ 

○ 

147.4 

410

'96年レベルの1/3 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

タウンボックス 

'99年4月 

GF-U61W 

3G83（MVV） 

657 

ガソリン 

4AT 

FR 

900

○ 

－ 

○ 

○ 

153.2 

410

'96年レベルの1/3 

不使用 

不使用 

不使用 

○ 

○ 

 

燃費 10・15モード（km/R） 

60km/h定地（km/R） 

2010年燃費目標値適合 

15.8 

22.0 

－ 

 

16.2 

24.6 

○ 

 

16.0 

26.2 

○ 

 

15.4 

21.5 

○ 
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表内の数値は、各車種の中

で最も販売台数の多い類別

の標準仕様車の測定値です。

1）昭和53年規制の70％削

減レベル

2）七都県市低公害車制度お

よび京阪神六府県市低公害

車指定制度適合車（昭和53年規制

の50％削減レベル）

乗用車の環境データ

○：適合　□：同一車種中に適合類別あり
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4.生　産

生産における環境への
取り組み
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三菱自動車は、乗用車、商用車、軽自動

車、大中小のトラック・バス等の各種自動

車を国内4製作所で生産していますが、構

成部品の多くを各専門メーカーから調達

し、エンジン、トランスミッションや車体

の主要部品の加工及び総合組立を社内で

行っています。

また、各工場毎の生産車種が異なる他に、

鋳造、鍛造、機械加工、樹脂成形、プレス、

溶接、塗装、組立など多様な生産工程によ

り構成されていることが特徴になってい

ます。

4.生　産

このように多様な車種並びに生産工程

が関わる中で、全社的に共通認識をもって

環境負荷低減に取り組むため、ISO14001

に沿った環境マネジメントを整備すると

ともに、環境会議生産部会の中で

●環境負荷低減型生産プロセスの導入

●省エネによる地球温暖化防止

●廃棄物低減と地球資源の有効利用

●新規立地及び建設における環境配慮

●物流改善

●国内外の関連会社との連携　等

の取り組みを掲げ、積極的に環境問題に取

り組み未然防止に努めています。

地球環境
地球温暖化、オゾン層破壊
地球資源消費

広域環境 酸性雨、光化学スモッグ

大気汚染、水質汚濁
地域環境 土壌汚染、騒音、振動

悪臭、地盤沈下

部会長：加藤常務 
メンバー：生産関係役員 
　　　　他 

分科会間の横通しをチームレベルで実施 

名古屋分科会 生産部会 

京都分科会 

水島分科会 

環境保全推進チーム 

省エネルギー推進チーム 

物流合理化推進チーム 

環境保全推進チーム 

省エネルギー推進チーム 

物流合理化推進チーム 

環境保全推進チーム 

省エネルギー推進チーム 

物流合理化推進チーム 

環境保全推進チーム 

省エネルギー推進チーム 

物流合理化推進チーム 

東京分科会 

生産が関わる環境問題

環境会議「生産部会」の推進組織

自動車の生産活動は、地域に密着した環境問題から地球規模の環境問題に
至るまで広く関わりをもっています。三菱自動車は、その認識のもとに環境
の負荷を継続的に低減するため、総合的な取り組みが重要と考えています。



製作所 

 
名古屋製作所 

大江工場
 

岡崎工場 

水島製作所 

主要生産品目 

乗用車、商用車、小型バス 

乗用車 

乗用車、商用車、軽自動車 
軽自動車用エンジン・トランスミッション 

自動車用エンジン・トランスミッション、 
産業用エンジン 

自動車用エンジン 

大型トラック、中型トラック、 
小型トラック、特殊大型車両、 
トラック・バス用エンジン 

トラック・バス用トランスミッション 

産業用エンジン、小型トラック 

機械加工、樹脂成形、プレス、溶接、塗装、 
組立 

プレス、溶接、塗装、組立 

鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接、塗装、組立 

鋳造、機械加工 
 

機械加工 

 
鋳造、機械加工、プレス、溶接、塗装、組立 
 

機械加工 

組立 

生産工程 

 

京都製作所 
京都工場 
 

滋賀工場 

 

東京製作所 

 
川崎工場 

丸子工場 

中津工場 
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■廃棄物処理の考え方

生産段階における廃棄物処理は、「廃棄

物を極力出さない生産工程づくり」と「再

生・再利用拡大」による「最終処分量の低

減」を重要課題として取り組んでいます。

生産工程から排出される廃棄物は、金属

残さ 

脱
水 

水
分 

焼
却 焼却灰 

含水系 
液系 
廃棄物 

再利用（再生油等） 

再利用（蒸気等） 

再利用（セメント原料等） 

再利用（再生紙等） 

　再利用 
　再生金属 
　路盤材 
　セメント原料　等 

汚泥 
廃油 
廃液 
廃アルカリ 
廃酸 

可燃 
廃棄物 

廃プラスチック 
紙類、木屑 
雑芥 

不燃 
廃棄物 

埋立 埋立 埋立 埋立 

水分減量 焼却減量 

金属プラスチック 
鉱さい 
ガラス・ 
陶磁器屑 
建設廃材 
ダスト 

環境対策の取り組み状況

■三菱自動車の生産工場の概要

スクラップ、鉱さい（鋳物廃砂等）、汚泥、

廃プラスチック、紙類等があります。これ

らは、先ず工法や材料取りの改善により発

生量を抑制し、やむを得ず発生したものに

ついては、可能な限り再生・再利用し、そ

れが困難なものについては、脱水・濃縮・

焼却等の中間処理により減量化し、最終的

に残ったものについて埋立処分を行って

います。

廃棄物処理のフロー

名
古
屋
製
作
所

水島製作所

大江工場

岡崎工場

東
京
製
作
所

川崎工場

中津工場

デボネア

ディアマンテ

GTO

L300（輸出専用）

チャレンジャー

パジェロイオ

小型バス

ギャラン

アスパイア

レグナム

シャリオグランディス

RVR

ミラージュ

アスティ

ランサー

ミラージュディンゴ

FTO

リベロ

リベロカーゴ

デリカスターワゴン

デリカトラック

デリカスペースギア

ミニカ

トッポBJ

トッポBJワイド

タウンボックス

タウンボックスワイド

ミニキャブ

ミニキャブトラック

パジャロミニ

大型トラック

中型トラック

小型トラック

特殊大型車両

小型トラック

製作所 主要生産品目

三菱自動車生産車種

関連会社生産車種

●三菱自動車バス製造（株）
大型バス／中型バス

●（株）パブコ
大型トラック／中型トラック
小型トラック

●パジェロ製造（株）
パジェロ

●水島工業（株）

デリカトラック／ミニキャブトラック
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■廃棄物の低減

廃棄物の低減については、「'00年度末ま

でに、最終処分量を'90年度比80％以上低

減」を目標に活動しており、'98年度の最終

処分量は、鋳物廃砂のセメント骨材への再

利用拡大や高炉用の調整材料としての用

途拡大等により'97年度に比べ10千トン低

減し11千トンになりました。これは'90年

度比84％低減に相当します。

今後、埋立処分地の確保はますます難し

くなることが予想されることから、発生量

の抑制、再利用の拡大、減量化の推進によ

り最終処分量ゼロ化に向けて取り組みを

推進して行きます。

鉱さい 61％ 

汚泥 21％ 

廃プラスチック類 
6％ 

ガラス陶磁器 3％ 

紙類 3％ その他 6％ 

合計 
11千トン/年 

'98年度最終処分量の内訳

再資源化の事例

鋳物廃砂のセメント原料への再資源化、

ペイントスラッジの減量化および事務所か

ら排出される紙類の減量化、再資源化等を

推進しています。

また、紙や木屑・廃プラスチック等の可

燃物は焼却によるエネルギーを排熱ボイ

ラーで回収し、蒸気を工場で利用するなど

によりサーマルリサイクルを図っていま

す。

発生源

鋳造工場

プレス工場

塗装工場

工場全般

事務所

廃棄物の種類

鋳物廃砂

金属スクラップ

化成スラッジ

洗浄用シンナー

廃油

廃プラスチック類

集塵ダスト

紙類

再資源化事例

セメント原料、路盤材、製鉄原料

鋳鉄用材料

セメント原料

ペイントスラッジ 油吸着材原料、燃料

再生シンナー、燃料

再生油、燃料

樹脂原料、燃料

セメント原料

再生紙

■省エネルギーの推進

三菱自動車は、前述の生産工程でのエネ

ルギー需要の他に動力設備としてコンプ

レッサ、ボイラー等を設置しており、エネ

ルギーは、電力・都市ガス・石油類・コーク

ス等多種類のものを使用しています。

省エネ目標を「'00年度における売上高

あたりのエネルギー使用量を、'90年度実

績に対し10％低減する」と設定し、省エネ

推進チーム活動として取組みの結果、'98

年度では、既に'00年度目標を達成するレ

ベルにあります。

これまでにコージェネレーションシス

テムの導入、工業炉の断熱対策、エネルギ

ー効率の良い設備への転換、省エネ型の原

材料の採用、加工（管理）温度の引下げ等

を実施してきました。

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99（年度） 
0
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100
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360

使用量（原油換算） 

売上高あたりの使用量 低減指数 

低減目標 

千S
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エネルギー使用量

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98（年度） 

-79
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最終処分量の推移

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99（年度） 

1
2 2 2 2

7

11

0

5

10

15

大江工場導入 
（'92/10） 

京都工場導入 
（'97/10） 

％ 

全電力に占める自家発電比率（全社比）

コージェネ（大江工場）

コージェネレーション

システムの導入

ガスタービンによる熱電併給設
備で、従来型のエネルギー供給に
比較し、約40％のCO2を低減。

'90年度比
（△84％）



購入電力 
64.2％ 

コージェネ用 
都市ガス 
9.2％ 

都市ガス 
14.3％ 

灯油・重油 
4.1％ 

その他 8.2％ 
（購入蒸気・ガソリン・ 
　軽油・コークス・LPG） 

360千S
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'98年度エネルギー使用量（原油換算）の内訳

NOx

低NOxボイラーの導入や、低NOxバーナ

ーの採用及び灯油・都市ガス等のクリーン

エネルギーの使用により、NOxの排出抑制

に努めてきました。今後も、省エネルギー

対策の推進により、燃料使用量の低減を図

り、NOx排出量を低減します。

なお、一部の工場では、NOxの常時モニ

タリングを行っており、連続測定データを

常時市当局に送信しています。

ばいじん

鋳造設備、ボイラー、廃棄物焼却炉等か

ら発生するばいじんには、バグフィルター

等の高性能集塵装置による捕集や再燃焼

装置により除去する他、燃焼の適正な維持

管理により、その発生量の抑制に努めてい

ます。

VOC 2）

塗装工程では、車体塗装における高塗着

効率塗装機の採用、塗装ガン洗浄用シンナ

ーの回収、塗装乾燥炉の排ガス対策並びに

部品塗装における水性塗料、粉体塗料の採

用などを実施し、排出抑制に努めています。

塩素系洗浄剤

部品洗浄等でトリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン及びジクロロメタンを使用し

ていましたが、洗浄工法の変更や水系洗

浄剤等への転換により下図のとおり使用

の抑制に努めてきました。

これにより、'98年度末までに3物質と

も全廃しました。

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98（年度） 
0
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SOx

近年は、自動化設備の増強、作業場の環

境改善、製品の高性能・多機能化に伴う設

備の増加などによりエネルギーの使用量

が増加する要素があるため、設備計画段階

での省エネ化を図るとともに、半年毎に設

定する計画使用量に対して、実績を毎月フ

ォローしています。

■オゾン層保護

オゾン層破壊物質とされている特定フ

ロンのうち、ウレタン製品の発泡工程で使

用していたCFC 1）及び樹脂バンパー、熱

処理部品などの洗浄工程で使用していた

1.1.1-トリクロロエタンの２物質がありま

したが、'95年に全廃しました。

■大気汚染防止

SOx

ボイラー、工業炉など燃焼設備の燃料

は、1970年代より硫黄分の少ない灯油また

は都市ガスなどのクリーンなエネルギー

を使用することによりSOxの排出量を極め

て低いレベルに抑制しています。

1）CFC

Chlorofluorocarbon

クロロフルオロカーボン（フロン
ガス）

2）VOC

Volatile Organic Compound

揮発性有機化合物

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98（年度） 

'98年末 
全廃 

0

20

40
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80

100
ジクロロメタン 

80 83
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52
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テトラクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

塩素系洗浄剤使用量
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1）COD

Chemical Oxygen Demand

化学的酸素要求量

■水質汚濁防止

工場の水質汚濁源には塗装工程等の生

産過程で発生する工程排水と、食堂・トイ

レ等の生活排水があります。工程排水は

工程毎に汚濁負荷の状態が異なるため、そ

れぞれ適正な一次・二次処理を行った後、

総合排水処理装置にて活性炭ろ過などの

高度排水処理システムにより、排水の浄化

に努めています。

公共用水域への放流水の水質は、法規制

値等より厳しい自主管理基準により管理

しており、COD 1）など水質自動計測や錦

鯉・金魚等による放流水質の常時モニタリ

ングを行っております。また、非常用貯水

槽の設置など、緊急時の対応にも万全を期

しています。

'90
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COD

水使用の合理化

生産工程で使用する用水には、地下水、

工業用水、市水等がありますが、従来より

省資源の観点から、用水の多段使用や生産

工法変更による用水の節減、冷却水・温調

用水のクーリングタワーによる循環再利

用等、水使用の合理化に努めています。

また、浄化した工場排水は一部緑地散

水などに再利用しています。

富栄養化2）への対応

富栄養化の原因物質である窒素･リンを

削減するため、それらを含まない生産副資

材の採用や、脱窒素等の処理システムを組

み合せた排水処理装置を設けるなど、富栄

養化の防止に努めています。

総合排水処理施設

工場排水で育てた錦鯉を毎年小学校に寄贈しています。

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98

7510 7437 7464 7228

6047

4886 5186 5154
5421

（年度） 

千
　
／
年 

m3

0

4000

2000

6000

8000

公共用水域への排水量

2）富栄養化

湖沼、海湾の様な閉鎖水域に窒
素、リン等の栄養塩類が過剰供給
されることによりプランクトンの
異常な増殖を生じ、赤潮やアオコ
の発生などによる、漁業被害、水
の着臭など水質の悪化を招く。
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■騒音・振動防止

騒音・振動の主な発生源であるプレス、

コンプレッサー、各種ブロアーやエンジン

試運転場等については、工場周辺地域への

影響を少なくするため、低騒音・振動防止

機器の導入を図るとともに、これらの設備

の配置を工夫したり、建物の遮音および

生産設備の防音・防振対策を実施していま

す。

また、新規設備導入時には、敷地境界に

おける騒音・振動レベルのシミュレーショ

ン予測を行い、適切な対策を実施していま

す。

■臭気の低減等

臭気発生源として鋳造設備、塗装設備、

排水処理場及び廃棄物焼却設備などがあ

りますが、活性炭吸着、再燃焼（直接燃焼

式、触媒燃焼式）、薬液洗浄方式による脱

臭設備の設置など、臭気の性状に応じた処

理対策を実施しています。

■化学物質の管理

三菱自動車では'97･'98年度、岡崎（愛知

県）･川崎（神奈川県）の両工場が環境庁

PRTR 1）パイロット事業に参画すると共

に、経団連の自主的なPRTRトライアル事

業に全8工場が参画し、化学物質の使用･排

出･移動の把握並びに、調査精度の向上に

努めてきました。

埋
　
立 

土
壌 

廃
棄
物 

大
気 

（工場・事業場） 製品 
原料・副資材中に 
含有の化学物質 

1）PRTR

Pollutant Release and

Transfer Register

環境汚染物質排出移動登録

PRTRとは、事業者が対象とな
る化学物質毎に、工場や事業所か
ら、環境中への排出量や廃棄物の
移動量を自ら調査し、結果を行政
に報告、行政はそれを集計し有害
性情報と併せ公表する制度。

これらPRTR情報を基に、今後とも、化

学物質の取扱や使用抑制に関し、適正な運

営管理に努めていきます。現在、従来より

運用している新規化学物質の有害性事前

調査システムに加え、化学物質集計システ

ムの構築を進めています。

■ダイオキシン

廃棄物焼却炉の設備改善や燃焼管理の

徹底並びに焼却物管理（塩素を含む廃棄物

の分別処理や焼却物の減量）など、総合的

な対策によりダイオキシン類の発生抑制

に努めています。又、機械加工用切削油剤

の非塩素化などにも取り組んでいます。

■関連会社との連携

「三菱自動車グループ工場環境連絡会」

を主要関連会社5社との間で年2回開催し、

当社と同等レベルの取組を要請するとと

もに、情報交換を行っています。

又、これらの会社を含め、当社と取り引

き関係にある119社を対象に、年2回「三

菱自動車工場環境トピックス」を発行し、

国、産業界の動向及び当社の環境問題に関

する対応状況等について情報を提供して

います。
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当社、水島製作所のある倉敷市は、風光明媚な瀬戸内海国立公園に面し、美しい自

然にはぐくまれた歴史と文化の都市として発展してきました。現在、臨海部の水島地

区は日本有数のコンビナートとして、当社をはじめ多くの企業が立地する工場地帯に

なりましたが、その昔、当社の前身である三菱重工業（株）が、他社に先駆けて、この

地に進出する際、当社の社長、岩崎小彌太は周辺に青々と広がる水田を見て『美田を

つぶすな』と教え、現在の水島製作所の地に設立された経緯があります。

以来、当社は、その精神を守り継ぎ、地域社会から愛される企業として、自然環境の保

全に努めてまいりました。

岩崎小彌太

1879年生まれ、三菱4代社長。
事業を通じて国家社会に貢献す
ることを強い信条とした。

水島製作所に設置されている岩崎小彌太の教え

先人の垂訓に学ぶ
「美田をつぶすな地元の平和を乱すな」



物質 設備 単位 規制値 排出状況 

小型ボイラー ppm 120 42

NOx

ばいじん 

ボイラー ppm 100 59

乾燥炉 ppm 250 99

焼却炉 ppm 200 140

小型ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.1 0.09

SOx（燃料S分規制） wt % 1 0.003

単位 規制値 排出状況 

mg/I 10 3.2

mg/I 10 4.6

mg/I 10 1.2

mg/I 2 0.7

mg/I 15 4.8

mg/I 2 0.1

mg/I 0.5 0.01

mg/I 3 0.5

mg/I

物質 

BOD

COD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

マンガン 

全クロム 0.1 0.02

mg/I鉛 0.1 0.005

物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 64 59

NOx

ばいじん 

乾燥炉 ppm 25 22

焼却炉 ppm 74 69

ガスタービン ppm 39 34

ボイラー g/Nm3 0.2 0.002

乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.4 0.091

ガスタービン g/Nm3 0.04 0.001

SOx（燃料S分規制） wt % 0.05 0.003

単位 規制値 排出状況 

mg/I 20 5.4

mg/I 20 14

mg/I 5 1.5

mg/I 15 8.4

mg/I 2 0.63

mg/I 1 0.18

mg/I 2 0.1

mg/I 0.1 0.02

mg/I

物質 

BOD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

全クロム 

鉛 

マンガン 10 0.3
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名古屋製作所大江工場

大気

大気及び水質の主な指標に関する代表的な排出状況は次のとおりです。
注.規制値は法律、条例又は公害防止協定のうち最も厳しい数値を示す。又、排出状況は'98年度データで最大

値を示す。

COD：化学的酸素要求量

BOD：生物化学的酸素要求量

SS：水中の懸濁物質濃度

ND：検出限界以下

水質

名古屋製作所岡崎工場

大気 水質

各工場の環境データ

従業員：2382人

大江工場

従業員：1399人

岡崎工場
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物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 150 64NOx

ボイラー g/Nm3 0.1 0.004ばいじん 

単位 規制値 排出状況 

mg/I 20 1.4

mg/I 20 1.9

mg/I 20 1.3

mg/I 5 0.5

mg/I 8 2.9

mg/I 0.6 0.1

mg/I 1 0.001

mg/I 10 0.1

mg/I

物質 

BOD

COD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

mg/I 1 0.08亜鉛 

マンガン 

全クロム 0.1 0.01

京都製作所滋賀工場

水島製作所

大気 水質

物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 150 66

NOx

ばいじん 

乾燥炉 ppm 230 46

焼却炉 ppm 250 86

ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.1 0.058

SOx（燃料S分規制） wt % 0.5 0.089

単位 規制値 排出状況 

mg/I 20 10

mg/I 20 10

mg/I 20 3.3

mg/I 1 0.4

mg/I 60 5.6

mg/I 8 5.5

mg/I 3 0.02

mg/I 10 0.49

mg/I

物質 

BOD

COD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

mg/I 5 0.24亜鉛 

マンガン 

全クロム 0.5 ND

mg/I鉛 1 0.04

大気 水質

物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 150 49

NOx

ばいじん 

溶解炉 ppm 200 13

乾燥炉 ppm 230 45

焼却炉 ppm 250 59

ガスタービン ppm 70 40

ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

溶解炉 g/Nm3 0.1 0.002

乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.026

焼却炉 g/Nm3 0.5 0.055

SOx（燃料S分規制） wt % 0.5 0.022

単位 規制値 排出状況 

mg/I 20 3.8

mg/I 20 2.1

mg/I 70 2.6

mg/I 5 1.3

mg/I 60 0.3

mg/I 8 0.3

mg/I 3 0.05

mg/I 10 0.03

mg/I

物質 

BOD

COD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

mg/I 5 0.08亜鉛 

マンガン 

全クロム 2 0.02

京都製作所京都工場

大気 水質

従業員：2937人

京都工場

従業員：544人

滋賀工場

従業員：4262人

水島工場
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物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 150 97
NOx

加熱炉 ppm 200 81

加熱炉 g/Nm3 0.2 0.012

ボイラー g/Nm3 0.2 ND
ばいじん 

単位 規制値 排出状況 

mg/I 300 23

mg/I 300 10

mg/I 5 4.1

mg/I 150 7.3

mg/I 20 0.19

mg/I 3 0.1

mg/I 1 0.15

物質 

BOD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

mg/I 3 0.05亜鉛 

マンガン 

東京製作所丸子工場

大気 水質

放流先：下水道

物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 250 71NOx

ボイラー g/Nm3 0.3 NDばいじん 

単位 規制値 排出状況 

mg/I 300 10

mg/I 300 25

mg/I 5 3.4

mg/I 150 0.47

mg/I 20 0.1

mg/I 3 0.1

mg/I 1 0.1

物質 

BOD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

mg/I 3 0.05亜鉛 

マンガン 

東京製作所中津工場

大気 水質

放流先：下水道

大気 水質

東京製作所川崎工場

放流先：下水道

物質 設備 単位 規制値 排出状況 

ボイラー ppm 130 39

NOx

ばいじん 

暖房機 ppm 150 71

乾燥炉 ppm 250 18

ボイラー g/Nm3 0.05 0.006

暖房機 g/Nm3 0.05 ND

乾燥炉 

焼却炉 

g/Nm3 0.2 0.006

g/Nm3 0.4 0.17

単位 規制値 排出状況 

mg/I 300 79

mg/I 300 76

mg/I 5 4.7

mg/I 150 7.5

mg/I 20 2.7

mg/I 3 0.1

mg/I 1 0.37

物質 

BOD

SS

油分 

全窒素 

全リン 

銅 

mg/I 3 0.17亜鉛 

マンガン 

従業員：2720人

川崎工場

従業員：567人

丸子工場

従業員：39人

中津工場
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1）モーダルシフト

環境負荷低減、コスト低減他を
目的に、トラック中心の輸送から
鉄道や船に輸送方法を変えるこ
と｡

2）スチール製

リターナブルラック

日本でリターナブルラックに部
品を梱包し海外で荷卸し後、現地
で1/3～1/10程度にコンパクトに
折畳み日本へ回送する｡欧州向け
で15～20回程度使用可能である｡

■モーダルシフト1）の推進

トラック、船、鉄道輸送を組み合わせた

効率的な複合輸送を推進するため、主に陸

上輸送から海上輸送への切り替えを進め

ています。乗用車については、海上輸送

可能地域において既に95％以上の車が海

上輸送になっており、'00年までに全量切

り替える予定です。

トラックについても、海上輸送可能地域

への海上輸送推進と合わせ、小型トラック

の陸上輸送の場合は従来の自走式から、乗

用車と同様な積載車輸送への切り替えも

進めています。

鉄道輸送については、効率向上が図れる

一部地域で利用を開始しています。

■トレーラー等の輸送器材や輸送ルート

見直しによる輸送効率向上

法規制の緩和でトラクター上部への車

両積載が可能となり、積載効率が向上した

「亀の子トレーラー」や「フルトレーラー」

の導入促進を図り、積載台数の増加によ

る効率向上を進めています。

また、'95年には、千葉新港に物流基地と

して千葉オートスクエアを設置し、専用バ

ースの使用、新車整備工場の併設、立体自

動格納倉庫等により、大市場の関東地区販

社への配車拠点を集約化し輸送効率の向

上を図りました。

■他社との共同輸送の拡大

他社との共同輸送は、陸上輸送における

帰り便の相互利用を図るもので、対象地域

における'00年度の共同輸送比率目標を

輸送効率向上への
取り組み

千葉オートスクエア

配車センター内の自動立体格納倉庫

25％（対象地域）と設定し、順次拡大して

います。

海外の生産・販売関連会社へ生産用の部

品や補用備品を輸送する場合の梱包・包装

資材を削減するために、スチール製リター

ナブルラックの利用拡大、梱包仕様の簡素

化、ストレッチフィルム包装の採用、木材

梱包ケースのスチール化、などを推進して

います。

■スチール製リターナブルラック2）の推進

海外向けの梱包は、木材・合板にて製作

し、現地で廃却する従来の方式から、台数

が多い場合はスチール製リターナブルラ

ックへ、台数が少ない場合はリサイクル可

能なスチールケースへの転換を進めてい

ます。

北米（MMMA社）、オランダ（Ned Car社）、

イタリア（IPF社）向けには、生産開始当初

よりスチール製リターナブルラックを採

用しています。

海外向け補用部品梱包についても、欧州

（MMSE社）中近東（MMGF社）についてリ

ターナブルラックに転換しています。

リターナブルラックへの転換は省資源、

コスト低減に寄与することから、今後更に

利用拡大を図ります。

■木材梱包ケースの削減

上記のスチール化や簡易包装化の推進

により、'98年度の木材梱包ケースの使用

量は、'93年度比で78％の削減を達成しま

した。

三菱自動車では、生産・販売・サービス段階における輸送効率向上や梱包
資材の削減も、地球温暖化など環境負荷低減につながる重要な項目と認識
し、環境に配慮した物流システムの構築に積極的に取り組んでいます。

梱包･包装資材の削減へ
の取り組み
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処理をめざし、関連業界と協力し、CFC-12

の回収･破壊システムの構築に取り組んで

きました。当該システムは'98年10月に全国

展開を完了しています。

新冷媒のHFC-134aはオゾン層を破壊し

ませんが、温室効果ガスの一種であるため、

地球温暖化防止の観点から極力使用量の少

ない省冷媒タイプのカーエアコンを導入す

るとともに、販売会社においては、旧冷媒

と同様にHFC-134aについても回収・再使

用の推進に努めています。

6.販　売
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1）マニフェスト

廃棄物を排出する者が運搬・処
分を他社に委託する際に交付する
管理票のこと。管理票には、廃棄
物の種類や量、委託先等を記入。

2）廃棄物処理法

正式名称は、「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」で、厚生省
が管轄。'91年の改正で、一部の産
業廃棄物に限って管理票によるマ
ニフェスト制度が義務づけられま
した。その後、'97年6月の改正で、
排出事業者の責任意識の徹底を図
り、適正処理を推進するため、マ
ニフェスト制度の適用はすべての
産業廃棄物に拡大されました。

■カーエアコン用フロンCFC-12の回収・

破壊

CFC-12はオゾン層の破壊を引き起こす

物質であるため、三菱自動車では'94年1月

までに生産車のCFC-12の使用を全廃しま

した。それとともにCFC-12の回収・再生

装置を全販売会社に配備し、CFC-12の回

収・再利用に努めてきました。最近、新冷

媒HFC-134aを採用する車の普及により、

CFC-12の再利用先が少なくなり、多くの

余剰CFC-12が出てくるようになっていま

す。そのため、余剰CFC-12の確実な破壊

35

マニフェスト制度（使用済み自動車の例） 

販売会社 
整備事業者 
運輸事業者 

処分業者 
（シュレッダー事業者等） 

交付 

委託 

委託 

保管 保管 送付 

交付 

送付 

収集運搬事業者 
（解体事業者等） 

マニフェスト 

マニフェスト 

マニフェスト 

マニフェスト 

マニフェスト 

廃バンパーの回収・リサイクル、フロンCFC-12の回収・破壊、マニフェス
ト制度への対応、さらにはエアバッグ・インフレーターの処理等販売会社
の環境保全のための役割は年々ますます重要となっています。

■マニフェスト1）制度

排出した廃棄物の適正処理を事業者が

自ら確認するため、収集運搬・処分業者に

管理票（マニフェスト）を交付するマニフェ

スト制度の対象が、廃棄物処理法改正 2）

により'98年12月からすべての産業廃棄物

に拡大され、販売会社も対応が必要になり

ました。三菱自動車は、管理票制度導入に

際して販売会社に制度の説明を行い、廃部

品、廃油などの適正処理を一層徹底するよ

う取り進めています。使用済み自動車に

ついても、有価で取り引きされる自動車を

含む、すべての使用済み自動車に同様なマ

ニフェスト制度を導入し、適正処理を取り

進めています。

使用済み自動車の
適正処理

フロン回収作業

20kg

20kg 20kg 20kg 20kg 20kg

フロン 
7kg

高圧ガス 

【ユーザー】 【販売会社】 【運搬業者】 【フロンメーカー】 
回収の依頼 

回収の依頼 

CFC-12

空容器 

CFC-12

空容器 

専用車 

回収 収集運搬 破壊処理 

フロン回収・破壊システム
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エアバッグ・インフレーター

エアバッグのガス発生装置。こ
こに使用されているアジ化ナトリ
ウムは、未作動のまま廃車処理さ
れると環境に悪影響を与える恐れ
があります。

プラスチックのリサイクル

最も一般的なのは、マテリアル
リサイクルといって、原材料として
再利用する方法です。サーマルリ
サイクルは熱源として再利用する
ものをいいます。ケミカルリサイ
クルといって、分解して化学原料
にする方法もあります。

■エアバッグ処理

エアバッグは、'99年現在では、ほとんど

の乗用車に搭載されており、'05年以降には、

使用済み自動車の半数以上がエアバッグ装

着車になることが予想されています。

自動車工業会では、'96年に廃車処理工

程での安全性を確保するため、解体する前

にエアバッグを作動させてから廃車処理

するようマニュアルを作成し、整備業者・

中古車業者に配布しました。更に処理量

の増大と処理作業の安全性をより高める

ために取り外して回収・処理するシステ

ムの構築及び実証試験を部品工業会と共

同で準備しており、三菱自動車もそれに協

力しています。
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■バンパー回収・リサイクル

三菱自動車では、'97年5月より販売会社

で修理交換したポリプロピレン樹脂製廃

バンパーの回収・マテリアルリサイクル

に取組んでいます。従来、修理時に発生

した廃バンパーは、埋立処分されていまし

たが、回収・リサイクルの実施により、廃

棄物を低減すると共に、資源の有効活用に

貢献しています。回収したバンパーは、金

属ブラケットなどの異物を除去した後、樹

脂再生メーカーでペレットに加工され、部

品メーカーにて、自動車部品に再生されま

す。現在、再生材を使用し、乗用車のバッ

テリーカバー、トラックのホイールハウス

カバーなどを生産中です。これまで関東

地区、中部地区および近畿地区で廃バンパ

ーの回収（約4000本/月）に取り組み、'98年

度は約53,000本を回収しました。'99年秋

からは回収地域を全国展開するとともに、

部品への利用も拡大していく予定です。

更に、低コストな塗膜はく離法と組み合せ

て、再生ペレットをバンパーに戻すことも

検討中です。

トラック部品への利用例
ホイールハウスカバー

'97上 '97下 '98上 '98下 （年度） 

本 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

バンパー回収・リサイクル 

利用例 

販売会社 
及び 

主要修理 
工場 

（690ヶ所） 

回収委託 
業者 

樹脂再生 
業者 

樹脂部品 
メーカー 

バッテリー 
カバー 
ホイール 
ハウスカバー 
など 

適正な処理
事業者への
廃車の引渡
しと処理費用
の負担 

インフレータの
適正な解体処
理と次工程へ
の引渡し 

インフレータの
適正な解体処
理と次工程へ
の引渡し 

適正処理事
業者への処理
委託 

作動処理 

最終ユーザー 流通・整備事業者 解体事業者 処理施設 

作動処理 

集中処理 

回収～処理システム 
システム登録事業者 
委託処理事業者 
委託回収・搬送業者 

エアバッグ処理システムのフローと関係者の役割 

■再生部品の利用

エンジン、トランスミッション、パワー

ステアリング、バンパーなどは一部新品同

様に整備し販売しています。ユーザーニ

ーズへの対応、販売会社の廃棄物削減にも

つながりますので今後拡大を検討中です。

乗用車部品への利用例
バッテリーカバー

部品の回収・再生

（出典：日本自動車工業会広報資料）

バンパー回収量
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■政府が推進しているITSプ

ロジェクト

①ナビゲーションシステムの高
度化
②自動料金収受
③安全運転の支援
④交通管理の最適化
⑤道路管理の効率化
⑥公共交通の支援
⑦商用車の効率化
⑧歩行者の支援
⑨緊急車両の運行支援

■交通渋滞と燃費の関係

日本の自動車燃料消費量の11％が渋滞

により消費されていると言われています。

交通渋滞における平均車速を10km/h から

20km/hに向上すると実燃費が60%近くも

向上することが分かっています。

車の円滑な走行を支援し渋滞を解消す

るとCO2の削減に大きく寄与します。

■道路交通情報の提供について

三菱自動車は、'90年にITSの高度情報通

信の基礎となるカーナビゲーション装置

MMCSを開発し、発売しました。その後、

地図情報の充実、自車位置の精度向上を逐

次図り、'96年に一部の車種に道路交通情

報サービスを提供するVICSの搭載を開始。

更に、VICSの装着拡大を進め'98年型車シ

ャリオグランディス発売以降の新型車に採

用の新世代MMCSシステム（多重表示タイ

プ）では軽自動車を含めＶICSを100％装

着し、渋滞緩和に役立つ情報提供サービ

スの普及に努めています。

37

近年、道路渋滞等の様々な交通問題を解決する高度道路交通システム（ITS）
の実現のため様々な研究開発が進められています。その中で、“ナビゲーショ
ンシステムの高度化”による道路交通情報の提供、高速道路の“自動料金収
受”“安全運転の支援”および“商用車の効率化”が特に注目されています。
三菱自動車は、円滑な走行を安全に・快適に実現する新技術の開発を進め、
実用化と普及に努めています。

VICS情報表示
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平均車速と燃費
平均車速40km/h時の燃費を100としたときの各平均車速の燃費

（2000cc自動変速機付きガソリン乗用車の例）
出典：（財）日本自動車研究所資料より作成
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DoPa1） 

インターネット網 

NTT 
DoCoMo

1）DoPa

NTT DoCoMo社の登録商標で接
続時間や距離に関係なく通信デー
タ量に応じ使用料が課金されるパ
ケット通信です。
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■高速道路の渋滞解消について

高速道路の渋滞は全渋滞損失の7 ％を占

めると言われています。高速道路の料金

所の渋滞解消のため、全国の料金所にETC

（ノンストップ自動料金収受システム）の

インフラ導入が進められています。三菱自

動車は、'00年3月の本格稼動にあわせ、車

載器の設定を進めるとともに、'00年1月か

ら開始される千葉県内有料道路でのETC

試行運用に参画し導入に貢献します。

高速道路のトンネルやサグ（下りから上

りへ移行する区間）での速度低下による渋

滞は、車間距離警報や車間距離保持制御等

による走行支援の普及が有効です。三菱

自動車は、ディスタンスウォーニング

（車間距離警報装置）を早いうちから開発、

実用化するとともに、改良を進めています。

■物流・運行支援について

当社が開発する三菱ふそうトータルサ

ポートシステムは、商用車の効率化をリー

ドする最先端の物流・運行支援システム

です。車載されたコンピュータが車両の

稼動状況、GPSによる位置情報や車速・燃

費など各種の情報を自動的に収集し、パケ

ット通信対応の携帯電話とインターネット

を通じて、営業所の端末に表示、リアルタ

イムに車両の情報を提供します。車両・

輸送品質管理だけでなく最適ルート情報

提供・低燃費運転指示等の運行管理を支

援し、環境負荷の軽減に貢献します。

レーダー方式車間距離検出

'98年型車からは先行車との車間距離を

検出するレーザーレーダーにスキャン式

を新採用し、改良しました。さらに、車間

距離を一定に制御する車間距離保持機能

付きオートクルーズシステムを世界で初

めて乗用車に実用化し、'98年5月には大型

トラックにも同システムを採用、スーパー

グレートの各車種に展開しました。この

ように三菱自動車は、ITSの高度情報通信

技術とインフラ設備を積極的に活用し、環

境保全のためのシステムの実用化を進め

ています。

三菱ふそうトータルサポートシステム



8.環境コスト

1）差額計算

「複合的コスト」の総額から環
境負荷低減以外のコストを控除し
た額を集計すること。

2）各項目の主な内容

（1）製作所における環境対策設備、
廃棄物処理などに係るコスト。

（2）環境事務局部門、製作所の設
備・動力を管理する部門のう
ち環境保全関連部分、ISO14001
認証取得環境についての社員
教育などのコスト。

（3）廃部品の回収などのコスト。
（4）燃費向上、排出ガス低減、

騒音低減、リサイクル、ク
リーンエネルギー自動車など
の研究開発に係るコスト。

（5）環境保全に係る外部団体へ
の寄付金・会費、緑地管理
などのコスト。

3）分類については環境庁
のガイドラインを参考とし

ました。
減価償却費を含めております。

■環境会計の現状

環境会計は今のところその対象範囲や

効果の算定方法などについて財務会計の

ように統一された基準はありません。環

境コストについては'98年3月に環境庁のガ

イドライン（中間とりまとめ）が公表され

た例がありますが、その効果の算定につい

てはまとまった基準がないのが現状です。

効果に関しては今後その把握方法を検討

し、客観性のある算定基準を確立できたと

ころで公表していくこととしました。

■'98年度環境コストの集計

集計の対象としては、製作所における環

境対策設備及び廃棄物処理に係るコスト、

技術センターにおける研究開発に係るコ

ストを中心に、その他明らかに環境負荷

低減に係ると判定出来るコストを抽出し

ました。なお、環境コストの中で環境負

荷低減以外の目的も含む「複合的コスト」

については差額計算 1）を原則としました

が、差額計算で困難な部分では推計も含

まれております。

以下の集計表は'98年度における三菱自

動車（関連会社を除く単体ベース）の環境

負荷低減に係るコストの集計結果です。

今後はより環境会計の実効性を高める

ために取り組み体制を整備し、支出項目の

更なる精査と効果の適切な把握に努めて

いきます。

環境保全活動を効率的・継続的に取り組むためには、その支出額を正確
に把握し効果と対比評価する環境会計を作成していくことが重要です。環
境会計を導入することにより費用対効果の効率向上を図りつつ環境保全活
動に取り組みます。

分　　　　　類 3） 金額

（1）環境負荷低減に直接的に要したコスト（直接環境負担低減コスト） 4,068

① 公害防止コスト （2,661）

②地球環境保全コスト （148）

③産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理・リサイクルコスト （1,259）

（2）環境負荷低減に間接的に要したコスト（環境に係る管理的コスト） 1,254

（3）生産、販売した製品等の使用、廃棄に伴う環境負荷低減のためのコスト 71

（4）環境負荷低減の為の研究開発コスト（環境R＆Dコスト） 36,299

（5）環境負荷低減の為の社会的取り組みに関するコスト（環境関連社会的取り組みコスト） 273

（6）その他の環境保全に関連したコスト 48

合　　　　計 42,013

内
訳

環境保全コスト集計表 2）

1998年4月1日～1999年3月31日 （単位：百万円）

8.環境コスト

Environmental Report 1999

39



9.社会貢献活動

倉敷美観地区クリーン作戦

社団法人｢小さな親切｣運動岡山
県倉敷支部が主催する以下の地域
を清掃活動しています｡
・倉敷市中心部にある国の｢伝統
的建造物保存地区｣に指定され
ている｢美観地区｣から倉敷駅周
辺
・水島商店街周辺地域
・水島製作所周辺地域

社会を構成する企業市民として、地域や社会の環境保全活動に対しても
積極的に取り組んでいます。

水島地区の清掃風景

京都地区の清掃風景

■環境保全に対する寄付

環境保全のために活動している団体に

対する寄付を通じて社会貢献活動を行っ

ています。'98年度は、シンポジウム協賛3

件、緑化基金関連7件、公害予防4件などに

寄付を行っています。

■地域の清掃活動、緑化活動

各地区の実情に応じて、それぞれ独自の

方法で地域の清掃活動、緑化活動を行い、

環境保全に努めています。

■低公害車フェアーなどへの協力1）四国EVラリーフェスティ

バル'99

日本唯一の公道走行（総走行距
離300km）による電気自動車ラリー。
開催内容
・日時　8月21日～23日
・場所　徳島市および阿波町周辺
・参加台数　49台
・主催　四国の大学関係者を主体
とした「チャレンジ2000委員
会」

・協賛　通産局・各県・新聞社

項　　　　　目

会社周辺の一般道路の清掃を実施

倉敷美観地区クリーン作戦への参加

平間駅～川崎工場区間に空缶入れ
及び灰皿を設置

一般ゴミの分別回収
（空缶・ペットボトル等）

実施地区

各地区

水島地区

川崎・丸子
地区

各地区

低公害車フェアー等参加行事名 主　催 実施日 実施地域 当社出展台数

'98低公害車フェアー 環境庁 5/23～24 東　京

クリーンカーフェアー'98 千葉県 6/13～14 千　葉

低公害車普及展示会 通産省 6/24～25 兵　庫

エコ・エナジーOSAKA 大阪府 8/28～29 大　阪

天然ガス自動車ショー 日本ガス協会 9/16～18 東　京

千葉市低公害車フェアー 千葉県環境局 10/4 千　葉

低公害車フェアー名古屋 名古屋市、他 10/17～18 名古屋

浦和市ハーフマラソン先導車 埼玉県 11/22 埼　玉

8

1

3

2

4

1

1

1

低公害車の普及を目的に各地で開催さ

れたフェアーや展示会などに各種の低公

害車を出展協力しました。

■四国EVラリーフェスティバル 1）'99への

参加

電気自動車ラリーに参加し、電気自動車

の普及・PRにも協力しています。

四国EVラリーでは、3部門で優勝するな

ど当社の技術が評価されました。

9.社会貢献活動
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■階層別社員教育

環境を保護・維持していくことの大切さ

を訴え、活動参画への意識づけを図る内容

で毎年実施しています。

またこれ以外にも各部門によるOJT（日

常業務に基いた訓練）により啓発教育を随

時実施しています。

■環境関連公的資格の種類別有資格者

■啓発

環境に関するパンフレット等による社員

への啓発活動を行っています｡各地区ニュ

ースに環境関係記事の掲載､及び社内イン

トラネットを活用し情報提供を行っていま

す。また､工場環境に関する情報提供を目

的とした｢工場環境トピックス｣等を作成

し､社内及び関連会社に配布しています。

10.教育・啓発
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資源の有効活用､環境負荷物質の排出低減を促進するために、社員一人
ひとりの自覚による活動に取り組んでいます。

対象者 頻度（回/年） 参加人数（人）

新入社員 1 611

中堅社員 1 56

新任主任 1 129

新任主席 2 229

新任部長 1 39

新任副作業長
作業長
安全衛生主事

2～4 186

全社有資格者数（人）

公害防止管理者

177

エネルギー管理者

44

項　目 内　容

啓発活動
1.全社員を対象に環境月間の内容を
各地区社内新聞に掲載
2.ポスター、立て看板などの掲示

実践活動
1.環境設備の点検パトロール
2.廃棄物の処理処分委託業者の調査

その他
1.構内樹木の点検整備
2.講演会への参加

■環境月間1）の活動内容（'98年度）

紙使用量の削減 ●再生紙、裏紙の利用促進
再生紙の使用量418.7t/年

●コピー枚数の削減

資源の再利用 ●不要書類を回収し再生紙の
原料としてリサイクル
リサイクル量797.5t/年

■省資源活動の啓発

全社的な資源の有効活用を啓発する活

動のひとつとして、OA化などにより、ペ

ーパーレス運動を推進し、総紙使用量の

削減を図ると共に、再生紙の使用範囲拡大、

裏紙の利用推進を実施しています。

1）環境月間

環境庁の主唱により、平成3年
度から6月の一カ月間を「環境月
間」として、全国で様々な行事が
行われています。



11.主要事業所・関連会社

■事業所 

　乗用車技術センター 

　十勝研究所 

　多摩デザインセンター 

　トラックバス技術センター 

　喜連川研究所 

　名古屋製作所 

　　大江工場 

　　岡崎工場 

　京都製作所 

　　京都工場 

　　滋賀工場 

　水島製作所 

　東京製作所 

　　川崎工場 

　　丸子工場 

　　中津工場 

■主要関連会社 

　三菱自動車エンジニアリング株式会社 

　株式会社エムエムコンピューターリサーチ 

　三菱自動車テクノメタル株式会社 

　菱和金属工業株式会社 

　三菱自動車バス製造株式会社 

　株式会社パブコ 

　パジェロ製造株式会社 

　三菱自動車教育センター株式会社 

　三菱自動車テクノサービス株式会社 

　三菱オートクレジット・リース株式会社 

　三菱自動車ロジスティクス株式会社 

　Mitsubishi Motor Manufacturing 
　of America, Inc. （MMMA） 

　Mitsubishi Motor Sales of America, Inc.（MMSA） 

　Mitsubishi Fuso Truck of America, Inc.（MFTA） 

　Mitsubishi Motors America, Inc. （MMA） 

　Netherlands Car B. V. （NedCar） 

　Mitsubishi Motors Europe B. V.（MME） 

　Mitsubishi Motor Sales Europe B. V. （MMSE） 

住　　所 

〒444-8501　愛知県岡崎市橋目町字中新切1

〒080-0271　北海道河東郡音更町9-3

〒206-0035　東京都多摩市唐木田1-16-1

〒211-8522　神奈川県川崎市中原区大倉町10

〒329-1411　栃木県塩谷郡喜連川町大字鷲宿4300

 

〒455-8501　愛知県名古屋市港区大江町2

〒444-8501　愛知県岡崎市橋目町字中新切1

 

〒616-8501　京都府京都市右京区太秦巽町1

〒520-3212　滋賀県甲賀郡甲西町小砂町2-1

〒712-8501　岡山県倉敷市水島海岸通1-1

 

〒211-8522　神奈川県川崎市中原区大倉町10

〒146-0092　東京都大田区下丸子4-21-1

〒243-0303　神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4001

所在地 

東京都大田区 

愛知県岡崎市 

福島県二本松市 

愛知県知立市 

富山県婦負郡 

神奈川県海老名市 

岐阜県加茂郡 

愛知県岡崎市 

東京都品川区 

東京都港区 

東京都大田区 

イリノイ州 

カリフォルニア州 

ニュージャージー州 

ミシガン州 

オランダ 

オランダ 

オランダ 

　Mitsubishi Motors Philippines Corp.（MMPC） フィリピン 

　MMC Sittipol Co. Ltd. （MSC） タイ 

　Mitsubishi Motors Australia Ltd. （MMAL） オーストラリア 

事業内容 

設計･製図･実験等エンジニアリング 

コンピューターによる開発関係業務 

鋳･鍛造品製造･機械加工 

板金部品（ドア･フード等）製造 

バスボデー架装 

荷台･バンボデー等トラック架装 

パジェロ組立、金型･板金部品の製造 

自動車整備士学校､国内･外整備技術研修 

乗用車新車整備､ディーゼルエンジン再生 

販売金融、レンタカー、リース 

国内･輸出向完成車輸送元請業務 

自動車製造 

自動車輸入･販売及び関連事業 

自動車輸入･販売 

自動車関連情報収集など 

自動車製造 

欧州子会社統括 

車両･部品のマーケティングなど 

自動車輸入･組立･販売 

出資比率 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66%

100%

100%

43%

75%

97.12%

97.20%

100%

100%

35%

100%

MME82%

51%

自動車製造･輸入･販売 46.23%

自動車製造･輸入･販売 60%

1（0564）31-3100

　本社 〒108-8410　東京都港区芝五丁目33-8 1（03）3456-1111（大代表） 

1（0155）32-7111

1（0423）89-7307

1（0423）89-7307

1（044）588-1111（大代表） 

 

1（052）611-9100（総務部総務担当） 

1（0564）31-3100（総務部岡崎総務担当） 

1（075）864-8000（代表） 

1（0748）75-3131（代表） 

1（086）444-4114

1（044）587-2000

1（03）3757-7300

1（0462）86-8111

電話番号 

資本金 

450百万円 

30百万円 

1,940百万円 

150百万円 

900百万円 

600百万円 

610百万円 

750百万円 

400百万円 

960百万円 

300百万円 

17.94百万ドル 

50百万ドル 

10百万ドル 

5.7百万ドル 

551百万ギルダー 

117百万ギルダー 

3.5百万ギルダー 

1,210百万ペソ 

834百万バーツ 

74百万豪ドル 
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用語

A/T Automatic Transmission 自動変速機

ACE Project Advanced Clean Energy Vehicle Project 高効率クリーンエネルギー

自動車の研究開発

BOD Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量

CARB California Air Resources Board カリフォルニア州大気資源局

CFC Chlorofluorocarbon クロロフルオロカーボン（フロンガス）

CGT Ceramic Gas Turbine セラミックガスタービン

CH4 Methane メタン

CNG Compressed Natural Gas 圧縮天然ガス

CO Carbon Monoxide 一酸化炭素

CO2 Carbon Dioxide 二酸化炭素

COD Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量

dB Decibel デシベル（音の強さの単位）

DPF Diesel Particulate Filter ディーゼル排出粒子捕集装置

EGR Exhaust Gas Recirculation 排気再循環（システム）

ETC Electronic Toll Collection ノンストップ自動料金収受システム

EV Electric Vehicle 電気自動車

GDI Gasoline Direct Injection 三菱ガソリン直噴（エンジン）

GDI-ASG GDI-Automatic Stop and Go アイドルストップシステム

GDI-CVT GDI-Continuous Variable Transmission GDI-CVT統合制御

GDI-HEV GDI-Hybrid Electric Vehicle ハイブリッドシステム

GDI-GPT GDI-Green Power Turbo 高レスポンス・低燃費GDIターボ

GPS Global Positioning System 全地球測位システム

HC Hydrocarbon 炭化水素

HCl Hydrogen Chloride 塩化水素

HFC Hydrofluorocarbon 代替フロン

INOMAT Interigent and Innovative Mechanical 電子空圧制御とファジィ制御採用による
Automatic Transmission 機械式自動変速機

IPF Industrie Pininfarina S.P.A. イタリア・ピニンファリーナ社
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用語

ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構

ITS Intelligent Transport Systems 高度道路交通システム

LPG Liquid Petroleum Gas 液化石油ガス

M/T Manual Transmission 手動変速機

MBECS Motor Vehicle Brake Energy Conservation System 制動エネルギー回生システム

MMCS Mitsubishi Multicommunication Systems 三菱マルチコミュニケーションシステム

MVV Mitsubishi Vertical Vortex 三菱バーチカルボルテックス
（バーチカルボルテックスは｢縦渦｣の意味）

ND Not Detected 未検出

NOX Nitrogen Oxide 窒素酸化物

O2 Oxygen 酸素

OJT On The Job Training 職場内訓練

PET Polyethylene Terephthalate ポリエチレンテレフタレート

PNGV Partnership for a New Generation Vehicles 官民共同次世代自動車開発計画

PRTR Pollutant Release and Transfer Register 環境汚染物質排出移動登録

SO2 Sulfur Dioxide 二酸化硫黄

SOX Sulfur Oxide 硫黄酸化物

SS Suspended Solid 水中の懸濁物質濃度

TEO Thermoplastic Elastomers Polyolefinic オレフィン系熱可塑性エラストマー

VDA Verband der Automobilindustrie ドイツ自動車工業会

VICS Vehicle Information and Communication Systems 道路交通情報通信システム

VOC Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物



三菱自動車工業株式会社
東京都港区芝五丁目33番8号　〒108-8410
お問い合わせ先：環境部
TEL.03-5232-7641
発行　1999年9月
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ECO/

ead-9902

（この印刷物は環境保護のために再生紙を使用しています。）
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