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本報告書は、三菱自動車の環境保全活動をより多くの方々にご理解いただく

ために、昨年から作成・公表しており、今回が2回目の発行となります。今回発

表の対象期間は'99年度（'99年4月1日～'00年3月31日）で国内における環境保全

活動を中心に記述しています。当社の環境への取り組みをより解かり易くする

ために、できるだけ定量的なデータを多用するように心掛けました。

これからも毎年発行し、環境情報を積極的に公開して、地域や社会との相互

理解に努めて参ります。

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 

授権株式数…… 2,814,160,000株（'00.3.31現在） 
発行済株数…… 970,307,624株（'00.3.31現在） 

　株　主　数…… 38,614名（'00.3.31現在） 
 

●資本金 

150,730,455,926円（'00.3.31現在） 
 

●従業員数 

25,846名（'00.3.31現在） 
 

●売上高 

2,106,522百万円（'99年度） 
 

●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。 
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ごあいさつ

21世紀も間近となった今日、環境問題への関心は全世界

で高まっており、環境保全は人類共通の最大テーマといっ

ても過言ではありません。20世紀に始まった大量生産、大

量消費、大量廃棄の「一方向型経済社会」は、21世紀を前に、

持続可能な「循環型経済社会」に転換する必要に迫られてい

ます。

これらの状況に対応し、三菱自動車は「いいもの ながく」

を企業ポリシーとして、地球環境の保全に取り組んでいま

す。つまり、車の開発・生産・販売・サービスなど全ての企

業活動が環境に与える影響をより小さくすること、皆様に

提供する車の環境負荷をより小さくし、使用後はできるだ

け資源として再利用できること、そしてこのような当社の

取り組みを皆様によく理解していただけるよう、充分な情

報公開を行うこと等に力を入れております。

私たちが'96年から「GDI」の名称で送り出しているガソ

リン直噴エンジンは、低燃費であり、CO2排出量が少ないこ

とから、地球温暖化防止への貢献度が高く評価されていま

す。また、トラック・バスの直噴ディーゼルエンジンについ

ては、従来からの燃費の良さを更に向上する一方、大都市
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■「環境の21世紀」に向けて

■2000年版環境報告書の発行にあたって

域における排出ガス、PMの問題についても真摯に受け止め、

積極的に技術開発に取り組んでいます。

生産においては、全ての製作所でISO 14001環境マネジメ

ントシステムにより、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。

このような当社の環境保全に対する取り組みは、冊子や

インターネットを通して、タイムリーに皆様にご紹介してい

くよう心がけてまいります。

今後も全社一丸となって、自主的な環境保全活動を推進

し、美しい地球を子孫に残すために、自動車事業を通じ、微

力ではありますが貢献していきたいと存じます。

代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）

今日、地球環境保全は社会および企業にとって最も重要

な課題であり、常に将来を見る目と、諸情勢に迅速に対応す

る姿勢が私たちに要求されます。

三菱自動車は、本年4月のトラック･バス部門の社内分社

化に伴い、環境会議組織も見直し、トラック･バス部会を新

設して4部会制とし、更に活動の充実を図っています。

私たちは車づくりの基本思想を「エコロジーコンシャス、

スマートデザイン」として環境への配慮を大きな柱と位置

づけ、GDIシグマシリーズをはじめ、燃料電池自動車、電気

自動車、CNG車、ハイブリッド車、などのクリーンエネルギ

ー車の開発を行う一方、自動車のリサイクルの推進、鉛等の

環境負荷物質の低減に取り組んでいます。

生産活動では、昨年12月に東京製作所においてISO 14001

を取得し、これで国内全製作所の認証取得が完了しました。

海外においても昨年9月にオランダのNedCarで取得しまし

た。今後も国内外の関連会社において認証取得の拡大を図

ります。廃棄物の最終処分量については、'00年目標を'98年

に前倒し達成し、現在、ゼロ化を目指した取り組みを進めて

います。

さらに、グリーン調達、グリーン購入等を通して、関連会

社、お取引先等とも協力し合って、積極的に環境保全活動に

取り組んでまいります。

これらの当社の活動状況を多くの皆様にご理解頂きたく、

ここに2000年版環境報告書を発行致します。皆様からの忌

憚のないご意見を頂き、今後さらに充実した活動を継続し

ていきたいと存じます。

環境担当役員
上級執行役員（SEO）
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三菱自動車環境指針
ションワード「Heart-Beat Motors,

Mitsubishi Motors」を宣言し

・Earth Technology－環境に配慮し、地

球を思い切り楽しむ技術

・Industrial Beauty－本物が持つ魅力、

完成美

・Next Frontier－次代を切りひらく創造

力

を全ての商品・サービス・企業活動に一

貫して反映される中心的価値（コアバリ

ュー）として制定いたしました。このな

かのEarth Technologyでは、地球環境に

配慮する環境保全を最重要課題として

位置付けています。

三菱自動車は、環境指針に基づき3R

（リデュース、リユース、リサイクル）

の推進など循環型経済社会の構築へ向

け環境保全活動を行っています。

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｢いい
もの ながく｣を制定しました。こ
れは、たえまない革新に努めて、
お客様に受け入れられる優れた品
質の独創的なクルマ・サービスを
すみやかに提供することにより、顧
客満足度の向上を図り、お客様と
ながい信頼関係を築くことです。

1.環境マネジメント

三菱自動車では、自動車のライフサイクル全ての段階で環境保全活動を積極
的に推進するため、環境マネジメント体制の充実を図っています。

三菱自動車は、グループとしての環境

保全への取り組み方針をより明確化す

るため、'93年に策定した｢三菱自動車環

境プラン｣のなかで公表した｢環境に対

する基本理念｣に替え、'99年8月｢三菱自

動車環境指針｣を制定しました。

この指針は、'98年に設定された企業

ポリシー1）｢いいもの ながく｣の精神を

反映し、循環型経済社会の構築など新た

な環境側面への対応を十分カバーする

内容としました。

環境指針の｢基本指針｣では、環境保全

が最重要課題の一つと認識し、総力を上

げ継続的に環境保全に取り組むこと、「行

動基準」では、より具体的な施策を提示

しています。

また、本年より、新しいコミュニケー

三菱自動車環境指針
基本指針

地球環境の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
（1）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。

（2）社会を構成する良き企業市民として、積極的に地域や社会の環境保全
活動に取り組みます。

行動基準

（1）製品のライフサイクル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の低減に努める。

（2）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。
（3）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。
（4）国内外の関連会社や取引先などと協力し、環境保全に取り組む。
（5）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。
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三菱自動車は、全社的に環境保全活動

を推進するために、社長を議長とする

「環境会議」を'93年から設置しています。

環境会議の機能は、社の環境に関する

基本方針を決め、それに基づき推進計画

の審議・策定、実施状況の評価を行い、計

画の推進および是正処置を各部会に要請

することです。

環境会議は商品部会、生産部会、リサイ

クル部会、一般部会で構成されていまし

たが、'99年に組識の簡素化と実務面の強

化を目的に、リサイクル部会と一般部会

を統合しました。これにより、リサイク

ル部会は環境に関する情報公開やクリー

ンエネルギー車の拡販など環境一般に関

する事項も担当することになりました。

また、リサイクル部会傘下にマーケット

および情報公開WGを設置しました。

組識と取り組みの充実

名古屋分科会 

京都分科会 

水島分科会 

リサイクル性向上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：上級執行役員 
　　　鈴木　弘敏 

（事務局：環境技術部） 

生産部会 
 

部会長： 上級執行役員 
  加藤　勝人 

商品分科会 

生産分科会 

リサイクル分科会 

トラック・バス部会 
 

部会長： 三菱ふそうトラック・ 
バスカンパニー社長 
 村田　有造 

商品部会 
 

部会長： 副社長 
 上級執行役員 
  清田　雄彦 

リサイクル部会 
 

部会長： 上級執行役員 
  鈴木　弘敏 
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更に'00年4月にトラック・バス部門の社

内分社化に伴い、トラック・バス部門の環

境保全活動を統括的に推進するため、ト

ラック・バス部会を追加し4部会制としま

した。

また、'00年6月にリサイクル部会傘下

の解体技術ＷＧをリサイクル性向上ＷＧ

と改め、更なるリサイクル性向上に取り

組むことといたしました。

各部会の取り組みは、次ページのリス

ト表示の通りですが、広範囲な課題に対

して積極的な活動を推進しています。

環境専任組識としては、'99年5月に環

境部を設置し、環境保全活動の一層の促

進を図ってきました。'00年4月には名称

を環境技術部と改め、人員を更に補強し

て取り組みの充実を図っています。この

環境技術部は全社的な環境保全活動の方

向付けおよび環境会議、関連部会の事務

局などを担当しています。

環境会議組織図
（'00.7）
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商品部会 ●燃費向上 
●排出ガス低減 
●騒音低減 
●クリーンエネルギー自動車の開発 
●交通流円滑化 

●工場環境の保全 
●産業廃棄物の低減 
●省エネルギー対策 
●物流の合理化 
●生産工程の改善 
●ＰＲＴＲ制度への対応 
●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 
●環境負荷物質低減 
●新型車へのリサイクル材の適用拡大 
●環境マネジメントシステムの充実 
●環境関連の情報公開 
●販社環境マネジメントの取り組み 
●再生部品活用要請への対応検討 
●グリーン調達 
●クリーンエネルギー車の拡販 

リサイクル部会 

●商品関連 
   燃費向上、排出ガス低減、騒音低減など 
●生産関連 
   工場環境の保全、産業廃棄物の低減、 
　省エネルギー対策など 
●リサイクル関連 
   新型車のリサイクル性向上、環境負荷物質 
　の低減など 

トラック・バス部会 

環境会議の取り組み
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三菱自動車では、環境保全の取り組み

の透明性、信頼性確保のために、環境マ

ネジメントの国際規格であるISO14001の

認証取得を積極的に進めています。

国内製作所では、'99年12月の東京製作

所での取得により、全製作所での取得が

完了しました。

国内主要関連会社・海外主要関連会社

においても、'01年中の取得完了を目指し

ています。

ISO140011）への取り組み

工場の生産活動においては、安全操業

と環境負荷低減のために、適正な運転基

準・作業標準を定めて、安定した操業の維

持管理に努めています。地震などの天災

や日常の作業の中で予想される事態を想

定し、最善の方法で対処できるように、

「緊急時の対応方法」を定めて定期的に対

応訓練を実施しています。

国　内

名古屋製作所

水　島製作所

京　都製作所

東　京製作所

'98／11

'98／12

'98／12

'99／12

海外関連会社

NedCar（オランダ） '99／9

国内関連会社

パジェロ製造(株)

三菱自動車エンジニアリング（株）

（株）パブコ

'99／7

'00／2

'00／6

環境監査

三菱自動車では、環境マネジメントシ

ステムが有効に機能していることを確認

するため、製作所毎に、年２回、内部環境

監査を実施しています。

内部環境監査を行う監査員は、内部監

査員資格認定制度により社内外の教育を

受け認定されたメンバーで構成していま

す。

内部環境監査では、チェックシート（600

～700項目）により確認し、指摘した事項

に関しては、最高責任者に報告するとと

もに、確実な是正処置を実施しています。

また、被監査部門の環境に対する取り

組みで特に優れている点は、全部門に展

開するしくみとなっています。

緊急時対応

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

最高責任者 
所長 

環境管理責任者 
副所長 

ISO事務局 

被監査部門 

監査 
チーム 

監査 
チーム 

監査 
チーム 

監査 
チーム 

監査 
チーム 

××部 ※※部 ☆☆部 △△部 ○○部 

●監査計画作成 
●監査ポイントの指示 

●監査結果取りまとめ 
●展開事例の公開 

結果の報告 監査の指示 

結果の報告 監査の指示 

是正処置の 
確認 

監査の実施 

結果の報告 監査の指示 

三菱自動車　各製作所での内部環境監査のしくみ
※監査チームは3～4名/チームで構成

ISO14001認証取得状況



■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、環境保全活動への参画を意識

づけるため、各階層別社員教育1）を毎年

実施しています。

この他、各部門において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。また、三菱自動車は環境

部門スタッフによる販売会社の中堅社員

セールススタッフおよびサービススタッ

フへの環境教育も継続的に実施していま

す。

■環境関連公的資格の種類別有資格者

■環境月間の活動内容（'99年度）

環境保全活動を確実に実行し、緊急時に的確に対処できる体制を全社的に
隅々まで行き渡らせるには、社員ひとりひとりが事業活動と環境の関わりを
理解することが重要と考え、環境教育を継続的に実施しています。

1.環境マネジメント
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教育／啓発

■啓発

環境に関するパンフレット等により社

員への啓発活動を行っています｡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。年　　　　度 '98年度 '99年度

参加人数（人） 1250 1317

公害防止管理者 エネルギー管理者

全社有資格者数（人） 178 46

項　目 内　　容

啓発
活動

1.環境指針の周知徹底
（カードを全社員に配布、ポスター掲示）

2.当社の環境取り組みの周知
（環境報告リーフレットを全部署に配布）

3.環境関連の情報提供
（各地区社内報に環境関係記事の掲載/
社内イントラネットを活用し環境関係情報
の提供

4. ｢工場環境トピックス｣を発行し社内及び
関連会社に配布

項　目 内　　容

啓発活動

実践活動

そ の 他

1.社内報に環境月間の関連記事を掲載

2.環境関連啓発ポスター、立て看板などの
掲示

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

1.構内樹木の点検整備

2.講演会への参加

1）各階層別社員教育

対象者

新入社員

中堅社員

新任主任・係長

新任主席・課長

新任部長

新任副作業長

作　業　長

安全衛生主事

頻度（回／年）

1

1

1

2

1

2～４

環境関連の情報提供
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2-1.目標と実績
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

野で具体的な目標を策定し、確実な達成に努めています。

2）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。

3）リサイクル実効率

関係業界全体として達成するリ
サイクル率。自工会では'15年以
降95％としている。

4）省冷媒型エアコン

従来型比で冷媒の使用量を20％
削減。

2.環境負荷低減への取り組み

■環境目標と'99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 
 
　－ＧＤＩエンジンの展開拡大 
  
　 
　－ＧＤＩシグマシリーズの開発推進 
 
　－駆動系損失低減、空気抵抗軽減、軽量化 

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 2）90％以上 

◇ リサイクル実効率3）向上に寄与するリサイクル
設計の車両への反映 

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4）の採用拡大 

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 
◇ 最終処分量ゼロ化を'01年度末に全製作所で
達成 

工場の省エネルギー 
● '00年度CO2総排出量を'90年度レベルに安
定化 

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 
● '99年度トラック系1製作所 

 

● GDIエンジン搭載車の全類別の85
％が国内'10年基準値を達成 1） 
－1.1R、2.0R、2.5R、4.5RのGDIエ
ンジンを新たに開発し、新型車に
採用 

－アイドルストップシステム搭載のピ
スタチオを発売 
－ＣＶＴの実用化開発を推進 

 
● '99年度発売の新型車4車種が平
成12年規制に先取り対応 

 
●GDI-HEVの試作、評価・改良を実施 
● 車載レイアウト設計、要素試験を
実施 

●新規格軽ベースのCNG車、及び
CNGノーステップバスを発売 

 
● 2車種でリサイクル可能率90％以
上を達成 

 

 
● 2車種で'00年目標を達成 
● 6車種で'05年目標を達成 

 
● '99年度発売の新型車5車種に採用 

 
● '90年比88％低減を達成 

 
● '90年度比10％低減を達成 

 
●前年比18％低減を達成 
●前年比9％低減を達成 

 
●トラック系1製作所で認証を取得 
　（国内全製作所で認証を取得） 

 
 
 
○ 
 

 
○ 

 
 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

環境目標 '99年度実績 進捗 
状況 

1）国内'10年燃費基準値達

成

'99年度末時点でGDIエンジン搭
載車131類別中111類別が適合。

環境目標の◇は、新たに設定した目標
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ASG、GDI-CVT、GDIターボや直噴ディー

ゼルエンジンの投入、排ガス規制の一部

先取り対応、鉛使用の削減やリサイクル

材の利用拡大などに取り組んできまし

た。

トラック・バスにおいても、平成10･11

年度排出ガス規制（長期排出ガス規制）

に適合しつつ、高出力・低燃費を実現さ

せた新型ディーゼルエンジンの投入、車

外騒音の更なる低減、クリーンエネルギー

車の開発などを進めてきました。

今後も三菱自動車の技術力を環境関連

技術の研究開発に重点的に投入し、商品

の環境対応を進めていきます。

2-2.研究開発

2）GDIシグマシリーズ

GDIシグマシリーズおよびGDI-
ASGはP11参照。
GDI-CVTはGDIとCVT（無段変
速機）を統合制御することにより
従来A/T車に比べ10%の低燃費を
実現しています。'00年5月発売の
ランサーセディアに採用しました。

GDIターボは、GDIエンジンの優
れた特性である抗ノック性を活か
し、これまでのターボとは異なる
高レスポンス、低燃費を実現した
エンジンです。'00年7月にパジェ
ロイオへ採用し、平成12年排ガス
規制をクリアするとともに、ター
ボ車としては初めて平成22年燃費
基準も達成しています。

三菱自動車は、クルマづくりの基本思

想をエコロジーコンシャス、スマートデ

ザインとし、環境への配慮を大きな柱と

位置づけて研究開発に取り組んでいま

す。

環境マネジメントとしては、低燃費、

排出ガス、騒音、リサイクルなど分野毎の

目標を定め技術開発を進めるとともに、

環境会議で定期的に方針を審議し、目標

達成状況をフォローしながら商品開発を

進めています。

乗用車においては、GDIエンジン1）の展

開拡大、GDIシグマシリーズ2）のGDI-

研究開発における環境へ
の取り組み

地球温暖化、大気汚染、酸性雨、騒音、廃棄物、資源枯渇。
現代社会に欠かすことのできない自動車は、さまざまな環境問題にも影

響を与えています。環境との調和を図った製品づくりのため、一歩ずつ確
実な努力を続けていきます。

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。
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GDIエンジンを市場に送り出し、生産累

計も'00年2月に70万台に達しています。

■GDIシグマシリーズ

GDIシグマシリーズは、GDIエンジンの

優れた特性1）を活かし、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

わせることで、大幅な低燃費化を実現す

る技術です。'99年3月に公表した計画に

従い、'99年度には第一弾としてGDI-ASG

を実用化しています。

■GDI-ASG 2）

1.1RGDIエンジンにアイドルストップ機

構を統合したGDI-ASGを開発。このシス

テムにより30km/R（10・15モード燃費値）

の低燃費を実現したピスタチオを'99年12

月に発売しました。

今回はM/T車への設定で、先駆的に環

境保全に取り組んでいる自治体や公益企

業など法人向けとして50台の限定販売と

しましたが、引き続き、A/TやCVTなどの

オートマチック車の開発も進めています。

1）GDIエンジンの特性

燃料（ガソリン）を直接シリン
ダ内に噴射するGDIエンジンは低
燃費性に加え、始動性、応答性、
トルク制御の自由度、抗ノック性
などの優れた特性を有していま
す。

地球温暖化防止

地球温暖化防止のためには車の燃費を

向上し、温室効果ガスであるCO2排出量

を削減する必要があります。当社では、

GDIエンジンを始めとする低燃費エンジ

ンの採用拡大、駆動系の損失低減や軽量

化、空気抵抗の低減などにより継続的な

燃費向上に取り組んでいます。また、温

室効果ガスであるエアコン用冷媒の使用

量軽減にも取り組んでいます。

国内'10年燃費基準値に対しては、GDI

エンジン搭載車では、既に85％（131類

別中111類別）がこれを達成。全ガソリ

ン車においても51％と半数以上の類別で

基準値を達成しています。

■GDIエンジン

'99年度は、1.1R、2.0R、2.5R、4.5Rの

GDIエンジンを新たに開発し、新型車に

採用しました。'96年に世界で初めて量産

を開始して以来、'00年3月までに9機種の

'99年度の主な取り組み
状況

ピスタチオ

車両重量区分別平均燃費の推移
（ガソリン乗用車）

GDIシグマシリーズGDIエンジン投入 

区分1

区分2

区分3

'00年度目標 

'99

19.0 
（区分1） 

▼
 

13.0 
（区分2） 

▼
 

9.1 
（区分3） 

▼
 

（年度） 

（km/R） 

'98'97'96'95'94
5

10

15

～875kg

1,000～1,500kg

1,750kg～ 

20

18.0 18.0

13.1 13.2
13.9

14.2 14.3

10.3

8.3 8.3

9.9
10.7

18.0 18.1 18.0
18.4 18.9

12.3

8.2

10
・
15
モ
ー
ド
燃
費 

2）GDI-ASG

10･15モード燃費の中でアイド
リングによって消費される燃料
は、通常型エンジンで15%、GDI
でも10%になり、エンジンを停止
させることによる燃料消費の削減
効果は非常に大きくなります。し
かし、通常型エンジンでは、停止
から起動までに遅れがあるため違
和感があり、解消すべき多くの課
題がありました。
GDI-ASGは、GDIエンジンの持

つ始動性の良さと緻密な制御によ
りアイドルストップを違和感なく
実現しました。

▽ 
▽ 

▽ 

▽ 
▽ ▽ 

△ 
1.1R

1.5R
2.5R

4.5R

2.4R
3.0R

3.5R
1.8R20

'96 '97 '98 '99 （年度） 

（万台） 

生
産
累 40

60

80

2.0R

GDIエンジン投入時期と生産累計

GDI-ASG

GDIターボ GDI-HEV

GDI-CVT



3）6気筒6M7系、6M6系

6M7系：12.9R ターボエンジン
6M6系： 7.5R ターボエンジン

8.2R NAエンジン

4）MIQCS P14参照

（Mitsubishi Innovative 

Quiescent Combustion System）

6M7系エンジンに採用

5）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、低燃費化
に加え運転疲労も軽減。'96年型
大型トラックより採用を開始し、
'98年型よりトラクタ、大型観光バ
スへ採用拡大しています。

2.環境負担低減への取り組み
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■大型車のアイドルストップ

停車時にエンジンを自動停止するアイ

ドリングストップシステムを、'00年2月

発売のスーパーグレート（大型トラック）

にオプション設定。'00年度も採用拡大を

進めています。

また、'96年からエンジン停止後でもベ

ッド部に冷気を送ることができる蓄冷式

リヤクーラー、'00年2月発売のスーパー

グレート（大型トラック）からはエンジ

ン停止時にも暖房が行える即熱式ヒータ

を設定し、環境への配慮と快適性を両立

させています。

■変速操作適正化（INOMAT 5））

大型車のエンジン性能を余すところな

く引き出し、オートマチックの快適さと

低燃費化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

年に実用化しています。

'99年度は、中型トラック「ファイター」

に新たに採用し、大型トラック「スーパー

グレート」では16段トランスミッション

搭載トラクタまで大幅に展開拡大しまし

た。また、'99年型からは、ECU間の通信

にCAN通信を採用し、制御速度・精度の

向上を図り、低燃費とより一層の快適走

行を実現しました。

■低燃費型ドライブライン

'00年2月発売の大型トラック「スーパー

グレート」では、当社独自の直結７段トラ

ンスミッションと低ファイナルギヤの組

み合わせ、低燃費タイヤの採用により、

高速燃費性能を向上させた低燃費ドライ

ブラインの展開を拡大しました。

1）MVVエンジン

GDIの開発で培った技術を応用
することで、特別な付加装置を必
要としない低コストな軽自動車用
の低燃費エンジンで、全ての軽自
動車の標準エンジンとして採用し
ています。

2）直噴ディーゼルエンジン

燃費と耐久性に優れる直噴ディ
ーゼルエンジンは、従来からトラ
ック・バスなどの大型車両に幅広
く採用され、乗用車においても、
燃費向上、排出ガス低減の両面か
ら順次、直噴式への切り替えが進
められています。

■MVVエンジン 1）

'98年10月発売の新規格軽シリーズで採

用した軽用リーンバーンMVVエンジン

を、'99年4月に市場投入のタウンボック

スにも引き続き採用し、大幅に燃費を向

上しました。

15.2 +8％ 

16.4

従来型 

新　型 

1715 16141312
10・15モード燃費（km/R） 

（2WD,M/T車の比較） 

タウンボックスの燃費

■直噴ディーゼルエンジン2）

'99年度は、大型トラック・バス用の6M7

系3）、中型トラック・バス用の6M6系 3）の

直噴ディーゼルエンジンを新たに開発・

採用しました。これらのエンジンは、4弁

SOHC構造、EGRを採用し、ターボエンジ

ンにはVGターボチャージャ、コモンレー

ル式燃料噴射システム、新開発MIQCS 4）

燃焼などの採用により、低燃費化を図る

とともに平成10・11年度排出ガス規制

（長期排出ガス規制）にも適合しています。

乗用車用では、3.2R直噴ディーゼルエ

ンジンを新たに開発し、'99年9月に新型

パジェロに採用しました。この新型エン

ジンは、DOHC4弁化、燃焼室や高圧燃料

噴射装置の最適設計により、出力向上を

図りながら大幅な燃費向上も実現してい

ます。

8.5 +27％ 

10.8

従来型　 
（副室式） 

新　型　 
（直噴式） 

126 8 10420
10・15モード燃費（km/R） 

（パジェロショートの比較） 

新型パジェロの燃費

MVVエンジン
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新型乗用車では、さまざまな低燃費化

技術の適用により、従来車と比べて確実

に燃費は向上しています。しかしながら、

ディオンやタウンボックス、新型パジェロ

など居住性や走破性を優先するRVタイプ

も多く、これらの車種についてはセダン

系と比較して、空気抵抗の点では不利な

状況となっています。現在、これらのRV

についても、デザイナーと空力研究者が

一体となって、魅力あるスタイルと空気

抵抗低減の両立を目指して研究開発を進

めています。

1）パジェロロングEXCEED

（3.5RGDI搭載車の比較）

3）エアコン用冷媒

オゾン層を破壊する従来のエア
コン用冷媒CFC-12の使用は、新
型車への採用を'94年に取りやめ、
全てHFC-134aへ切り替えました。
しかし、HFC-134aは、CO2より
もはるかに高い温暖化効果を有す
るため、使用量の削減と廃車時の
確実な回収が重要です。

■軽量化

より軽量な材料への置換やコンピュー

タを活用した構造合理化など様々な軽量

化を進めています。

'99年度発売の新型パジェロでは、旧型

よりサイズアップしているにもかかわら

ず、車体構造の抜本的な見直しなどによ

り、旧型比で約100kg1）の軽量化に成功

しています。

また、GDIエンジン用樹脂製インテーク

マニホールドを開発、'99年10月発売の

RVRから採用を開始しました。高温の

EGR（排ガス再循環）ガスを大量に導入

するGDIエンジン用としては、業界で初

めての採用で、アルミ製インテークマニ

ホールドと比較して約35%の軽量化を達

成しています。

'99年度発売のトラックは、長期排出ガ

ス規制・中期安全ブレーキ規制への対応

および仕様向上による重量増をエンジン、

キャブ、シャシ各部の軽量化で吸収し、従

来型と同等以下のキャブ付シャシ重量を

実現しています。

■空気抵抗低減

大型トラック「スーパーグレート」では、

世界最高の空力性能、Cd2）値=0.44を達

成し、エンジン、ドライブラインだけでは

到底得られない飛躍的な燃費向上を実現

しています。

トラックの風洞試験

2）Cd：空気抵抗係数

■エアコン冷媒使用量の削減

温暖化効果を持つエアコン用冷媒HFC-

134a3）については、'97年の新型車から使

用量の削減を進めています。

'99年度は、ディオンなど新型車5車種

で冷媒使用量を約20%削減しました。ま

た、モデルチェンジにより室内容積が大

幅に増大した一部の新型車についても従

来レベルの使用量に留めています。

'00年２月に発売したCNGノーステップ

バスでは、ダクトインエバポレータや新型

コンデンサの採用により、従来車と比べ

7%削減しました。今後もさらなる使用量

削減に努めて行きます。

次期コンパクトカーのデザインスタディ

SUWアドバンス Cd 0.28 2）
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'99年度は、キャンター（小型トラック）、

ファイター（中型トラック）、スーパーグ

レート（大型トラック）、ローザ（小型バス）、

エアロミディ（中型バス）が平成10・11年

度排出ガス規制に適合しています。また、

７都県市、６府県市の低公害車指定制度に

キャンター、ファイター、ローザの一部機

種が新たに認定されました。

乗用車系の車種も'99年9月までに平成

10年排出ガス規制に全車適合しています。

今後もさらなる排出ガス低減を目指し

て、燃焼室・噴射系の改良、NOx触媒、

DPF4）などの研究開発を進めていきます。

騒音低減

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騒音低減を

進めています。

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年度は大型バスなど5車

種を新規制値に適合させました。乗用

車も平成10年規制に対しては、'99年9月

までに全車適合しています。

1）平成12年排ガス規制

'00年10月から、新型乗用車（ガ
ソリン車）のCO、HC、NOx排出量
が現行規制値から約70％削減さ
れ、耐久性も8万kmが要求されま
す。

2）ディオンの排ガス対応

レベル

ディオンは平成12年規制をさら
に25%下回るレベルを満足する排
ガス性能を有しています。
'00年度から開始された「低排

出ガス車認定制度」については年
式変更などに合わせて認証取得の
予定です。

大気汚染防止

■ガソリンエンジンの排出ガス低減

国内で予定されている平成12年排ガス

規制1）に対して、当社では、'99年9月発売

の新型乗用車から順次適合する目標を定

め、'99年度発売の、パジェロ、ピスタチオ、

ディオン、プラウディア、ディグニティが

既にこの新規制値に適合しています。

コモンレール式燃料噴射システム

高圧燃料供給 

燃料供給 燃料タンク 

燃料フィルタ 

噴射開始 噴射終了 

ニードル弁 

噴射燃料 

燃料供給 

リーク 

3弁電磁 

ピストン 

① ① 

② ② 

③ ③ 

ECU

コモンレール 
インジェクタ 

高圧燃料 
供給ポンプ 

トラックの騒音対策

3）MIQCS

（Mitsubishi Innovative 

Quiescent Combustion System）

ピストン燃焼室の大口径化や高
圧噴射、多噴口ノズルによる燃料
噴射の最適化により優れた燃焼効
率を実現し、NOxおよびPM低減
による排出ガスのクリーン化と低
燃費化を実現しています。

4）DPF

（Diesel Particulate Filter）

排ガスに含まれる粒子状物質
（PM:Particulate Matter）を取り除
く装置です。

NOx COHC

0.08

0.25

0.67

（g/km） 

H12 
規制値 

△
 

S53 
規制値 

△
 

2.10

10・15 
モード 

ディオンの排出ガス規制レベル 2）

■ディーゼルエンジンの排出ガス低減

トラック・バスでは、コモンレール式燃

料噴射システム、三菱独自の新燃焼方式

MIQCS3）など先進技術採用のほか、全エ

ンジンにEGRを装着し、排出ガスのクリー

ン化と低燃費化を図りました。

MIQCS燃焼 従来型燃焼

エンジン 

・シリンダブロック剛性向上 
・ラダーフレーム化 
・低騒音樹脂材ロッカーカバー 

駆動系 

・ギヤ精度向上 
・低騒音材料ペラ軸 
・変速機ケース剛性増大 

エンクロージャー 

・キャブフロア下面吸音材 
・キャブ・シャシサイドカバー 
・エンジンリヤカバー 
・エンジンアンダーカバー 

タイヤ 

・パターン変更 
・ラジアルタイヤ 

排気系 

・マフラ内部構造改良 
・マフラ容量増大 
・フレキシブル管付排気管 

MIQCS燃焼
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■解体容易化構造の適用2）

廃車リサイクルの際に重要となる解体

作業時間を評価するため、'99年度も引き

続き、既販車両の解体実験を行いました。

当社が独自に設定した評価基準で解体性

を評価し、ここで得られた成果は設計ガ

イドラインに盛り込み、次期車の開発に

反映しています。

解体容易化構造、リサイクル容易材の

採用拡大などにより、'99年度発売のディ

オン、プラウディアなどはリサイクル可

能率の自主目標を達成しています。

■リサイクル材料の採用拡大

'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、バ

ッテリーシート、ホイールハウスカバー

などに再生使用しています。'99年度は新

たにチャレンジャーのアンダーカバーに

も再生材を採用しました。'00年度もさら

に採用拡大を計画しています。

他産業廃材の再利用としては、'98年に

実用化した古紙入りエアクリーナケース3）

の採用拡大に加え、PETボトルリサイク

ル材によるエンジンカバーを開発、'99年

度末から量産しています。

■油脂類の長寿命化4）

'99年型のファイター（中型トラック）

から純正品として交換距離が従来の1.5倍

のエンジンオイルを設定しています。

1）鉛削減自主目標（新型

車）

'00年以降：'96年の1/2以下
'05年以降：'96年の1/3以下

環境負荷物質低減

乗用車では、鉛を使わないラジエータ

コアやヒータコア、燃料タンクなどの採

用を進めていますが、'99年度は、新たに

鉛を使用しないハーネス、ホース類、ガ

ラスセラミックプリントなどを開発し、

新型車への採用を開始しました。これら

により、'99年度発売の新型乗用車は、'00

年の自主目標1）を全車達成しています。

また、ディオンなど一部の車種は、'05年

の自主目標も達成しています。

トラックも'99年型ファイター（中型ト

ラック）でヒータコアのアルミ化を実施

し鉛の使用量を削減しています。

水銀、カドミウムについては、'99年度

発売の新型車には殆ど使用していません

（冷陰極管などに極微量）。また、エアバ

ッグガス発生剤にはアジ化ナトリウムは

使用していません。

リサイクルの推進

■リサイクル容易材の採用拡大

リサイクルが困難なゴム部品の熱可塑

性樹脂への切り替えや、インストルメン

トパネル、天井など異なる材料で構成さ

れている複層部材の熱可塑性樹脂への統

一などを進めています。

'00年1月発売のディオンでは、以下の

リサイクル容易材を採用しています。

リサイクル容易材の採用（ディオン）

2）解体容易化構造

廃車のリサイクルを市場で進
めるためには、リサイクル可能な
材料の採用に加え、容易に短時間
で解体できる構造とすることが必
要となります。
また、リサイクルの際に材料が

容易に判断できるよう、100g以
上の樹脂部品の全てに材料識別
コードを刻印しています。

3）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
とともに廃棄時の焼却処分が可
能です。

4）油脂類の長寿命化

限られた資源の有効活用と廃
棄量削減のため、油脂類の長寿命
化にも取り組んでいます。乗用
車では'91年に2車検交換クーラ
ント、ブレーキオイルを、'94年に
は10万km以上交換不要なトラン
スミッションオイルを開発し採
用しています。

◆熱可塑性樹脂化
高圧燃料ホース、
フードウェザーストリップ

◆複層構成材料を熱可塑性樹脂に統一
ヘッドライニング、カーペット

◆そのままリサイクル可能な原料着色材料
の採用
内装トリム類、デルタガーニッシュ、クォー
タウインドガーニッシュ

PETリサイクル材使用のエンジンカバー
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■電気自動車

電気自動車については、'94年にリベロ

ベースの電気自動車を開発・販売開始す

るとともに、バッテリー、モーターなど各

種要素技術の開発を進めています。

'99年度は、一充電走行距離と充電時間

を大幅に改善したマンガン系リチウムイ

オン電池の開発に成功しました。ニッケ

ル水素電池と比べ充電時間を65%短縮、

一充電走行距離を10%向上したもので世

界トップレベルの性能を有しています。

この電池を搭載した電気自動車FTO-EV

による24時間2,000km走破2）にも挑戦し、

成功しています。（後記トピックス参照）

また、次世代都市用超小型電気自動車

MEEV-II 3）の研究車両を試作、'00年3月

の運輸省主催「超小型自動車の車両展示

会」に出展しました。
3）MEEV-II

（Mitsubishi Eco Electric

Vehicle -II）

将来の環境・エネルギー問題や
渋滞問題、高齢化社会などへの対
応を目的とした研究車両。アルミ
フレームを採用した軽量・小型ボ
デーに、特定地域での共同利用を
想定したITS技術も搭載。

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車はCO2の排出量がガソリン車と

比べて少なく、また黒煙も排出しないた

めクリーンエネルギー自動車として期待

されています。当社は軽自動車から大型

車までさまざまなCNG自動車を開発し販

売しています。

'99年度は、'98年から販売を開始してい

るCNGのエアロスター（大型路線バス）

に新たにノーステップバスを追加しまし

た。また、乗用車系では'98年に発売した

軽新規格車のミニカ、ミニキャブをベー

スにしたCNG車を開発、販売しています。

■LPG（液化石油ガス）トラック

LPGはディーゼルに比べてNOxの排出

量が少なく、黒煙の排出もありません。

当社では、LPGエンジンを搭載した積載

量1.5～3.0トンのキャンタートラックを販

売しています。

1）CNG（天然ガス）自動車

（Compressed Natural Gas）

国内では約5,000台のCNG車が
走っていますが（'99年度末）、普
及拡大のためには充填スタンドの
整備が待たれます。

2）24時間2,000km走破

'99年12月に乗用車技術センタ
ーで実施しました。関連記事をト
ピックスに掲載。（P19参照）

CNG大型路線バス

LPGキャンター

研究実験車両 FTO-EV

MEEV-Ⅱ

ツーステップバス ノーステップバス
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■燃料電池電気自動車

水素と酸素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燃料

電池自動車は、エネルギー効率が高く、低

公害でもあることから将来のクリーンエ

ネルギー自動車として期待されています。

三菱自動車は、'05年の実用化を目標に、

改質器を含む燃料電池システムは、三菱

重工業（株）と共同開発を行い、車両制御

の分野で三菱電機（株）と協力するなど、

三菱グループの総力を結集して開発して

います。'99年度は、燃料電池システムの

試作モデルを東京モーターショーに出展

しました。

■ハイブリッド電気自動車

エンジンとモータ／発電機を組み合わ

せることで大幅な低燃費化を実現するハ

イブリッド電気自動車は、モータ/発電機、

バッテリーなど付加機構のコスト低減が

課題です。

乗用車では、GDIエンジンの優れた始

動性やトルク制御の自由度を活かして、

小型モータ／発電機、小型バッテリーで

システムを構成したGDI-HEVの開発を進

めています。'99年3月に公開した試作車

に続き、'99年度からはランサーセディア

ベースの試作車を製作、評価・改良を実

施しています。

トラックでは高所作業車キャンター

HEVを開発し、'99年6月の低公害車フェ

アに出展しました。市街地などで長時間

停車して作業を行う作業用トラックは、

排出ガスや騒音による現場周辺の環境が

課題となっています。キャンターHEVは、

エンジンで発電しながらモータで走行、

住宅街では発電用エンジンを停止したま

ま近距離移動も可能です。さらに、現場

ではバッテリーの電力のみで油圧ポンプ

を駆動して作業するため、周辺環境への

影響を最小限に留めることができます。

また、通産省のプロジェクト 1）に参画

しCNGエンジンを用いたハイブリッドト

ラックの開発にも取り組んでいます。

1）ACE Project

通産省のACE Project「高効率
クリーンエネルギー自動車の研究
開発」に参画し、'97年から7カ年
計画で研究中。欧米の産官共同研
究（Car of Tomorrow、PNGV）に
匹敵する先駆的なものです。

レイアウト検討モデル

ハイブリッドシステム（GDI-HEV）

キャンターHEV（高所作業車）

燃料電池システム



1）ハイブリッド自動車

制動エネルギー回生システム
（MBECS）搭載の路線バス
車両制動時に運動エネルギーを
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
力を油圧モータで駆動力に変換し
て、エンジンをアシストする。
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■クリーンエネルギー車の普及

三菱自動車では、LPG自動車やCNG自

動車などのクリーンエネルギー車の需要

に対し、積極的に対応し、普及に努めて

います。

'99年度は、LPG自動車547台、CNG自

動車315台、ハイブリッド自動車1）10台を

販売いたしました。また関東及び関西圏

の自治体が進めているクリーンエネルギ

ー車の指定制度に対しても、多くの車種

で適合を図り、積極的に対応しています

が、'99年度末では、「七都県市指定低公害

車制度」2）に乗用車38型式、トラック・

バス66型式で合計104型式が指定されて

います。同様に「六府県市低NOx車指定

制度」3）にも'99年度末で120型式が指定

されています。さらに、'00年度より運輸

省がスタートさせた「運輸省低排出ガス

車認定制度」に対しても今後多くの車種

が適合するように努めていく計画です。

2）七都県市指定

低公害車制度

関東地区の七自治体（東京都､
神奈川県､埼玉県､千葉県､横浜市､
川崎市､千葉市）が、環境庁低公害
車排出ガス技術指針に基づき評
価・認定を行う制度。

3）六府県市低NOX車

指定制度

関西地区の六自治体（大阪府、
京都府、兵庫県、神戸市、大阪市、
京都市）が、実施する制度で七都
県市低公害車指定制度と類似。

0
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'99
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'98

6月 
'97

七都県市指定 
低公害車制度 

六府県市低NOx車 
指定制度 

指
定
型
式
数（
型
式
） 

七都県市及び六府県市 
の基準強化により減少 

七都県市の基準 
強化により減少 

クリーンエネルギー車指定制度に指定された型式数推移

0
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'96

LPG自動車 

CNG自動車 

ハイブリッド自動車 

'97 '98 '99

販
売
台
数（
台
） 

クリーンエネルギー車の販売実績推移
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地球温暖化、大気汚染や酸性雨などの環境問題、石油

を始めとした化石燃料枯渇などのエネルギー問題。今、

世界中の自動車メーカでは、従来の内燃機関の低燃費

化や排出ガス低減などの環境対策を進める一方で、内

燃機関に頼らない次世代パワートレインの開発も急務

となっています。

三菱自動車はこの問題の解決にいくつかの方法でチ

ャレンジしています。その一つが、電気自動車の高性能

化への挑戦です。

当社では、電気自動車の弱点とされてきた一充電あ

たりの航続距離、充電時間を改善するために、さまざま

な研究を進めてきました。そして'99年12月、日本電池

1と共同で、大幅に

性能を向上させた電

気自動車用マンガン

系リチウムイオン電

池の開発に成功しま

した。

電気自動車（EV）
24時間2,000km走破への挑戦

運転スケジュールの検討

24時間で2,000km走行の目標が達成可能か、充電時

間と巡航速度はどうあるべきかについてコンピュータ

によって繰り返しシミュレーション計算しました。こ

の24時間には、充電のために停止する時間も含まれて

います。また、ドライバーの負担も考慮して、安全に

走行が続けられることも、運転スケジュール検討の基

本としました。

目標達成には、車両の走行抵抗を減らすことが不可

欠で、タイヤの転がり抵抗の低減（約34km伸長可能）

と空力性能の改善（Cd：0.22に改善）により、約2,030km

とほぼ目標値の計算結果が得られました。さらに、巡

航速度を130km/hに設定し、充電時間と充電回数を最

適化した最終的

な算出結果では

約2,120kmとな

り、目標に対し

100km以上の余

裕を持つことが

できる見通しが

得られました。

トピックス

この新開発リチウムイオン電池の性能確認の一環と

して、急速充電を利用した充電・走行の繰り返しで1日

の航続距離をどこまで伸ばすことができるか、24時間走

行の世界記録に挑戦することを企画しました。挑戦の

目標は、新しい千年紀を迎える時期に合わせて、

2,000km以上としました。

車両はFTOを改造し、リヤシートとカーゴスペースの

一部をバッテリの搭載に充て、２人乗りとしました。ま

た、急速充電に対応するため、充電用のコネクタも大電

力用のものを設置しました。

新開発リチウムイオン

FTO-EV搭載時の電池性能比較（急速充電）

FTO-EVの車両レイアウト

FTO-EVの主要諸元

リチウムイオン電池

モーターコントローラ

永久磁石式同期モーター

リチウム
イオン電池

ニッケル
水素電池

鉛電池

空力性能の改善

型　　式

全　　長 4,365mm

E-DE3A改

1,735mm

1,300mm

180km/h
200km

（10･15モード）
永久磁石式
同期モータ

70kW

147Nm

全　　幅

全　　高

最高速度
一充電
走行距離

種　　類

最大出力

最大トルク

電
動
機

性
　
能

寸
　
法

制御装置

駆動方式

種 類

容 量

個 数

総　電　圧

電　　　流

時　　　間

インバータ制御

前輪駆動

リチウムイオン

90Ah

23個

340V

240A

20分

急
速
充
電

電
　
　
池

リヤエンド形状変更

ストレイク、
ホイールキャップ装着

床下フラット化

大型サイドエアダム

27 26 17電池容量（kWh）

240 100 240最大充電電流（A）

148×23個 12×24個 12×24個基準電圧（V）

20 55 25充電時間（分）

360 440 490質量（kg）
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記録への挑戦

シミュレーション検討、事前確認のための試験走行

を経て、12月19日午前8時、乗用車技術センター（愛知

県岡崎市）の周回テストコースでチャレンジを開始し

ました。

4人のドライバーが交代で運転、約50分走行、約20分

充電の走行パターンを繰り返し、24時間を走り続けま

した。

そして12月20日午前8時、無事24時間を走り抜き、

周回テストコースを899周、延べ2142.3kmを走破した

結果、従来の世界記録1,700km（非公認）を破り、新た

な世界記録を樹立しました。

事前確認した結果に比べ、平均車速はわずかに遅く

129.４km/hでしたが、予想を上回る結果を得ることが

できたのは、走行距離に含まない充電サイトまでの移

動や充電の準備を短時間、スムーズに行うことができ

たためです。

明日へ

急速充電特性を大幅に改善した高性能マンガン系リ

チウムイオン電池の開発により、今回、24時間で

2,000kmを超える距離を走破することできました。高

性能な電気自動車を開発すること、それが環境保全へ

の貢献につながるものと考え、電気自動車の高性能化

にこれからも挑戦し続けていきます。

トピックス

0

500

1000

1500

2000

2500

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00

時刻 

距
離（
km
） 

結果 

予定 

計算予測 

挑戦結果 

累積走行距離

走行風景

開発スタッフ
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 適合規制レベル 
 10・15モード 
 規制値 
 （g/km） 

車名 

発売時期 

乗車定員（人） 

車両型式 

タウンボックス 

'99年4月 

タウンボックス 
ワイド 

'99年6月 

パジェロ 
ショート 

'99年9月 

パジェロ 
ロング 

'99年10月 

4 6 5 7

GF-U61W GF-U65W KH-V68W GH-V75W

型式 3G83 
（MVV） 4A31

4M41 
（DI T/C） 

6G74 
（GDI） 

排気量（R） 0.657 1.094 3.200 3.496

種類 SOHC 12V 
3気筒 

SOHC 16V 
4気筒 

SOHC 16V 
4気筒 

SOHC 24V 
V6気筒 

使用燃料 無　鉛 
ガソリン 

無　鉛 
ガソリン 軽　油 

無　鉛 
ガソリン 

燃料供給装置 ECIマルチ 
（電子制御） 

ECIマルチ 
（電子制御） 

電子制御式分配
型燃料噴射ポンプ
・筒内直接噴射 

 
筒内直接噴射 

最大出力（ネット）（kW（PS）/rpm） （48）/6000 （75）/6000 （175）/3800 （220）/5500

最大トルク（N・m（kg・m）/rpm） （6.3）/6000 （10.2）/6000 （39.0）/2000 （35.5）/3750

駆動方式 2WD 2WD 4WD 4WD

変速機 4A/T 4A/T 4A/T 4A/T

車両重量（kg） 900 990 1940 2020

 10・15モード燃費（km/R） 15.4 15.0 10.8 8.7

 CO2排出量（g/km） 153 157 246 271

 参考 

 参考 

 適合騒音規制レベル 騒音 

CO

HC

NOx

－ － 
H17年新燃費 
基準適合 

H22年新燃費 
基準適合 

S53年規制 S53年規制 H10年規制 H12年規制 

2.10 2.10 2.10 0.67

0.25 0.25 0.40 0.08

0.25 0.25 0.40 0.08

PM － － 0.08 － 

H10年規制 H10年規制 H10年規制 H10年規制 

エアコン冷媒HFC134a使用量（g） 410 410 500 780

鉛使用量 自工会'05年目標 
（'96年比1/3） 

達成 

自工会'05年目標 
（'96年比1/3） 

達成 

自工会'05年目標 
（'96年比1/3） 

達成 

自工会'05年目標 
（'96年比1/3） 

達成 

リサイクルし易い材料を使用した 
部品 

バンパー、 
カーペットなど 

バンパー、 
カーペットなど 

バンパー、 
カーペットなど 

バンパー、 
カーペットなど 

リサイクル材料の使用 エアクリーナケー
ス、吸音材、遮音
材、フロアカーペッ
トなど 

エアクリーナケー
ス、吸音材、遮音
材、フロアカーペッ
トなど 

吸音材、遮音材、
フロアカーペットな
ど 

吸音材、遮音材、
フロアカーペットな
ど 

六府県市指定 
低公害車 

六府県市指定 
低公害車 － 

七都県市・六府県 
市指定低公害車 

燃　料 
消費率 

排出 
ガス 

エ
ン
ジ
ン 

駆
動
装
置 

環

境

情

報 

1）乗用車の環境データ

ここでは、'99年度に発売した

新型車について販売台数の多い代

表類別のみ掲載しています。

乗用車の環境データ1）

'99年度に発売した新型車の環境データ
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 適合規制レベル 
 10・15モード 
 規制値 
 （g/km） 

車名 

発売時期 

乗車定員（人） 

車両型式 

デリカバン 

'99年11月 

ピスタチオ 

'99年12月 

ディオン 

'00年1月 

プラウディア 

'00年2月 

3［6］ 4 7 5

GC-SK82VM GH-H44A GH-CR9W GH-S32A

型式 
F8-E

4A31 
（GDI-ASG） 

4G36 
（GDI） 

6G74 
（GDI） 

排気量（R） 1.789 1.094 1.997 3.496

種類 SOHC 12V 
4気筒 

DOHC 16V 
4気筒 

DOHC 16V 
4気筒 

DOHC 24V 
V6気筒 

使用燃料 無　鉛 
ガソリン 

無　鉛 
ガソリン 

無　鉛 
ガソリン 

無　鉛 
ガソリン 

燃料供給装置 ECIマルチ 
（電子制御） 

 
筒内直接噴射 

 
筒内直接噴射 

 
筒内直接噴射 

最大出力（ネット）（kW(（PS）/rpm） 66（90）/5000 54（74）/6000 99（135）/5800 177（240）/5500

最大トルク（N・m（kg・m）/rpm） 135（13.8）/2500 100（10.2）/4000 183（18.7）/3500 343（35.0）/2500

駆動方式 2WD 2WD 2WD 2WD

変速機 5M/T 5M/T 4A/T 5A/T

車両重量（kg） 1300 700 1390 1950

 10・15モード燃費（km/R） 10.0 30.0 13.0 9.0

 CO2排出量（g/km） 236 79 181 262

 参考 

 参考 

 適合騒音規制レベル 騒音 

CO

HC

NOx

－ 
H22年新燃費 
基準適合 

H22年新燃費 
基準適合 

H22年新燃費 
基準適合 

H10年規制 H12年規制 H12年規制 H12年規制 

6.50 0.67 0.67 0.67

0.25 0.08 0.08 0.08

0.40 0.08 0.08 0.08

PM － － － － 

H10年規制 H10年規制 H10年規制 H10年規制 

エアコン冷媒HFC134a使用量（g） 700 410 720 725

鉛使用量 自工会'00年目標 
（'96年比1/2） 

達成 

自工会'05年目標 
（'96年比1/3） 

達成 

自工会'05年目標 
（'96年比1/3） 

達成 

自工会'00年目標 
（'96年比1/2） 

達成 

リサイクルし易い材料を使用した 
部品 

バンパー、 
インパネなど 

バンパー、 
カーペットなど 

バンパー、 
カーペットなど 

バンパー、 
カーペットなど 

リサイクル材料の使用 エアクリーナケー
ス、吸音材、遮音
材、フロアカーペッ
トなど 

エアクリーナケー
ス、吸音材、遮音
材、フロアカーペッ
トなど 

エアクリーナケー
ス、吸音材、遮音
材、フロアカーペッ
トなど 

七都県市・六府県 
市指定低公害車 

七都県市・六府県 
市指定低公害車 

七都県市・六府県 
市指定低公害車 

七都県市・六府県 
市指定低公害車 

燃　料 
消費率 

排出 
ガス 

エ
ン
ジ
ン 

駆
動
装
置 

環

境

情

報 

乗用車の環境データ



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、総合的に取り組んでいます。
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■三菱自動車の生産工場の概要

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。

エンジン、トランスミッションや車体の主

要部品の加工を社内で行い、その他の構

成部品を各専門メーカーから調達し組立

2-3.生　産

環境会議生産部会では、環境負荷の低

減及び環境影響の未然防止を図るため、

次のようなテーマを定めて取り組んでい

ます。

●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

●PRTR制度への対応

●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

生産における環境への
取り組み

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

生産が関わる環境問題

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 

環境会議「生産部会」の推進組織

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

プラウディア
ディアマンテ
GTO
ストラーダ（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

ディオン
ランサーセディア
ミラージュ
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
デリカスペースギア
ミニカ
トッポBJ
タウンボックス
ミニキャブ
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

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

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 

乗用車用エンジン・トランスミッション、 
産業用エンジン 

乗用車用エンジン、産業用エンジン 

乗用車用トランスミッション（CVT） 

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、樹脂成型、プレス、溶接組立、塗装、組立 

プレス、溶接組立、塗装、組立 

鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、
組立 

鋳造、機械加工、組立 
 

機械加工、組立 

機械加工、組立 

 
鋳造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 
 

機械加工、組立 

組立 

生産工程 

 

 
京都製作所 

京都工場 
 

滋賀工場 

八木工場 

 

東京製作所 

 
川崎工場 

丸子工場 

中津工場 

を行っています。

工場は、鋳造、鍛造、機械加工、熱処理、

樹脂成型、プレス、溶接組立、塗装、組立

など多様な生産工程により構成されてい

ます。

注）中津工場の生産は'99／9から川崎工場に移管

注）'00／4以降、東京分科会はトラック・バス部会生産分科
会に編成替
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環境対策の取り組み状況

■廃棄物低減

（埋立処分量ゼロ化への取り組み）

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、まず工法や材料歩留まりの改

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、

焼却・脱水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。

廃棄物の低減目標としては、「2000年度

末までに、最終処分量を'90年度比80%低

減」を掲げて活動しており、'99年度の最

終処分量は、鋳物廃砂及びノロ・耐火材

の路盤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'98年度と

比較し3千トン低減の8千トンになりまし

た。これは'90年度比88%低減に相当しま

す。

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 

金属スクラップ 
鉱さい 
ガラス・ 
陶磁器屑 
建設廃材 
ダスト 

廃棄物処理のフロー

鉱さい 62％ 

汚泥 17％ 

廃プラスチック類 
6％ 

一般廃棄物 4％ 

ガラス陶磁器 3％ 

金属屑 2％ その他 6％ 

合計 
8千トン/年 

'99年度最終処分量の内訳

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

'90年度比 
88％減 
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最終処分量の推移
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■埋立処分量ゼロ化の取り組み

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（埋立処分量）のゼ

ロ化に向けて取り組みを推進します。

全社でのゼロ化達成目標を'01年度末と

し、それに先行して名古屋製作所をモデ

ル工場として'00年度末までにゼロ化達成

を目指します。

■省エネルギーの推進

三菱自動車には、前述の生産工程の他

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。

活動目標として「'00年度におけるCO2

総排出量を'90年度レベルに安定化」と、

「'00年度における売上高当りエネルギー

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

1
2 2 2 2

6

10
11

0

5

10

15

大江工場導入 
（'92/10） 

京都工場導入 
（'97/10） 

％ 

全電力に占めるコージェネ比率（全社比）

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。

コージェネ（大江工場）

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

CO2総排出量 

売上高あたりエネルギー使用量（原油換算） 

0
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185

17.2
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15.9 16.0 15.6 15.4 15.4
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16.7

t-C
 

千 

／
億
円 

S

14

16

18

エネルギー使用量

購入電力 
64.5％ 

コージェネ用 
都市ガス 
9.4％ 

都市ガス 
14.0％ 

灯油・重油 
3.9％ 

その他 8.2％ 
（購入蒸気・ガソリン・ 
　軽油・コークス・LPG） 

351千S/年 

'99年度エネルギー使用量（原油換算）の内訳

使用量を'90年度比10％低減」と設定し、

各製作所の省エネ推進チームを中心に全

部門で取り組んでいます。

これまでにコージェネレーションシス

テムの導入拡大、工業炉の断熱対策、省

エネ型原材料の採用、加工（基準）温度の

引き下げ等設備、工法、管理面からの幅

広い対策により省エネを図ってきました。

'99年度のCO2総排出量は'90年度比10%

の削減となりました。

生産台数減少に対しては、複数のライ

ン及び設備の一部休止や、昼夜2シフトか

ら連続2シフト化への操業形態の変更と、

生産の合理化施策を実施してきました。

さらに生産ラインの統廃合を含めた見直

しを進めています。

■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

源化を推進しています。

また、紙や木屑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
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1）VOC

Volatile Organic Compound

揮発性有機化合物

窒素酸化物（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 1）

車体塗装工程において、高塗着効率塗

装機の導入や、新塗装工法の採用及び、

色替え時における塗装ガンの洗浄に、低

溶剤型洗浄方式を採用するなど、環境負

荷低減型生産プロセスの導入により、溶

剤使用量の削減に努めています。

また、洗浄用シンナー回収利用の拡大

や、オーブンへの排ガス処理装置の設置

により溶剤の排出抑制にも努めています。

さらに、機械部品塗装工程においては、

溶剤を殆ど使用しない水性塗装や粉体塗

装を導入するとともに、塗料の回収再利

用により、廃棄物を大幅低減しています。

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'99年度末全廃を

目標に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

も前倒し全廃しました。

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99（年度） 
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塩素系洗浄剤使用量の推移

■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

硫黄酸化物（SOx）

ボイラー、工業炉など燃焼設備の燃料

を、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エネルギー

に切り替え、SOxの排出量を極めて低い

レベルに抑制してきました。

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、SOx排出量の

低減に努めていきます。

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '99'98 （年度） 
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SOx排出量の推移

※SOx排出量の推移は再集計により昨年の公表値を修正
しています。
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■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、COD1）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

ングを行っています。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。

■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。
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CODの推移

工場排水で育てた錦鯉を毎年小学校に
寄贈しています

総合排水処理施設

1）COD

Chemical Oxygen Demand

化学的酸素要求量

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。

■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。

■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。

■ダイオキシン

●廃棄物焼却炉対策：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。

●機械加工用切削油剤の塩素フリー（非塩素

化）対策：全社的な活動として、ワーキン

グチームを設置し、'00年度末を目途に、既

設機械加工ラインの塩素フリー化に取り

組んでいます。新設CVT工場（京都製作所

八木工場）の機械加工ラインは塩素フリー

で立ち上げました。
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物質 
No. 化学物質名 

物質取扱量 
 

亜鉛化合物 51.27

有害性 
ランク 

B1

リサイクル 

0.00

廃棄物 

移動 

10.57

土壌 

0.00

水域 

排出 その他 

1.27

大気 

0.00

消　費 

39.45

除去量 

0.00

キシレン 3,081.77D21 388.9227.340.000.002,101.04 532.17 32.29

クロム化合物（六価以外） 0.31A25 0.000.310.000.000.00 0.00 0.00

ジクロロメタン 15.76B50 0.001.140.000.0014.62 0.00 0.00

ジメチルホルムアミド 0.36B58 0.090.000.000.000.27 0.00 0.00

テトラクロロエチレン 1.56B66 0.000.850.000.000.71 0.00 0.00

トルエン 3,965.81D79 423.15129.810.000.001,328.30 1,697.92 386.63

鉛化合物 22.32B80 0.001.180.000.010.00 21.14 0.00

ニッケル化合物 7.77A81 0.004.640.000.630.00 2.50 0.00

バリウム 0.11B86 0.000.010.000.000.00 0.09 0.00

水和ヒドラジン 4.15B88 0.000.000.000.000.00 4.15 0.00

フタル酸ジ－２－エチルヘキシル 1.59B93 0.000.050.000.000.00 1.55 0.00

フッ素化合物 8.30C96 0.003.360.004.690.05 0.20 0.00

ベンゼン 160.98A100 0.000.210.000.000.57 160.20 0.00

ホウ素及びその化合物 1.66B104 0.000.790.000.150.00 0.72 0.00

ホルムアルデヒド 7.06B105 0.000.000.000.003.88 0.00 3.18

マンガン化合物 30.24B107 0.0010.290.001.670.00 18.28 0.00

アジピン酸ジ－２－エチルヘキシル 36.53C114 0.001.100.000.000.00 35.42 0.01

アルミニウム化合物 120.09C118 0.00120.090.000.000.00 0.00 0.00

モノエタノールアミン 33.55C121 19.361.750.0012.380.00 0.06 0.00

エチルベンゼン 301.15C123 0.000.110.000.00210.08 90.96 0.00

ジルコニウム化合物 20.90C146 0.0020.900.000.000.00 0.00 0.00

炭化ケイ素 670.46C147 32.915.360.000.000.00 632.19 0.00

8,543.68合　　　計 864.43339.820.0020.793,659.52 3,237.00 422.12
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■化学物質の管理

三菱自動車は、'97年度から環境庁の

PRTR1）パイロット事業に2工場、経団連

のPRTR自主的取り組みに全工場が参加

し、化学物質の排出・移動量の把握並び

に化学成分情報に関するデータベースの

整備に努めてきました。

化学物質の使用については、従来より

「化学物質有害性事前審査システム」によ

り、新規化学物質導入可否事前審査を実

排
　
水 

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。

施する他、有害化学物質等の排出抑制に

取り組むなど、化学物質の管理を積極的

に進めています。

'98年度、PRTR調査結果は下記のとお

りです。

経団連のPRTR調査対象172物質のう

ち、当社の取り扱い物質は23物質で、環

境への排出が取扱量の43%、廃棄物移動

が4%、その他（リサイクル・消費・除去）

が53%でした。

PRTR環境汚染物質排出・移動量（'98年度）

注）物質No.は経団連PRTR調査対象物質リストの番号を示す。 （t／年）

（使用部門） 
購入部門 

（コード・設定） 

仕入先 

納入 

購入依頼 

計画部門 

新規購入時有害性事前調査 

安全衛生担当部門 
環境管理担当部門 

有害物質事前調査委員会 
① 

③ 
② 

④ ⑤ 

⑦ 
⑥ 購入依頼 

MSDS2）入手 

使用可否 
判断・指示 

新規導入時 
調査書送付 

（必要に応じ） 

化学物質の有害性事前審査システム

2）MSDS

Material Safety Data Sheet 

化学物質等安全データシート

化学製品の含有物質、含有率や
取り扱いの注意事項を記載したも
の。
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関連会社との連携

■国内関連会社

「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り組みを要請

するとともに、情報交換を行っています。

また、これらの会社を含め、110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、産業界における動向

及び当社の環境問題への対応状況等につ

いて情報提供しています。

■海外工場での取り組み

三菱自動車は、国内工場のみでなく海

外工場の環境保全にも積極的に取り組ん

できました。海外工場は、各工場毎に日

本国内に全面的なバックアップをするマ

ザー工場を持っており、環境保全につい

てもマザー工場と連携を取りながら国内

工場と同様に定期的にフォローし、環境

負荷の低減に努めています。

また、PRTR（環境汚染物質排出移動登

録）については、先行している海外工場

の具体的取り組み状況やノウハウを今後

展開する工場に反映できるよう技術・技

能の交流を行っています。

●NedCar1）（オランダ）のISO14001及び

EMAS2）認証取得事例

NedCarは、環境保全を重要課題ととら

え、ISO14001の他EMASについても'99年

9月に認証取得しました。

1）Netherlands Car B.V.
（Ned Car）は、欧州の生産

拠点として、'91年12月にオランダ
に設立。環境にやさしいガソリン
直噴（GDI）エンジンを搭載した
「カリスマ」「スペーススター」等
を生産しています。
従業員は、約5,600名（'99年12

月時点）で、'99年に約26万台を生
産しました。

2）EMAS

Eco Management and
Audit Scheme

工場環境トピックス
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＜人と環境にやさしい、緑あふれる、若々しい工場＞

京都製作所八木工場は京都市の西北約30kmに位置

し、CVT（Continuously Variable Transmission）の量産

工場としてこの'00年4月から生産開始しました。構想

段階から“人と環境にやさしい、緑あふれる、若々しい

工場”をコンセプトに森と池に囲まれた自然環境に調

和した工場つくりを目指してきました。

また八木町の「観光のまちつくり」構想にも参画し、

見学者通路や身障者用エレベータ・トイレといった施

設も充実させています。

グリーンファクトリー八木工場
具体的には、下記のような対応をしています。

［八木工場の環境配慮］

●八木町及び三菱自動車独自の環境影響評価の実施

●総合排水処理水の緑地への散水や融雪用水への利用

●雨水を一時貯留する調整池の設置

●塩素フリー切削油剤の使用

●歯切り加工にドライカットホブを導入し切削油の使

用を抑制

●建物の省エネ

屋根の断熱構造、自然採光、自然換気の導入

トピックス

文覚池公園からの眺望に配慮した工場外観と色彩を採用

見学者用施設の充実
見学者ロビー、専用通路、ホールの設置、身障者用エレベータ・ト
イレ等の設置

文覚池を見おろせる食堂
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物質 

NOx

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

小型ボイラー ppm 120 46

COD

BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

10 6.9 0.6 1.9

ボイラー ppm 100 59

乾燥炉 ppm 250 57

焼却炉 ppm 200 130

小型ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

ばいじん 
ボイラー g/Nm3 0.1 0.010

乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.1 0.070

SOx（燃料S分規制） wt % 1 0.006

SS

10 7.5 1.4 3.5

油分 

10 2.3 0.5 0.8

全窒素 

2 0.8 0.5 0.5

全リン 

15 8.3 2.2 4.4

銅 

2 0.06 0.01 0.03

マンガン 

0.5 0.01 0.01 0.01

全クロム 

3 0.3 0.1 0.17

mg/I

鉛 

0.1 0.02 0.01 0.015

mg/I 0.1 0.005 0.005 0.005

物質 

NOx

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 64 62 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 17.0 1.0 5.3

乾燥炉 ppm 25 23

焼却炉 ppm 74 58

ガスタービン ppm 39 37

ボイラー g/Nm3 0.2 0.070

ばいじん 
乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.000

焼却炉 g/Nm3 0.4 0.160

ガスタービン g/Nm3 0.04 0.000

SOx（燃料S分規制） wt % 0.05 0.005

SS 20 17.0 3.0 7.8

油分 5 2.1 0.5 0.6

全窒素 15 5.30 0.2 3.9

全リン 2 0.85 0.03 0.39

銅 1 ND ND ND

全クロム 2 0.1 0.04 0.07

鉛 0.1 ND ND ND

mg/Iマンガン 10 0.20 0.10 0.15

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、大気排出状況は最大値を示す。

COD：化学的酸素要求量

BOD：生物化学的酸素要求量

NOx：窒素酸化物

SOx：硫黄酸化物

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：2600人

大江工場

従業員：1700人

岡崎工場
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物質 

NOx

ばいじん 

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 150 72 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 12.5 1 2.7

COD mg/I 20 13.7 2.3 4.4ボイラー g/Nm3 0.1 0.004

SS 20 2.5 0.5 1.3

油分 5 1.3 0.5 0.6

全窒素 8 5.4 2.9 2.35

全リン 0.6 0.4 0.1 0.125

銅 1 0.01 0.01 0.01

亜鉛 1 0.1 0.06 0.08

マンガン 10 0.01 0.01 0.01

mg/I全クロム 0.1 0.01 0.01 0.01

京都製作所滋賀工場

水島製作所

大気 水質

物質 

NOx

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 150 78 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 17 2 6.6

乾燥炉 ppm 230 52

焼却炉 ppm 250 90

ボイラー g/Nm3 0.1 0.002

ばいじん 乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.1 0.066

SOx（燃料S分規制） wt % 0.5 0.089

COD 20 13 3.8 7.4

SS 20 18 0.3 3.8

油分 1 0.8 0.3 0.5

全窒素 60 7.4 4.7 6.2

全リン 8 7.8 0.54 4.3

銅 3 ND ND ND

亜鉛 5 0.07 0.06 0.07

mg/Iマンガン 10 0.19 0.11 0.15

mg/I全クロム 0.5 ND ND ND

mg/I鉛 0.1 ND ND ND

大気 水質

物質 

NOx

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 150 49

COD

BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 8.5 3.5 3.7

溶解炉 ppm 200 39

加熱炉 ppm 180 43

乾燥炉 ppm 230 29

ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

ばいじん 

溶解炉 g/Nm3 0.1 0.004

加熱炉 g/Nm3 0.2 0.010

乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.018

焼却炉 ppm 250 112

ガスタービン ppm 70 38

焼却炉 g/Nm3 0.5 0.057

SOx（燃料S分規制） wt % 0.5 0.022

SS

20 6.9 1 1.8

油分 

70 5.4 2 2.6

全窒素 

5 2.1 1 1.1

全リン 

60 10.8 0.2 0.9

8 0.83 0.07 0.2

京都製作所京都工場

大気 水質

従業員：3200人

京都工場

従業員：500人

滋賀工場

従業員：3800人

水島工場

ND:Non Detected

検出せず
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物質 

NOx

ばいじん 

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 150 49 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

300 12.9 2.8 7.7

ボイラー g/Nm3 0.2 ND SS 300 12 3.3 9.1

油分 5 4.8 0.4 3.1

全窒素 150 18 9.6 13.8

全リン 20 0.37 0.11 0.24

銅 3 ND ND ND

亜鉛 3 ND ND ND

マンガン 1 ND ND ND

東京製作所丸子工場

大気 水質

注）下水道へ放流

物質 

NOx

ばいじん 

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 250 休止中 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

300 1.4 0.1 0.8

ボイラー g/Nm3 0.3 休止中 SS 300 7 0.1 0.6

油分 5 4.3 0.1 1.5

全窒素 150 1.1 0.69 0.9

全リン 20 ND ND ND

銅 3 ND ND ND

亜鉛 3 ND ND ND

マンガン 1 ND ND ND

東京製作所中津工場

大気 水質

注）下水道へ放流

大気 水質

東京製作所川崎工場

注）下水道へ放流

物質 

NOx

設備 単位 規制値 排出状況 物質 単位 規制値 最大 最小 平均 

ボイラー ppm 130 85 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

300 178 9.4 48.6

暖房機 ppm 150 72

乾燥炉 ppm 250 15

ボイラー g/Nm3 0.05 0.001

ばいじん 
暖房機 g/Nm3 0.05 0.002

乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.4 0.058

SS 300 59 3.7 23.4

油分 5 4.8 0.1 3.6

全窒素 150 25 3.2 10.2

全リン 20 10 ND 2.8

銅 3 ND ND ND

亜鉛 3 0.11 ND 0.07

mg/Iマンガン 1 0.25 ND 0.13

従業員：3200人

川崎工場

従業員：670人

丸子工場

従業員：10人

中津工場
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2-4.物　流
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｡

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）亀の子トレーラ、

フルトレーラ

地域における'99年度の共同輸送比率は

10%となりました｡'00年度はさらなる拡

大に取り組んで行きます。地球温暖化の原因であるCO2を削減す

るために、様々な施策に取り組んだ結果、

'99年度の国内乗用車輸送における1台あ

たりCO2排出量は、海上輸送の拡大など

により'98年度比9%低減の19.6kg／台

（CO2重量換算）となりました。'00年度

は、さらなる施策を展開し、削減に取り

組んでいきます｡

■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、'99年度で全量海上

輸送に切り替えました｡

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」2）や「フルトレーラ

ー」2）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、

アイドリングストップやエコドライブへ

の取り組みも､積極的に推進しています｡

■他社との共同輸送拡大

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

輸送効率向上への取り組み
（CO2排出量の削減）

梱包・包装資材の削減への
取り組み

海外の生産・販売関連会社へ生産用の

部品や補用部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、リターナブルBOX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化､

リターナブルBOX化の推進

北米（MMMA社）、オランダ（NedCar社）、

イタリア（IPF社）向けの梱包は、従来の

木材・合板にて製作し現地で廃却する方

式から、スチール製リターナブルラック方

式への転換を進めています｡また、新たに

タイ（MSC社）については、樹脂製のリタ

ーナブルBOX3）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）､北米

（MFTA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､リターナブルBOXへ

の転換は省資源､コスト低減に寄与するこ

とから､今後さら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、'99年度の木材梱包ケースの売上

高あたり使用量は、'98年度比で18%の削

減を達成しました｡

3）樹脂製のリターナブル

BOX

日本でリターナブルBOXに部品
を梱包し海外で荷卸し後､現地で
1/4程度にコンパクトに折畳み日本
へ海送する｡10回程度使用可能であ
る｡
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2-5.販売（販売会社の環境保全活動支援）

■ダイオキシン発生・水質汚濁の防止

（ダイオキシン規制法3））

近年、社会問題となっているダイオキ

シン類の発生を防止するため、三菱自動

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）廃棄物処理法改正

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。'00年5月に
は、排出事業者の責任が更に強化
されました。

3）ダイオキシン規制法

正式名称は、「ダイオキシン類対
策特別措置法」といい、ダイオキシ
ン類による大気・水質・土壌汚染防
止を目的に'00年1月に施行されま
した。特定施設を保有する事業者
は、排出基準を遵守するとともに、
ダイオキシン類の測定を行い、知
事（政令市）への報告が義務付けら
れています。
ダイオキシン類は、焼却の際に

生成される可能性があるため、販
売会社で使用している小型の焼却
炉も規制対象となりました。

■産業廃棄物の適正処理

（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、販売会社も対応が義

務付けられました。三菱自動車では、マ

ニフェスト制度導入に際して販売会社に

マニュアルを配布し、サービス工場で発

生する廃部品・金属屑・廃油などの一層

の適正処理を推進しています。

販売会社における環境保
全への取り組み

産業廃棄物や使用済み自動車の適正処理、部品の回収・再生等、販売会社
における環境保全のための役割はますます重要になっています。三菱自動
車では販売会社と一体となってこの環境保全に積極的に取り組んでいます。

使用済み自動車の
適正処理

■マニフェスト制度

使用済み自動車についても産業廃棄物

の場合と同様に'98年12月から、マニフェ

スト制度が適用されました。三菱自動車

では、販売会社等に対し、制度の周知徹

底を図り、使用済み自動車の適正処理の

推進に努めています。

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 

マニフェスト制度（使用済み自動車の例）

車では焼却炉を使用して廃棄物処理して

いた販売会社に対して、専門業者への委

託に切り替えるよう依頼しています。ま

た、新車の塗膜保護剤除去時に発生する

排水については、これまでは浄化処理に

より水質保全を図ってきましたが、'00年

５月からは排水浄化処理の不要な塗膜保

護フィルムを採用することにより、排水

負荷を低減しています。
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■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、回収した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の確実な破壊処理をめざし、関連業界

と協力し、CFC-12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HFC-134aについて

も回収・再使用の推進に努めていきます。

■エアバッグの処理

エアバッグは、現在生産されているほ

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

20kg

20kg 20kg 20kg 20kg 20kg

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 

フロン回収 

CFC-12

空容器 

CFC-12

空容器 

専用車 

回収 収集運搬 破壊処理 

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。その後､'99

年10月から処理作業の安全性をより高め

るためにエアバッグインフレータを取り

外して回収・処理するシステムを構築し

実証実験を部品工業会と共同でスタート

させましたが、三菱自動車もそれに協力

しています。

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
適正な取り外
しと次工程へ
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 

フロン回収・破壊システム

温室効果比較

（炭酸ガスを1とした場合）

炭酸ガス

メタン

亜酸化窒素

代替フロン（HFC-134a）

フロン（CFC-12）

1

21

310

1,300

7,100

エアバッグインフレータ

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。

出典：IPPCレポート（1995）
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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月から販売会

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

に取り組んでいます。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、

販売会社から発生する廃棄物を低減する

と共に、資源の有効活用に貢献していま

す。'99年夏までは関東地区、中部地区お

よび近畿地区に限定し廃バンパーを回収

（約4000本／月）していましたが、'99年秋

からは全国展開することにより、年間

61,600本まで回収量を拡大しました。'00

年度は95,000本の回収を計画しています。

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。再

生材を使用して、乗用車のバッテリーカ

バー、アンダーシール、トラックのホイー

ルハウスカバー、エアクリーナケースなど

を現在採用しています。更に、低コスト

な塗膜剥離法と組み合せて、再生ペレッ

トを一部補用バンパーに戻すことも検討

しています。

■再生部品の利用

エンジン、トランスミッション、パワー

ステアリングギアボックスなどの販売会

社交換済み部品は一部新品同様にリビル

トし、販売しています。今後は、ドライブ

シャフトへの拡大を予定しており、その他

部品についても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

ので今後品目の拡大を検討中です。

部品の回収・再生

バッテリーカバー

アンダーシール

ホイールハウスカバー

エアクリーナケース

バンパー回収・リサイクル 

利用例 

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 

0
'97 '98 '99 '00

20

40

60

80

100
［千本］ 

［年度］ 

バンパー回収量 

目標 
95千本 

乗用車部品への利用例

トラック部品への利用例

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が、技術
が確立していても、処理コストが
高く経済的に実施困難な状況にあ
ります。
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使用済み自動車のリサイクル率を向上

するためには、自動車シート材に多く使

用されているウレタンフォームもリサイ

クルする必要があると判断し、燃料油と

して効率的に回収するプロセスを検討し

ています。まだ基礎研究の段階ですが、

超臨界水2）などを用いて軽油相当の沸点

を持つ油状成分に変換できるところまで

確認しました。引き続き、油化効率向上

の検討をしています。

今後は、リサイクル実効率向上が求め

られます3）。将来インフラに対応し、リサ

イクル実効率95％を新型車に盛り込む技

術的課題の明確化と開発を推進していき

ます。

その一環として、解体実験設備の充実

を図るとともに、使用済み自動車の適正

処理とリサイクルシステムを検討する予

定です。

1）塗装膜剥離技術概要

①研磨式剥離法

塗膜付き粉砕材を装置内に投入
し、スクリューで押し壁面に接触
させて塗膜を削り取る方式です。
②ロール式剥離法

塗膜付きのバンパーを回転速度
の異なるロール間に挟み込み、
スリップによって塗膜を剥離す
る方式です。
③CS式塗装膜剥離法

塗膜付き粉砕材を装置内に投入
し、ピン及び粉砕材同士の衝突
及び摩擦により塗膜を剥離する
方式です。

2）超臨界水

温度374℃、圧力22.1Mpa以上の
状態の水。特に、短時間で有機物
を溶解する性質があり、廃プラス
チックの油化に応用されつつあり
ます。

3）通産省の「使用済み自動
車リサイクル・イニシアティ

ブ」では、関係業界全体として達
成が求められる数値目標として、
2015年以降リサイクル実効率95％
以上が示されています。

使用済み自動車の処理段階の技術開発

として取り組んでいるのは塗装バンパー

や塗装ホイルカバーの塗膜剥離技術1）、

ウレタンの油化技術などです。

バンパーは塗装されて使用されること

が多く、塗膜を除去することが再利用を

進める上での大きな課題でした。三菱自

動車は研磨式剥離装置で塗膜を分離する

方式を採用し、新品のバンパー材にリサ

イクル材を混ぜて使用する目処付けを完

了しました。まず2車種の補用バンパー

に採用し、その後他のバンパーへの適用

拡大を進める予定です。

従来、バンパーに対してはロール式剥

離法を検討してきましたが、処理コスト

的に研磨式剥離法の方がメリットが大き

いと判断しています。

塗装ホイルカバーについては、CS式塗

装膜剥離法にて検討し、新品のホイルカ

バー材にリサイクル材を10％まで配合可

能なことを確認しました。

使用済み自動車処理の
技術開発と仕組みづくり

ウレタンチップ 生成油

超臨界水利用
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て、全国の料金所にノンストップ自動料

金収受システム（ETC）の設置が進めら

れています。三菱自動車は、'00年4月開

始の試行運用に協力するとともに、'00年

度内に予定されている本格稼動にあわせ

ETC対応車載器の準備を進めています。

■運転支援システム

一方、トンネルやサグ（下り坂から上り

坂へ移行する区間）部での速度低下によ

る渋滞は、高速道路での渋滞の4割を占め

ています。この対策としては、車間距離

維持制御などの運転支援システムが有効

です。

三菱自動車は、レーザーレーダーで先

行車を認識し、一定の車間距離を保つよ

うにスロットルとシフトを自動制御する

システム「プレビューディスタンスコント

ロール」を世界で初めて実用化しました。

まずは'95年発売のディアマンテに採用

し、'98年にはトラック向けの同様のシス

テムをスーパーグレートに搭載していま

す。さらに、レーン逸脱警報システムや

後側方モニターと統合した「ドライバーサ

ポートシステム」を開発し、先述のプラウ

ディア／ディグニティに採用しました。

2-6.ITSへの取り組み

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内、
約11%が渋滞により無駄に費やさ
れていると言われています。一方、
渋滞中の平均車速が10km/hから
20km/hに向上すると、実燃費が
60%近くも改善されることが分か
っています。
車の円滑な走行を支援し、渋滞

発生をできるだけ抑えることによ
り、CO2の削減に大きく寄与します。

（出典:日本自動車工業会）

各平均車速における燃費
（2000cc/ATのガソリン乗用車の例
40km/hでの燃費を100と設定した）

■道路交通情報の提供

道路交通情報システム（VICS）は、渋

滞や交通規制等の道路交通情報をリアル

タイムにカーナビゲーションへ提供する

サービスで、ドライバーはその情報をもと

に渋滞を避けたルート選択が可能となり

ます。三菱自動車は、'96年のVICSサービ

ス開始時よりVICS対応カーナビの搭載を

始め、乗用車への装着を積極的に進めて

います。'99年度末現在の当社出荷台数は

累計で24万台に達しました。

また、携帯電話回線を活用したオペレ

ーター式情報提供サービス「コンパスリン

ク」を'00年2月発売のプラウディア／ディ

グニティより採用しました。これは、交

通情報だけでなく様々な分野に関する情

報の提供と、カーナビの使いやすさの向

上を両立させたシステムです。

このように、三菱自動車は渋滞の回避・

緩和に役立つ情報提供サービスの普及に

貢献しています。

■自動料金収受システムへの対応

現在、高速道路での渋滞の3割が料金所

部で生じており、この渋滞解消を目指し

交通事故、道路の渋滞とそれに伴う環境への悪影響など、山積する交通問
題の解決を目指し、最新の情報技術を活用した高度道路交通システム（ITS）
の研究開発が国内外で進められています。三菱自動車は、安全かつ快適で
環境負荷の少ない道路交通を実現するため、“ナビゲーションシステムの高
度化”“自動料金収受”“安全運転の支援”“商用車の効率化”を中心にITS技
術の研究開発を進め、その実用化と普及に努めています。
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1）DoPa

NTT DoCoMo社の登録商標で、
接続時間や距離には関係なく、通
信データ量に応じて使用料が課金
されるパケット通信方式です。
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また、三菱自動車は運輸省と建設省が

'00年11月に実施する公開デモンストレー

ション「スマートクルーズ21-DEMO2000」

に参加します。当社の参加車両には、電

波レーダーやブレーキ制御等で更に高度

に進化した「アドバンス・プレビューディ

スタンスコントロール」が搭載される予

定です。

■物流の効率化

'99年秋に販売を開始した「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

支援システムであり、現在、大手冷凍輸

送会社などで運用されています。

車載コンピュータが車両の稼動状況、

GPSによる位置情報、車速など各種の情

報を自動的に収集し、パケット通信によ

り瞬時に管理用サーバーに伝達します。

営業所などの端末からはインターネット

を通じて、車両の情報をリアルタイムに

把握できます。このような車両管理・輸

送品質管理とともに、最適ルート情報の

提供や低燃費運転の指示などの運行管理

を支援し、環境負荷の軽減に貢献します。

■電気自動車の運用システム

都市用次世代コミューターカーとして

提案した「MEEV-Ⅱ」（p.16参照）には、

以下のITS機能を搭載しています。これ

らのシステムは、オフィス街・住宅地での

共同利用や、都市内レンタカーとしての

使用を想定し、比較的航続距離の短い電

気自動車を効率的かつ有効に運用するた

めのトータルシステムの一環です。

●会員カードとしてICカードを用いるこ

とにより、車両キーの受け渡しが不要

で、効率の良い車両管理が可能です。

●大型ナビゲーション画面には、管理セン

ターからの各種サービス（道路案内・

利用料金表示）がリアルタイムに映し

出されます。

DoPa1） 

インターネット網 

NTT 
DoCoMo

三菱ふそうトータルサポートシステム
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■グリーン購入

環境を配慮した製品（備品類など）を

優先的に購入するグリーン購入を推進し

ています。この一環として、本社地区で

は発注用文具リストに環境配慮型製品を

示すマーキングを追加し、環境配慮型文

具を優先的に購入するように努めていま

す。

また、お客様側のグリーン購入の検討

用情報を提供するため、グリーン購入ネッ

トワーク（GPN）1）に参加して、当社の主

要車種の燃費、排出ガス、リサイクルな

どの環境情報を提供しています。これら

は2回／年定期的に更新され最新情報が

インターネット上で公開されています。

2-7.オフィスにおける環境保全活動

1）グリーン購入ネットワーク

環境への負荷が少ない商品の
優先購入を広く普及させるために
設立された団体。

■省資源・省エネへの取組み

オフィスにおける省資源活動としては、

ＯＡ化などにより、ペーパーレス運動を推

進して、先ず資源の使用量を抑制してい

ます。また、コピー用紙やパソコン印刷

用紙などに再生紙や裏紙を極力使用する

とともに、紙のリサイクルも積極的に推

進しています。'99年度は、直径14cm、高

さ8ｍの立木 約21千本相当の省資源化と

なっています。また、使用済みの蛍光灯

も回収しリサイクルをしています。

省エネに関しては、昼休みの消灯や使

用していない会議室のエアコン停止など

日常業務のなかで省エネ活動を推進して

います。

三菱自動車では環境負荷が比較的小さいオフィスにおいても、再生紙の
使用、文房具などのグリーン購入など環境保全活動を推進しています。この
ような活動により、個人の環境意識のレベルアップも図っています。

紙の使用量減

資源の再利用

省エネ活動

OA化によるペーパレス運動

再生紙および裏紙の使用

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：約1,000トン

昼休みの消灯
空き会議室のエアコン停止

リサイクル用紙回収箱

環境配慮型文具



2）環境保全コスト各項目

の主な内容

（1）製作所における環境対策設備、
省エネ、省資源、廃棄物処理な
どに係るコスト。

（2）使用済部品の回収などのコス
ト。

（3）環境事務局部門、ISO14001
認証取得、環境についての社員
教育などのコスト。

（4）燃費向上、排出ガス低減、ク
リーンエネルギー自動車、リサ
イクルなどの研究開発に係るコ
スト。

（5）環境関連の外部団体への寄付
金･会費、緑化管理などのコス
ト。

（6）国、地方公共団体の賦課金な
どのコスト。

3.環境会計
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3.環境会計

1）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(総額から環
境負荷低減目的以外のコストを控
除)を原則としていますが、差額
計算が困難な部分では推計も含ん
でいます。

■環境会計について

環境会計は現在発展途上にあり、その対

象範囲や効果の算定方法などについて財

務会計のような統一された基準がありま

せん。そのため、国内では環境庁のガイ

ドラインなどを参考にしつつ、それぞれ

の企業・団体が独自に取り組んでいる状

況です。

三菱自動車は同庁ガイドラインを参考

に'98年度の環境保全コストを昨年公表し

ましたが、環境会計の高度化を図るため、

今回は「環境保全効果」に関するデータ

も集計することにしました。（子会社及び

関連会社を除いた、三菱自動車単体ベー

スでの集計結果です。）

■'99年度環境保全コストについて

'98年度に準じて、製作所における環境

対策設備及び廃棄物処理などに係るコスト、

開発部門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

ると判定できるコストを抽出しました。1）

'98年度データからの主な変動項目とし

ては｢研究開発活動における環境保全コス

ト」が挙げられます。研究開発活動は新商

品の開発計画に大きく左右され、'99年度

の研究開発費用の総額が前年度より縮小

したことにより、環境保全コストが減少し

ております。

■'99年度環境保全効果について

今回の環境会計における新たな試みで

ある環境保全効果としては、製品の生産時

だけでなく、製品の使用時／使用後におけ

る様々な環境負荷抑制の取り組みのうち、

主要な物量データを記載しました。

なお、環境保全対策に伴う経済効果（金

額データ）については、次回以降の公表を

目指し、集計対象や算定方法等について現

在検討中です。

環境保全活動を効率的・継続的に取り組むためには、その活動コストを
正確に把握し、活動結果として得られる環境保全効果と対比評価すること
が重要です。三菱自動車は環境会計を導入することにより、環境保全活動
における費用対効果の効率向上を目指します。

1999年4月1日～2000年3月31日 （単位：百万円）

3）分類については環境庁
の最新ガイドライン(2000

年度版)を参考にしました。この
ため、昨年度の環境保全コストに
おける分類や表現を一部変更して
います。

環境保全コスト2）

分　　　　　類3） 金額

（1）生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト 4,118
（事業エリア内コスト）

①公害防止コスト （2,299）
②地球環境保全コスト （109）
③資源循環コスト （1,710）

（2）生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト 83
（上・下流コスト）

（3）管理活動における環境保全コスト（管理活動コスト） 1,068
（4）研究開発活動における環境保全コスト（研究開発コスト） 32,342
（5）社会活動における環境保全コスト（社会活動コスト） 335
（6）環境損傷に対応するコスト（環境損傷コスト） 55

合　　　　計 38,001

内
訳

環境保全効果環境保全効果

（1）事業エリア内で生じる環境
保全効果（事業エリア内効果）

・生産工程におけるエネルギー使用量
（CO2総排出量）

・廃棄物最終処分量

167千t-C 97.7%（注）

8千t 72.7%

61.6千本 119.4%

18.9km/R 102.7%
14.3km/R 100.7%
10.3km/R 96.3%

（2）上・下流で生じる環境保全
効果（上・下流効果） ・廃バンパー回収量

環境負荷指標
項目 99年度値 前年度比

（3）その他の環境保全効果

・車両重量区分別平均燃費（ガソリン乗用車）
〈区分1：　　 ～875kg〉
〈区分2：1000～1500kg〉
〈区分3：1750kg～　 〉

分類 3）

（注）売上高あたりでみたエネルギー使用量については、積極的な省エネルギー対策にもかかわらず、生産台数変動の影響を受け、前年比
108％と増加しました。



■低公害車フェアーなど

への協力

低公害車の普及を目的に

各地で開催されたフェアや

展示会などに各種の低公害

車を出展協力しました。

■地域への教育活動

乗用車技術センター（愛知県岡崎市）の

当社社員が、地元小学校を訪問し、小学生

への環境教育を実施しました。

4.社会貢献活動／コミュニケーション
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4.社会貢献活動／コミュニケーション

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護活動に対しても
積極的に取り組んでいます。

京都地区の清掃風景

環境保全のために活動している団体へ参加および寄付活動を通じて社会貢献活動を行

っています。'99年度は、環境管理研究会など多くの研究会・委員会・ボランティアへ参加、

シンポジウム協賛3件、緑化基金関連2件、公害予防4件などに寄付を行いました。

■地域の清掃活動、緑化運動

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参加

倉敷市植林活動への参加

工場敷地内の植林活動

一般ゴミの分別回収
（空缶・ペットボトル等）

全 地 区

水島地区

水島地区

全 地 区

全 地 区

'99年度の主な参加行事 主　催 実施日 実施地域

相模原市かんきょうフェア 相模原市 5/8～9 神奈川

国際自動車連盟総会 国際自動車連盟 5/14 東　京

低公害車フェア'99 環境庁 6/5～6 東　京

クリーンカーフェア'99 千葉県 6/12～13 千　葉

低公害車普及展示会 通産省 6/17 兵　庫

四国EVラリーフェスティバル 四国EVチャレンジ2000 8/21～23 徳　島

エコエナジーOSAKA 大阪府 9/25～26 大　阪

低公害車フェアなごや 名古屋市ほか 10/2～3 愛　知

天然ガス自動車ショー 日本ガス協会 10/6～8 東　京

低公害車フェアおおさか 大阪市

千葉県環境局

10/20～23 大　阪

千葉市低公害車フェア 10/24 千　葉

低公害車フェア北九州 10/29～31 福　岡

低公害車フェア滋賀 3/19～20 滋　賀

社会貢献活動

コミュニケーション

実施地区

北九州市

環境庁　他

三菱自動車では、お客様や製作所などの

地域住民の方々との双方向コミュニケーシ

ョンを活性化するための活動も推進して

います。双方向のコミュニケーションを行

うには、いろいろな情報提供が必要となり

ます。そのため、環境報告書などで当社

の環境保全活動を公開しています。

また、京都地区では「御室・天神川を美

しくする企業協議会」に参加し、河川パト

ロールを実施するなど、地域住民の方々と

の交流を図っています。
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5.三菱自動車　環境保全の歴史

●東京電力!と電気自動車の研究開発 
●ガスタービンの研究開発開始 

1966 
1969

製品・技術開発 

 

 
●軽商用電気自動車を限定生産 
●「路線用電気バスの研究開発」プロジェクトに参画し、その後、
電気バスを京都市・神戸市の交通局に納入 
●低公害のMCAエンジンの発表 
●低公害かつ高効率のMCA-JETエンジンを発表 
●メタノール自動車の研究開発を開始 
●プロトタイプのガスタービントラックを開発 

1970 
1971 
 
 

1972 
1977 
1979

◎三菱重工業!より分離し、三菱自動車工業!設立 

●MCA-JETエンジンが「日本機械学会 技術賞」を受賞 
●低燃費のオリオン1400MDエンジンを発表 
●燃焼効率の良いサイクロンエンジンを発表 
 
●ディーゼルエンジンの低NOx化技術として、世界初のプレスト
ローク制御式燃料噴射ポンプを発表 
●エテルナΣメタノール車の公道上実用試験を開始 

1980 
1982 
1986 
1987 
1988 
 

1989

 
 
 
●滋賀工場が緑化優良工場として「通産大臣賞」を受賞 
 
 
●地球環境問題プロジェクトチームを設置 
●ダイヤモンド・スター・モーターズ社（現 米国三菱自動車製造）
が米国産業開発調査協議会から「優秀環境保全事業賞」を
受賞 
●岡崎工場が緑化活動で「愛知県特別賞」を受賞 

●ギャランFFV（メタノール車）の長期テストを米国カリフォルニ
ア州エネルギー委員会で実施 
●プレストローク制御式燃料噴射ポンプが「日本機械学会 技
術賞」を受賞 
●通産省「自動車用セラミックガスタービンプロジェクト」に参画 
●MVVエンジンを発表 
●ランサー電気自動車を東京電力!と共同開発 
●MVVエンジンが「自動車技術会 技術開発賞」を受賞 
●低燃費と高出力を両立したMIVECエンジンを発表 
●ディーゼルトラックから出る微粒子を抑える研究を開始 
●セラミックスタービンローターの開発に対し「日本ガスタービ
ン学会 技術賞」を受賞 
●リベロ電気自動車を東京電力!と共同開発し、東京電力!

	

及び東京都に合計30台納入 
●小型乗用ハイブリッド電気自動車「ESR」を第30回東京モー
ターショーに出展 
●メタノールキャンターの公道実用試験を開始 
●リベロ電気自動車を一般販売 
●ギャランメタノール車の導入モデル事業を開始 
●油圧ハイブリッドシステム「MBECS」搭載バスを販売開始 
●メタノールキャンターの試行販売開始 
●キャンター天然ガス自動車を開発 
●新車におけるエアコン用冷媒フロン（CFC-12）を全廃し、新
冷媒HFC-134aに全車種切り替え 
●新車における鉛使用量の削減活動を開始 
●リサイクル促進のため、プラスチック部品からの塗膜剥離技
術を確立 

1990 
 
 
 
 

1991 
 

1992 
 
 
 
 

1993 
 
 
 
 

1994

 
 
 
 
 
●100g以上の樹脂部品に材料識別コードを刻印 
 
●コージェネレーションシステムを大江工場に導入 
●水島製作所が岡山県から「地域環境保全功労者表彰」を受
賞 
 
 
●「三菱自動車環境プラン」を策定するとともに、「環境に関す
る基本理念」を制定 
●「三菱自動車環境会議」を設置 
 
 
●生産工程におけるCFC（フロンガス）を全廃 

マネジメント・生産部門など 年 
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●低燃費・高出力のガソリン筒内噴射エンジン「GDI」を世界に
先駆けて開発・発表 
●三菱HEVを開発し、カリフォルニア州大気資源局CARBで実
用実験を実施 
●ディーゼル車として初めて平成11年排出ガス規制をクリアし
たMBECS-Ⅱを発表 
●キャンターHEVを開発し、第31回東京モーターショーに出展 
●DPFシステムを路線バスに搭載し、公道上実用試験を実施  
●GDIエンジン搭載車（ギャラン／レグナム）の発売 
●GDIエンジンが（社）省エネルギーセンターより「通商産業大
臣賞」を受賞 
●機械式AT「INOMAT」を開発 
●燃費をさらに向上させたMBECS-Ⅲを発売 
●コモンレール式燃料噴射装置を量産トラクタ用エンジンとして
世界で初採用 
●LPGキャンターを発売 
●路線バス用DPFシステムを実用化し、横浜市に30台納入 
●GDIエンジンが「日本機械学会賞」及び「自動車技術会 技術
開発賞」を受賞 
●GDIエンジンを開発・普及したとして「平成9年度環境保全功
労者表彰 地球温暖化防止部門」を受賞 
 
●CNGキャンターを発売 
●低コストかつ高性能なリチウムイオン電池を日本電池!と共
同で開発 
●シャリオグランディスより、エアコン用冷媒HFC-134aの使用
量を約20%削減 
●通産省「自動車用セラミックガスタービンプロジェクト」で世
界トップレベルの熱効率を達成  
●MVVエンジンを新規格軽自動車に標準搭載 
●ギャラン／レグナム／アスパイア低排出ガス仕様車発売 
●古紙を使用した部品を開発し、新型「パジェロイオ」から適用 
●CNGエアロスターを発売 
●リサイクル容易なTEO製による、車両の全部位に適用可能な
ウェザストリップを開発 
●GDIシグマシリーズを開発 
●乗用車用直墳ディーゼルエンジンを新型「パジェロ」に搭載 
●GDI-ASG搭載車「ピスタチオ」を新開発 
●軽量化プロジェクトチームの設置  

1995 
 
 
 
 
 
 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 
 
 
 
 
 

1999 
 

製品・技術開発 

●滋賀工場が緑化運動功労者として「内閣総理大臣賞」を受
賞 
●生産工程において1.1.1-トリクロロエタンを全廃 
 
 
 
 
 
●三菱自動車環境プランを改訂 
●三菱自動車環境会議にリサイクル部会を新設 
 
 
 
 
 
 
 
●販売店で修理交換された廃バンパーの回収リサイクルを開
始 
●コージェネレーションシステムを京都工場に導入 
●名古屋製作所岡崎工場および東京製作所川崎工場が環境
庁PRTRパイロット事業に参画 
●経団連の自主的なPRTRトライアル事業に全8工場が参画 
●取引先向け工場環境トピックスを発行開始 
●主要関連会社とMMCグループ工場環境連絡会を設置 
 
 
 
 
●「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 
●エアコン用フロン（CFC-12）回収・破壊システムの全国展開
を完了 
●名古屋／京都／水島製作所がISO14001の認証を取得 
●塩素系洗浄剤のテトラクロロエチレン、ジクロロメタンを全廃 
 
●「環境に関する基本理念」に替えて、新たに「三菱自動車環
境指針」を制定 
●環境部を設置 
●「三菱自動車環境報告書」初版を発行 
●東京製作所がISO14001の認証を取得（これにより、国内の
全製作所にて認証取得を完了） 

 ●GDIエンジン生産累計70万台（2月） 2000 
（3月まで） 

 

マネジメント・生産部門など 年 
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6.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 

　株式会社エムエムシー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

　　八木工場 〒629-0102　京都府船井郡八木町大字室橋小字山田10-1

〒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 

東京都港区 

米国 

米国 

米国 

米国 

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 

パジェロ製造、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 

クレジット事業、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%

97.11%

97.20%

100%

100%

35%

100%

MME82%

51%

自動車製造･輸入･販売 46.22%

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（044）588-1111（大代表） 

1（0286）86-4711（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（0771）43-2200（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 

6.9百万ドル 

72.75百万ドル 

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 

1,464百万ペソ 

834百万バーツ 

106.9百万豪ドル 
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7.用語集

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

ASG Automatic Stop and Go オートマチックストップ＆ゴー
（アイドルストップシステム）

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

CAN Controller Area Network 車内データ通信ネットワークの規格

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

Cd Drag Coefficient 空気抵抗計数

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

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

CVT Continuous Variable Transmission 無段変速機

dB Decibel デシベル（音の強さの単位）

DOHC Double OverHead Camshaft エンジンバルブの開閉を行う二本のカム

シャフトがシリンダーの上部に位置する構造

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

ECU Electronic Control Unit 電子制御装置

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

EMAS Eco Management and Audit Scheme EU環境管理・監査スキーム

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）

GPN Green Purchasing Network グリーン購入ネットワーク

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

HC Hydrocarbon 炭化水素

HEV Hybrid Electric Vehicle ハイブリッド電気自動車

HFC Hydrofluorocarbon 代替フロン
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用語

IC Integrated Circuit 集積回路

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

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル

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

MIQCS Mitsubishi Innovative Quiescent 燃焼室の大口径化や燃料の高圧噴射などに
Combustion System より優れた燃焼効率を実現した新燃焼方式

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

MSDS Material Safety Data Sheet 化学物質等安全データシート

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 検出限界以下

NOX Nitrogen Oxide 窒素酸化物

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

pH 〔 p は power（累乗）の略、H は水素の元素記号〕 水素イオン濃度を表す指数

PM Particulate Matter 粒子状物質

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

SOHC Single OverHead Camshaft エンジンバルブの開閉を行う一本のカム
シャフトがシリンダーの上部に位置する構造

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

VG Variable Geometry 可変ノズルべーン

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
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