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本報告書の対象期間は'00年度（'00年4月1日～'01年3月31日）で日本における

環境保全活動を中心に記述していますが、一部の活動内容は'01年度のものも含

まれています。できるだけ定量的なデータを多用するように心掛け、三菱自動

車の環境への取り組みを解かり易くするよう努めました。今回の発行が３回目

であり、これからも継続的に毎年発行していく予定です。この報告書により、

皆様方が当社の環境保全活動をご理解いただければ幸いです。

また、報告書の信頼性を確保するために、第三者レビューは重要と考えてい

ますが、現状では第三者レビューの手法や範囲など明確な基準が確立されてお

りません。このような状況のなかで、第三者レビューを実施することは時期尚

早と考え、今回は実施しておりません。

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　園部　孝 
 

●本社 

〒108-8410 東京都港区芝五丁目33番8号 
 

●株式 

授権株式数…… 3,220,000,000株 
発行済株数…… 1,470,163,624株（'01.3.31現在） 

　株　主　数…… 39,146名（'01.3.31現在） 
 

●資本金 

2,522億円（'01.3.31現在） 
 

●従業員数 

24,360名（休職派遣社3,284名を含む）（'01.3.31現在） 
 

●売上高 

（単独）20,127億円（'00年度） 

（連結）32,767億円（'00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金融業。 
⑦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世紀がスタートし、もはや環境保全の重要性はいうまでも

なく、既に「循環型経済社会」構築への取り組みが全世界で始ま

りつつあります。

地球温暖化問題をめぐり、京都議定書批准に向けた議論が大

詰めを迎えています。国内においても環境関連法が立て続けに

成立、施行され、環境への取り組みがいよいよ本格的にスタート

されようとしています。

三菱自動車は本年、ダイムラークライスラー社との提携を強化

するとともに、新しい経営体制と組織を構築してターンアラウン

ド計画をスタートし、新生・三菱自動車を宣言しました。環境保

全の取り組みについても従来同様、経営の最重要課題として認識

し、21世紀をリードする一企業という自覚を持って活動を推進

してまいります。

当社は車の開発・調達・生産・販売・サービスなど全ての企業

活動を通じ、環境への影響を最小化するよう取り組みます。つま

り、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し、工場等においても環境負荷を低減し

ていきます。

自動車は人々の生活を便利にし、物流の担い手として産業活

動の発展に必須ですが、同時に環境への負荷が大きいことも事実
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■「環境の世紀」のリーダー企業をめざして

■2001年版環境報告書の発行にあたって

です。地球環境のために燃費が良く、同時に都市環境のため排出

ガスのきれいな車を作るのが我々の課題です。

生産面ではすでに全製作所においてISO14001環境マネジメン

トシステムを取得しておりますが、このしくみに沿って、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、取引先や販売会社とも協力して環境保全

活動を推進してまいります。

このような当社の環境保全に対する取り組みを、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、

充分な情報開示を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。

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、迅速かつ効率的な施策が要求されます。

三菱自動車は、本年6月の社内組織改正に伴い、環境会議組織

も改正しました。従来より会議体をスリム化して活発な議論を

可能にしたこと、自動車リサイクル法に迅速な対応ができるよう

に新たな検討会を設置したこと、乗用車と商用車の共通部分・個

別部分を明確化したことなどが改良点であり、更に活動の充実化

を図ります。

私たちは環境への配慮を商品開発の大きな柱と位置づけ、燃

費性能に優れるGDIエンジンをはじめ、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。

'00年度はLCA（ライフサイクルアセスメント）の導入を開始し

ました。

環境会計については、更なる内容の充実化を図りました。

生産活動においては、本年3月、名古屋と京都の製作所で、廃棄

物の埋立処分ゼロ化を達成し、本年度末には国内全製作所でのゼ

ロ化を目指します。ISO14001認証については既に国内全製作所

で取得済であり、今後国内外の関連会社も含めて更なる拡大を図

る一方、昨年11月から開始した「グリーン調達」の取り組みの中

で、お取引先にもISO14001認証を取得して頂くようお願いいた

しました。

販売においては、昨年12月に、販売会社と当社が一緒になって

環境保全に取り組むための体制を構築しました。

さらに、企業だけではなく、国、自治体、お客様、投資家などす

べての方々と協力して、積極的に環境保全活動に取り組んでまい

りたいと考えます。

そのために、当社の活動状況を多くの皆様にご理解頂きたく、

ここに2001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
常務執行役員（SEO）
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三菱自動車環境指針
更に、'00年1月に新しいコミュニケーシ

ョンワード「Heart-Beat Motors, Mitsubishi

Motors」を宣言し、3つの中心的価値（コ

アバリュー）
●Earth Technology

－地球を愛し、走りを楽しむ技術
●Industrial Beauty

－本物が持つ魅力
●Next Frontier

－次代を切り拓く創造力

を設定して企業活動を推進しています。

この中でもEcologyをコアバリューの具体

的な要素の一つとして挙げています。

1）「いいもの  ながく」

三菱自動車の企業理念として、
'98年3月に制定。
｢良い商品・サービスを提供し、

末永いお客様との信頼関係を築く｣
企業になろうという三菱自動車が
大切にしている理念であり、文化
を表す言葉。

1.環境マネジメント

　三菱自動車は、地球環境保全を最重要課題の一つと捉え、車の開発、生産か
ら廃棄に至る全ての段階において、社をあげて環境負荷低減活動に取り組ん
でいます。この活動を効率よく確実に実行するために、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、'99年8月｢三菱自動車

環境指針｣を従来の｢環境に対する基本

理念｣に替えて制定し、グループとして

の環境保全への取り組み方針を明確に

しました。

この指針は、企業理念｢いいもの なが

く｣1）の精神を反映させており、「基本

指針」で環境保全が最重要課題と認識し、

総力をあげ継続的に環境保全に取り組

むことを表明しています。また、｢行動

基準」では、具体的な施策を提示してい

ます。

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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組織と取り組みの充実
対応するため、各部会を横断的に対応す

る｢自動車リサイクル法対応検討会｣を環

境会議直下に設置しました。

この体制は、'01年6月の組織改正に伴

い見直され、'01年8月より運営されてい

ます。

また、環境専任組織として、'99年5月

に環境部を設置しました。'00年4月には

名称を環境技術部と改め、環境保全活動

の推進を継続的に実施しています。こ

の環境技術部で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。

三菱自動車は、'93年から社長を議長と

する｢環境会議｣設置し、全社的な環境保

全活動を推進しています。

環境会議では、社の環境に関する基本

方針を決め、環境会議傘下の各部会が提

案した事項について、審議決定します。

環境会議傘下には｢乗用車商品部会｣、

｢トラック・バス商品部会｣、｢生産部会｣、

｢環境マネジメント・リサイクル部会｣が

あり、次ページのリストに示す種々な取

り組みをしています。

また、自動車リサイクル法に社として

名古屋分科会 

京都分科会 

水島分科会 

トラック・バス分科会 

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 

（事務局：環境技術部） 

乗用車商品部会 

トラック・バス 
商品部会 

生産部会 

自動車リサイクル法 
検討会 

環境マネジメント・ 
リサイクル部会 

環境会議組織図
（'01.8）
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乗用車商品部会 
●燃費向上 
●排出ガス低減 
●クリーンエネルギー自動車の開発 
●交通流円滑化 

●燃費向上 
●排出ガス低減 
●クリーンエネルギー自動車の開発 
●交通流円滑化 

トラック・バス 
商品部会 

●工場環境の保全 
●産業廃棄物の低減 
●省エネルギー対策 
●物流の改善 
●生産工程の改善 
●ＰＲＴＲ制度への対応 
●国内生産関係関連会社との連携 
●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 

環境マネジメント・ 
リサイクル部会 

環境会議の取り組み内容



製品のライフサイクル全ての段階に

おける環境への影響を、予測評価するた

めの手法が、LCAです。これにより、ライ

フサイクルのどの段階で、どのような環

境影響を、どの程度与えているのかを、

部品単位で、定量的に分析・評価するこ

とができます。

三菱自動車では、（社）日本自動車工業

1.環境マネジメント

Environmental Report 2001

7

LCA1）への取り組み
会のLCA研究のワーキンググループに参

加し、LCAの理解を深めてきました。'00

年度には、｢環境会議リサイクル部会｣に

LCA検討チームを設置し、本格的な導入

検討を開始致しました。

'00年度は、ガソリン車と、同クラスの

ハイブリッド車のLCI 2）を試行的に検討

し、そのノウハウの習得と車両構成部品

のデータベースの整備に取り組みまし

た。

2）LCI

（Life Cycle Inventory）
国際規格ISO14040によって、

LCAの枠組みは下図のとおり規格
化されている。LCIはその一部分で、
調査するシステム範囲の入力・出
力のデータ収集のことをいう。

目的と調査範囲の設定 

インベントリ分析（LCI） 
：入出力のデータ収集 

解釈 
：環境影響や 
改善点の 
まとめ 

インパクト評価（LCIA） 
：環境影響の評価 

資源採掘、素材製造 

燃料･素材製造、発電 

部品･車両製造 

燃料製造 

走行、保守 
（部品交換、洗浄） 

解体、破砕 金属リサイクル 

最終処分（管理型埋立） 

金属リサイクル 

海上輸送 

これらの環境影響を 
定量的に分析･評価：LCA

エネルギー 

CO2、NO2、SO2など 
製造 

エネルギー 

CO2、CO、HC、NO2、SO2など 

エネルギー 

CO2、NO2、SO2など 

使用 

廃棄 

自動車のライフサイクルフローとLCA

ガソリン車とハイブリッド車のLCI検討結果

指

数 

0

100

ガ
ソ
リ
ン
車 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車 

CO2排出量 エネルギー消費量 NOx排出量 SOx排出量 製造 

使用 

廃棄 

・ガソリン車を100として指数表示。 
・廃棄での消費量･排出量は微小で、グラフには表れない。 

ISO14040によるLCAの枠組み

1）LCA

（Life Cycle Assessment）
ライフサイクルアセスメント
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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

ネジメントシステムの国際規格である

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1）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。

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。

ISO14001への取り組み

'98/11
'98/12
'98/12
'99/12

'99/9
'00/10
'01/3 

'01/4審査済み

'99/7
'00/2
'00/6

国内
名古屋製作所
水島製作所
京都製作所
トラック・バス生産本部川崎工場

海外関連会社
NedCar（オランダ）
ATC（フィリピン）
MMMA（米国）
MMPC（フィリピン）

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

ISO14001認証取得状況

環境監査

最高責任者 
所長 

環境管理責任者 
プロジェクトリーダー 

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 

*監査チームは3～4名/チームで構成

三菱自動車各製作所での内部環境監査のしくみ

1）東京製作所

'99年12月時点での名称。
'01年5月よりトラック･バス生産

本部川崎工場と改称。
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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

緊急時対応、
環境関連事故、訴訟

三菱自動車は海外事業においても環

境保全活動を推進していますが、とくに

環境先進国が集まる欧州での環境対応

の強化と、EU政府によるELV1）指令2）

に対応するため、'01年1月MRDE3）内に

環境専門チームを発足させました。

環境専門チームは欧州各国法規や技

欧州での取り組み
術の動向、ELVの回収・処理方法やコス

トなどの調査に取り組み、欧州各国の三

菱自動車販売会社と連携して活動してい

ます。

また、提携企業であるダイムラークラ

イスラー社、MCCスマート4）社の環境関

連部門との情報交換を積極的に進めてい

ます。

2）ELV指令

正式名称：ELVに関する欧州議
会および閣僚理事会指令2000/53/
EC（'00年10月21日発効）
ELVが環境に及ぼす影響を最小

限に抑えることを目的とし、環境
負荷物質（鉛、水銀、カドミウム、六
価クロム）の使用禁止、ユーザから
のELVの引き取り、リサイクル可能
率／実効率目標の設定､部品への材
料コード記入、情報公開などを要
求しています。EU加盟各国は'02
年4月21日までにこの指令を遵守
するのに必要な法規を制定します。

3）三菱自動車欧州関連会社

MRDE:Mitsubishi Motor R&D
Europe Gmbh

MMSE:Mitsubishi Motor
Sales Europe B.V.

MMRE:Mitsubishi Motor Marketing
Research Europe Gmbh

MTE: MitsubishiTrucksEurope,S.A

環境技術部 MRDE MMSE 3） 

MMRE 3） 

MTE 3） 

環境専門チーム 

全社的取りまとめ 欧州取りまとめ 

ELV回収処理システム・再利用検討 

市場動向把握 

トラック関連対応 

法規／技術動向 
ELVコスト把握 
解体情報提供 

欧州における環境取り組み体制

1）ELV

（End of Life Vehicle）
使用済み自動車

4）MCCスマート

（Micro Compact Car）
マイクロ｠コンパクトカー｠スマート

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。'00年

度は環境に関連した事故はありませんで

した。

訴訟については、自動車排出ガスによ

る健康影響に関する訴訟（東京大気汚染

公害訴訟）1件が継続中です。



■階層別社員教育

環境保全活動を成功させるためには、

社員一人ひとりの自発的な参加が必要で

す。三菱自動車は新入社員教育や各階層

別社員教育1）の中で、環境に関する教育

を実施しています。その内容は、環境保

全の大切さを訴え、活動参加への意識づ

けを図るものです。

'00年度の参加人数が前年より減ったの

は新入社員数が減少したためです。

この他、各部門においてOJT2）により

啓発教育を随時実施しています。また、三

菱自動車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（'00年度）

毎年6月は環境月間です。三菱自動車

はこの活動を通して、教育、啓発活動を推

進しています。

■啓発

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やイントラ

ネットにより啓発活動を実施しています。

'00年７月には、ホームページ上に「環

境サイト」を開設しました。これは三菱

自動車の環境に対する取り組みを社内外

の方々に分かり易く紹介するものです。

今後、順次更新していく予定です。

年　　　　度 '98年度 '99年度 '00年度

参加人数（名） 1,250 1,317 1,095

公害防止管理者 エネルギー管理者

全社有資格者数（人） 180 55

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連記事の掲載／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」6号（'00/4）、7号
（'00/10）を発行し、社内および関連会社に
配布
（内容：PRTR･廃棄物･省エネルギーの取り組
み）

項　目 内　　容

啓発活動

実践活動

そ の 他

1. 朝礼時、管理者による訓示。
2. 社内報・イントラホームページに環境月
間の関連記事を掲載。

3. 環境関連啓発ポスター、立て看板などの
掲示

4. 全社員および関連会社によるゼロエミポ
スターコンクール開催

5. シンポジウムに参加（パネリスト）

1. 環境関連設備の点検パトロール
2. 廃棄物の処理処分委託業者の管理状況点
検

1. 構内樹木の点検整備
2. 構内協力会社への環境管理説明会実施
3. 近隣小学校へ工場廃水で育てた錦鯉寄贈
4. 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

新 任 作 業 長

新任安全衛生主事

頻度（回/年）

1

1

1

2

1

2～４

インターネット「環境サイト」

ポスターコンクールの作品

2）OJT

（On The Job Training）
日常業務に基づいた訓練
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2-1.目標と実績

2.環境負荷低減への取り組み

項目および方針 '00年度目標 '00年度実績 評価 参照頁 

地球温暖化防止 
・国内'10年燃費目標基準を'05年目
処に達成 
 
・エアコン冷媒使用量の低減 

 
・新型車の燃費向上 
 
 
・省冷媒タイプのエアコンの採用 

 
・新型車の主要モデルで'10年燃費目
標基準を達成 
CVT、GDIターボを実用化 
・'00年発売の新型2車種に採用 

排出ガス低減 
・排出ガス規制強化に早期対応 

 
・低排出ガス車認定制度への順次対
応 
 
・各国排出ガス規制への対応 

 
・販売中の5車種で認証取得 
'00年発売の新型2車種は01年に認
証取得 
・計画どおり順次対応 

環境負荷物質の削減 
・鉛使用量の削減 

 
・鉛使用量削減目標（新型車）の達成
-'00年末以降'96年比1/2以下 
-'05年末以降'96年比1/3以下 

 
・新型車の全てが'05年目標を達成 
 

リサイクルの推進 
・ リサイクル可能率の向上 
 
 
・リサイクル実効率の向上 

 
・リサイクル可能率目標（新型車）の
達成 
-'00年以降90%以上 
・リサイクル実効率向上への取り組み 

 
・新型車の全てが目標を達成 
 
 
・インフラ調査および市場車両の実効
率調査を実施 
実効率向上策の検討を実施 

クリーンエネルギー自動車の開発 
・クリーンエネルギー車の開発 

 
・クリーンエネルギー自動車の開発推
進 

 
・ハイブリッド電気自動車GDI-HEVの
試作・評価を実施 
・大型路線バス用電気ハイブリッド駆
動システムの試作・評価を実施 
・燃料電池自動車の試作・評価を実施 
・天然ガス自動車、電気自動車の要素
技術開発を実施 

工場の廃棄物低減 
・最終処分率の低減 
・埋立処分量のゼロ化 

 
・'90年比80％以上低減 
・名古屋製作所をトップランナーとして
必達 

 
・'90年比94％低減 
・名古屋製作所、京都製作所で達成 

工場の省エネルギー 
・CO2総排出量の低減 

 
・'90年度レベルに安定化 

 
・'90年度比12％低減 

物流の改善 
・木材ケース使用率の低減 
・CO2排出量の低減 

 
・木材使用率： '99年度比18％低減 
・CO2排出量： '99年度比1％低減 
｠（国内乗用車出荷1台あたり） 

 
・'99年度比19％低減 
・'99年度比2％低減 

 
○ 
 
 
○ 

 
△ 
 
 
○ 

 
○ 

 
○ 
 
 
○ 

 
○ 
 
○ 
 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
 

13～15

15，16

17

17，18

18，19

25

26，27

37

 
○ 

 
○ 
○ 

○=達成 △=一部達成 ×=未達成



2.環境負荷低減への取り組み

Environmental Report 2001

12

2-2.開発・商品
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。三菱自動車は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。

上、排出ガス低減、騒音対策、リサイクル

の推進などに積極的に取り組んでいま

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、環境会議商品部会で定期的に方針を

審議し、目標達成状況を確認しながら商

品開発を進めています。

今後も当社の技術力を環境関連技術

の研究開発へ重点的に投入し、商品の環

境対応を進めていきます。

当社は企業理念を「いいものながく」

に制定するとともに、商品・サービスに

共通する3つのコアバリューを設定し研

究開発活動に取り組んでいます。この

考え方は、三菱自動車環境指針に沿った

ものであり、商品開発においても環境保

全への対応を重要なテーマとして位置

付けています。

これら指針のもと、商品開発において

はGDIエンジン1)を始めとする燃費向

研究開発における
環境保全への取り組み

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。
燃料を直接シリンダ内に噴射す

るGDIエンジンは低燃費に加え、
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。'00年度に実用化
したGDIターボエンジンでは、抗ノ
ック性を活かし低燃費・高レスポ
ンスな走りを実現しています。
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ガソリン乗用車においては、'00年度末

までに38型式がこの新基準値を達成し、

'00年度の販売実績では約60%の乗用車

がこの新基準を達成しています。
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の排

出を抑制する必要があります。三菱自動

車では、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

媒の使用量削減にも取り組んでいます。

■継続的な燃費の向上

省エネ法改正により新たに設定され

た燃費目標基準（ガソリン車は'10年、

ディーゼル車は'05年）の達成に向けて、

新型車の投入などを機に、順次対応を進

めています。

'00年度の主な取り組み

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
23.0

18.9

16.1
15.7

12.8
11.1

8.6
8.3

1997 1998 1999 2000 年度 

（km/R） 

車両重量（kg） 
 

'10燃費基準 

　｠ ～702 
703～827 
828～1015 
1016～1265 
1266～1515 
1516～1765 
1766～2015 
2016～2265

21.2 
18.8 
17.9 
16.0 
13.0 
10.5 
8.9 
7.8

平均燃費の推移（ガソリン乗用車）

車両重量区分 

'10年燃費目標基準 

モ
ー
ド
燃
費 

10
・ 
15

ミニカ 
パジェロ 
ミニ 

ランサーセディア 

ディオン シャリオ 
グランディス 

パジェロ 

25

20

15

10

5
1016
～ 1265

1266
～ 1515

1516
～ 1765

1766
～ 2015

2016
～ 2265

828
～ 1015

703
～ 827

（km/R） 

（kg） 

燃費目標基準と当社の主な車種の燃費（ガソリン乗用車） GDIエンジンと主な搭載車種（'00年度末、国内生産車）

適合車 その他 
61%39%

'00年度販売台数比率 適合型式 

型
式
数 

0

10

20

30

40

33
38

'00 '01

'00年度に発売した新型車のランサー

セディア、ランサーセディアワゴンにつ

いては、従来車に比べてサイズが拡大し

ているにもかかわらず、大幅な燃費向上

を実現しています。

■GDIエンジン

燃費性能に優れるGDIエンジンは、'97

年に量産を開始して以来、展開拡大を順

次進め'00年度末では8機種のGDIエンジ

ンを生産し12車種に搭載しています。

年度 
10

'92 '95 '00

15.0

15.0

17.6

12.0

15

20

モ
ー
ド
燃
費 

10
・ 
15

ランサーセディア（1.5R） 

ランサーセディアワゴン（1.8R） 

（km/R） 

燃費基準適合型数と'00年度販売台数比率（ガソリン乗用車）

'00年度発売の新型車と従来車の燃費比較

型式 排気量 主な搭載車種

6Ｇ74 Ｖ6｠3.5R パジェロ、チャレンジャー
6Ｇ72 Ｖ6｠3.0R ディアマンテ、

シャリオグランディス
6Ｇ73 Ｖ6｠2.5R ディアマンテ
4Ｇ64 L４｠2.4R シャリオグランディス、

ギャラン、レグナム
4Ｇ63 L４｠2.0R ディオン
4Ｇ94 L４｠2.0R パジェロイオ、ギャラン、

レグナム
4Ｇ93 L４｠1.8R ランサーセディアワゴン、

RVR
4Ｇ15 L４｠1.5R ランサーセディア、

ミラージュディンゴ
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■GDIターボエンジン

GDIエンジンの持つ優れた特性を活か

した低燃費・高レスポンスなGDIターボ

エンジンを開発し、'00年7月にパジェロ

イオに採用しました。平成12年排出ガ

ス規制をクリアするとともに、ターボ車

としては初めて'10年の燃費目標基準も

達成しています。

■直噴ディーゼルエンジン1）

'00年度は、大型トラック用にターボの

過給率（吸入空気量）及び燃料噴射量と

噴射圧を増大し、高圧で燃焼させること

でさらなる高効率と低燃費を実現した

新高圧燃焼型6M70T52）の直噴ディーゼ

ルエンジンを採用しました。このエン

ジンは、4弁SOHC3）構造、EGR4）、VG5）

ターボチャージャ、コモンレール式電子

制御噴射システム、MIQCS6）燃焼など

を採用し、低燃費化とともに平成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。また、乗用車で直噴ディ

ーゼルエンジンを搭載しているパジェロ

は新燃費目標基準を達成しています。

■トラック・バスのアイドルストップ7）

停車時にエンジンを自動停止し発進

時に自動始動するアイドリングストッ

プ＆スタートシステム（ISS）を、'00年5

月発売のエアロスター（大型路線バス）、

'00年9月発売のエアロミディ（中小型路

線バス）に標準装備、'00年9月発売のキ

ャンター（小型トラック）にオプション設

定しました。

■CVT（無段変速機）

金属ベルトで動力を伝達し連続・無段

階に変速が可能な小型・軽量CVTを開発

し、'00年5月にランサーセディア、'00

年11月にランサーセディアワゴン、'01

年2月にはミラージュディンゴに採用し

ました。

GDIエンジンと組み合わせ、統合制御

することにより低燃費でスムーズな走行

を実現しています。

■大型車両用自動変速機　INOMAT8）

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年より実用化しています。'99年型か

らは、ECU間通信に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。

'00年度は、大型トラック「スーパー

グレート」で9段トランスミッションを

新たに開発し高速路線向けセミトラクタ

に展開、低ファイナルギヤと組み合わせ

ることにより、高速燃費性能を向上させ

ました。

13.0

10.5

8 10 12 14

1.8RGDI
ターボ 

1.8RMPI
ターボ 

（社内比較データ）

10・15モード燃費（km/R） 

GDI-CVT

INOMAT｠シフトレバー

2）6気筒6M70T5系

12.9R｠ターボエンジン

6）MIQCS P16参照

（Mitsubishi Innovative
Quiescent Combustion System）
6M7系エンジンに採用

1）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
く採用されています。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、副室式から直噴式
への切り替えが進められています。

7）アイドルストップ

停車時にエンジンを自動停止し、
燃料消費・排出ガスを低減するシ
ステムで、'00年2月発売のスーパー
グレート（大型トラック）より設定
しています。

8）INOMAT

（Intelligent & Innovative
Mechanical
Automatic Transmission）

パジェロイオ（GDIターボ）の燃費

3）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

4）EGR

（Exhaust｠Gas｠Recirculation）
排気再循環

5）VG

（Variable｠Geometry）
可変ノズルベーン
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■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、部品の統合・

モジュール化など様々な軽量化を進め

ています。

'00年度発売のランサーセディア、ラン

サーセディアワゴンは、車両サイズの拡

大、安全性能の向上などに伴い重量が増

加していますが、高張力鋼板や不等厚鋼

板の使用、SWS1）の採用や各種部品の

構造見直しなどにより重量増を最小限

に留めています。

■積載効率の向上

'00年度発売の大型トラックにクラス最

大の荷台長、荷室容積を実現したショー

トキャブ車を設定し、輸送効率の向上と

輸送コストの低減を可能としました。

ショートキャブ車はキャブ全長を350mm

短縮し、車両全長12ｍ規制のもとでクラ

ス最大の荷台内法長を可能とし、またロ

ーボデータイプの「スーパーグレートFS」

の総輪エアサス車では国内最大の荷室容

積（67ｍ3）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。

'00年度発売のランサーセディアワゴン

についても実車風洞試験や各種シミュレ

ーションによる研究結果を盛り込み、従

来車と比べて空力性能を改善していま

す。

■エアコン冷媒使用量の低減

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。

'00年度発売のランサーセディア、ラン

サーセディアワゴンについても冷媒使用

量を削減した省冷媒タイプのエアコンを

採用していますが、客室容積の拡大など

もあり約5%の削減となっています。

'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。今後も更なる使用

量削減に努めて行きます。

ランサーセディアの衝突安全強化ボデー

トラックの風洞試験

2）Cd

（Coefficient｠of｠Drag）
空気抵抗係数

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よりも高
い温暖化効果を有するため、使用
量の低減と廃車時の確実な回収が
重要です。

1）SWS

（Smart Wiring System）
1本のハーネスで多数の信号を

伝送することで、電装品の増加に
伴うハーネス重量増加や複雑化を
抑制する省線化システム。
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大気汚染防止

■ガソリンエンジンの排出ガス低減

エンジン各部の改良や触媒の組成・配

置の見直し、制御改良などにより排出ガ

スの低減を進めています。

国土交通省低排出ガス車認定制度1）

においては、'00年7月発売のシャリオグ

ランディスより取得を始め、'00年度は5

車種11型式が認定を取得しています。

'01年度から導入されたグリーン税制2）、

グリーン購入法3）に対しては、このうち

の10型式が対応しています。

また、GDIエンジンでは、高温域でも

高い浄化性能と耐久性を持つ高性能な

NOxトラップ触媒、さらに触媒早期活性

化のための燃焼制御技術などの開発で

将来の排出ガス規制強化にも対応でき

る目処を得ており、商品化に向けた開発

を進めています。

■ディーゼルエンジンの排出ガス低減

トラック・バスでは、コモンレールシス

テム、三菱独自の新燃焼方式MIQCS4）

など先進技術採用のほか、ほとんどのエ

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。

'99年度よりキャンター、キャンターガ

ッツ（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9･10･11年度排出ガス

規制に適合しています。

乗用車系の車種では、'00年6月一部改

良のリベロカーゴ・ビジネスワゴンが平

成9･10年度排出ガス規制に適合してい

ます。

更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、DPF5）な

どの研究開発を進めています。

型
式
数 

0
'00/4

0

'01/4

9

2

10

20 良－排出ガス 
優－排出ガス 

低排出ガス車認定型式数

HC NOx

0.08

（g/km） 良－低排出ガス（25%以上削減） 

優－低排出ガス（50%以上削減） 

超－低排出ガス（75%以上削減） 

（10・15モード） 

H12規制値 

パジェロ（3.0RMPI）の排出ガス認定レベル

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 

高圧燃料 

噴射燃料 

リーク 

電磁弁 

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 

コモンレール式燃料噴射装置

MIQCS燃焼
MIQCS燃焼 従来型燃焼

1）低排出ガス車認定制度

低排出ガス車の普及促進のた
めに'00年度より導入された制度
で、ユーザが容易に識別できるよ
う、最新規制値に対する削減レベ
ルで3段階（良、優、超）に分け、
識別用ステッカーを貼り付ける
もの。

2）グリーン税制

低排出ガス車認定かつ'10年燃
費目標基準を達成している車両
に対して自動車税・取得税を軽
減。

3）グリーン購入法

国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律、自動車の
場合グリーン税制適合車が購入
対象品。

4）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。

5）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。



2.環境負荷低減への取り組み

Environmental Report 2001

17

■自治体による低公害車指定制度への

対応

三菱自動車では、排出ガス低減の取り

組みにより、｢七都県市指定低公害車制

度｣1）や｢LEV-６｣2）の大都市の自治体が

進めている低公害車指定制度に対して

も、積極的に対応しています。

'00年度末では、｢七都県市指定低公害

車制度｣に乗用車44型式、トラック・バ

ス75型式で合計119型式が指定されてい

ます。同様に｢LEV-６｣にも'00年度末で

102型式が指定されています。

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、大中型バス、クレ

ーン車の加速騒音規制は'98年10月から

順次2dB強化されており、'00年度はクレ

ーン車やリベロカーゴなどを最新の規制

値に適合させています。

環境負荷物質の削減

乗用車では、これまでも鉛を使わない

ラジエータコアや燃料タンク、ハーネ

ス・ホース類などの採用を進めてきまし

た。'00年度は、新たに鉛を使わないバル

ブシートを開発し新型車に採用していま

す。'00年度発売のランサーセディア、ラ

ンサーセディアワゴンは、'05年末の当社

の自主目標を達成しています。

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、'00年度

発売の新型車では照明用蛍光灯などに極

微量使用しているほかは使用していませ

ん。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

リサイクル性の向上においては、リサ

イクル可能率3）を目標として設定しリ

サイクル容易材および解体容易化構造の

採用、再生材の採用4）などを進めていま

す。

'00年度発売のランサーセディア、ラン

サーセディアワゴンは、リサイクル可能率

の当社の自主目標を達成しています。

低公害車指定制度に指定された型式数推移

鉛
使
用
量 

2000

1000

'00年度 
（ランサーセディア） 

（g/台） 

　　 

　　 '00年末以降1/2*以下 
'00年末以降1/3*以下 

（*'96年度業界平均比） 

自主目標（新型車） 

0

ランサーセディアの鉛使用量削減

リ
サ
イ
ク
ル
可
能
率 

'00年度 
（ランサーセディア） 

'97年度 
（新型車） 

（％） 

'00年末以降90％以上 

自主目標（新型車） 
90

80

85

ランサーセディアのリサイクル可能率

1）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、環境省低
公害車排出ガス指針に基づき評
価、認定を行う制度

2）LEV-６（旧六府県市

低NOx車指定制度）

（Low｠Emission｠Vehicle）
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

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）再生材の採用

'97年から販売店で修理交換さ
れたPP製バンパーを回収し、バ
ッテリートレーやアンダーカバー
などの樹脂部品に再利用してい
ます。
'00年度はトラックの騒音カバ

ーなどにも適用拡大しています。

0

50

100

150

200

指
定
型
式
数
（
型
式
） 

七都県市指定 
低公害車制度 

LEV－６ 

6月 12月 6月 12月 6月 12月 6月 
'97年 '98年 '99年 '00年 

七都県市及びLEV-6 
の基準強化により減少 

七都県市の基準 
強化により減少 



ラックを販売しています。

■ CNG4）自動車

CNG車はCO2の排出量がガソリン車と

比べて少なく、またディーゼル車のよう

な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

社も小型商用車、大型バスなどの車両を

開発し販売しています。

■ハイブリッド電気自動車

エンジンとモーター発電機を組み合わ

せることで排出ガスの低減や大幅な低燃

費化を実現するハイブリッド電気自動車

の開発を進めています。'00年度は、エン

ジンで発電しモーターで走行する大型路

線バス用電気ハイブリッド駆動システム
5）を開発・発表しました。'02年度から

試行運行を計画しています。
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他産業廃材再利用としては、食品容器の

リサイクル材（PP）1）と古紙からなる古

紙入り再生PPエアクリーナケース2）を

新たに開発、'01年度からの採用を計画し

ています。

｠

　また、エンジンオイルなどの油脂類に

ついても長寿命タイプのものを積極的

に採用しています。

クリーンエネルギー車の研究開発
と普及

大気汚染の低減、温室効果ガスの排出

抑制、エネルギー対策などの観点からク

リーンエネルギー車の開発・実用化に取

り組んでいます。'00年度については、新

しい商品の投入はありませんでした。

■LPG3）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。

三菱自動車では、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

ランサーセディアの主なリサイクル対応

古紙入り再生PPエアクリーナーケース

大型路線バスHEV

2）古紙入り再生PP

エアクリーナーケース

この部品は再生材のみで構成
され、乗用車用樹脂成形部品とし
ては初めてエコマーク商品の認
定を受けました。（製造メーカで
ある東京濾器㈱が申請）

5）大型路線バス用電気ハ

イブリッド駆動システム

関連記事をトピックスに掲載。
（P20参照）

2.環境負荷低減への取り組み

食品容器リサイクル材

紙管（古紙） エアクリーナーケース

LPGキャンター

主なCNG車

1）PP

（Polypropylen）
ポリプロピレン

3）LPG

（Liquid｠Petroleum｠Gus）
液化石油ガス

4）CNG

（Compressed｠Natural｠Gas）
圧縮天然ガス
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このほかにも高所作業車キャンター

HEV1）2）の開発や経済産業省のプロジ

ェクト3）でCNGハイブリッドトラック

の開発などに取り組んでいます。

また、乗用車ではトルク制御の自由度

や始動性に優れたGDIエンジンとモータ

ーを組み合わせたGDI-HEVの試作・評価

を実施しました。実用化に向けてより

廉価なシステムの開発を進めています。

■燃料電池自動車

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。

三菱自動車も三菱重工と共同開発に

取り組み、'00年度は、試作車の製作・評

価を実施しました。

0
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LPG自動車 
CNG自動車 
ハイブリッド自動車 

00年度 

販
売
台
数
（
台
） 

クリーンエネルギー自動車の販売実績推移

2）高所作業車

キャンターHEV

エンジンで発電しながらモー
ターで走行、住宅地では発電用エ
ンジンを停止したまま近距離移
動も可能なシステム。高所作業
で必要な動力をエンジンを使わ
ずバッテリーから供給すること
で作業現場の騒音環境も改善し
ます。

3）経済産業省の

プロジェクト

経済産業省の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。

4）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。

1）HEV

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

■クリーンエネルギー車の普及

三菱自動車はLPG自動車やCNG自動

車などのクリーンエネルギー車を開発

し、普及に努めています。

'00年度は、LPG自動車528台、CNG自

動車423台、ハイブリッド自動車4）8台を

販売しました。
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三菱自動車では、このたび大型路線バス用として高

性能モーター、発電機、新開発リチウムイオン電池およ

び低排出ガスディーゼルエンジンを組み合わせた、実

用性の高い高効率、低公害の電気ハイブリッド（HEV）

駆動システムを開発しました。

本駆動システムは、三菱エアロスター・ノーステッ

プバスに搭載。新開発ワイドシングルタイヤ採用と合

わせ広々した室内平面床面積を実現。バリアフリー、

低公害、低燃費を高次元で成立させる究極の路線バス

として'02年度には試行運行を行い、ユーザーの評価を

得た上で'03年度には本格的に販売を開始する予定で

す。

1.コンポーネント概要

（1）HEV駆動システム

エンジンを発電の為だけに使用するシリーズ式ハイ

ブリッド方式を採用し、エンジンを効率および排出ガ

ス性能の最良点で定回転運転するとともに、回生ブレ

ーキによって制動エネルギーを回収します。さらに、

停車時やEV（電池）走行が可能な場合にはエンジンを

停止します。これらにより、エンジンの運転を走行条

件に高精度にマッチング可能となり、新短期規制以降

に予想される厳しい規制レベルのNOx、PMに対応出来

る能力を持っています。

トピックス

大型路線バス用電気ハイブリッド
（HEV）駆動システムを開発

方式

発電用エンジン

発電機

駆動モーター

制御

電池

シリーズ式ハイブリッドシステム

6M6（8.2RR）ディーゼルエンジン

100kW

最大150kW×2

制動エネルギー回生付VVVFインバータ制御

高性能648Vリチウムイオン電池

高性能 
リチウムイオン 

電池 

インバーター 

駆動用 
ツインモーター 発電機 

発電用エンジン 

EV走行用 
補機駆動モーター 

（パワステ、ブレーキエア） 

減

速

機 

（2）新開発リチウムイオン電池

今回新開発したリチウムイオン電池は、HEVバス用

として充電受け入れ性（入力密度）の増大により、制動

エネルギー回収時の効率を大幅に向上。エネルギー密

度が大きいためEV（電池）走行頻度が高いうえに、出力

密度も大きいため充分な加速性能を確保しています。

入力密度｠W/kg

出力密度｠W/kg

エネルギー密度｠W/kg

リチウムイオン電池

新型 従来型

425 165

1000 1050

60 92
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トピックス

従来車

（3）ワイドシングルタイヤ（リヤ）

コンパクトで高出力のモーターと、後輪にワイドシ

ングルタイヤを採用する事によりアクスル、サスペン

ション構造の変更なしに後輪部の通路幅拡大（当社比

1.4倍）を実現しました。

サ イ ズ

ころがり抵抗

重  量

435／45Ｒ22.5

15%低減（従来ダブルタイヤ比）

18％低減（従来ダブルタイヤ比）

2.燃費・排出ガス性能

（1）燃費レベル

新開発のリチウムイオン電池を採用し、制動時には

モーターを発電機として制動エネルギーを高効率で回

収。電子制御主ブレーキシステム（EBS）との協調制御

により制動エネルギーの80％以上を回生する事が可能

となり、従来のディーゼル流体式A／T車と比べて1.7倍

の大幅な燃費向上を実現（当社比）しています。

（２）排出ガスレベル

シリーズ式ハイブリッド方式では車速や走行負荷の

HEV

1.5倍 1.7倍 
燃
費（
km 
／

R
） 

M/T A/T

影響を受けずエンジンを定回転運転し、さらに制動時

には回生ブレーキによってエネルギーを回収するた

め、エンジン回転の全域を使用する従来車と比較し排

出ガスを大幅に低減可能です。

3.大型路線バスへのHEV適用について

エンジンと発電機をセットで車両最後部に横置きに

搭載し、電池を屋根部に設置することにより、ノーステ

ップ車体構造が実現可能となりました。また、従来車

に対し後輪部の床面積の拡大、更に最後部座席位置後

退による床面積の拡大と扉の設置位置の自由度が増大

しています。

走行性能は都市内走行に充分な性能を確保しなが

ら、電気モーター駆動ならではの変速ショックの無い

スムーズな加速も実現可能です。

運転操作は、電気モーターによるフルオートマチッ

ク駆動の採用によりクラッチ操作も不要です。

50％ 
～70％ 
低減 

HEV 従来車 HEV 従来車 

80％ 
～90％ 
低減 

Ｐ
Ｍ
排
出
量 

NOx
排
出
量 

発電用ディーゼル
エンジン

補機駆動モーター

ワイドシングルタイヤ

インバーター発電機

駆動用ツインモーター

リチウムイオン電池
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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 

ランサーセディア 

'00年5月 

ランサーセディア｠ワゴン 

'00年11月 

ランサー 
エボリューション｠Ⅶ 

'01年2月 

5 5 5

GH-CS2A GH-CS5W GH-CT9A

型式 4G15 
（GDI） 

4G93 
（GDI） 

4G93 
（MPI T/C） 

排気量（R） 1.468 1.834 1.997

種類 DOHC 16V 
4気筒 

DOHC 16V 
4気筒 

DOHC 16V 
4気筒｠T/C

使用燃料 無鉛レギュラー 
ガソリン 

無鉛プレミアム 
ガソリン 

無鉛プレミアム 
ガソリン 

燃料供給装置 筒内直接噴射 
（電子制御） 

筒内直接噴射 
（電子制御） 

ECIマルチ 
（電子制御） 

最大出力（ネット）（kW（PS）/rpm） 74（100）/6000 96（130）/6000 206（280）/6500

最大トルク（N・m（kg・m）/rpm） 137（14.0）/3500 177（18.0）/3750 383（39.0）/3500

駆動方式 2WD 2WD 4WD

変速機 CVT CVT 5M/T

車両重量（kg） 1130 1220 1400

 10・15モード燃費（km/R） 16.8 15.0 9.6

 CO2排出量（g/km） 140 157 247

 参考 

 適合騒音規制レベル 騒音 

CO

HC

NOx

H22年燃費 
基準適合 

H22年燃費 
基準適合 － 

良－低排出ガス 良－低排出ガス H12年規制 

0.67 0.67 0.67

0.06 0.06 0.08

0.06 0.06 0.08

PM － － － 

H10年規制 H10年規制 H10年規制 

エアコン冷媒HFC134a使用量（g） 550 550 550

鉛使用量 当社'05年末目標 
（'96年比1/3以下） 

達成 

当社'05年末目標 
（'96年比1/3以下） 

達成 

当社'05年末目標 
（'96年比1/3以下） 

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、インパネなど バンパー、インパネなど 

リサイクル材料の使用 エアクリーナケース、エア
ダクト、吸音材、遮音材な
ど 

エアクリーナケース、エア
ダクト、吸音材、遮音材な
ど 

エアクリーナケース、エア
ダクト、吸音材、遮音材な
ど 

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、'00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。
なお、ランサーセディア、ランサー

セディアワゴンについては'01年5
月の一部改良により発売当初か
ら環境データに変更があったた
め一部改良後のデータを記載し
ています。

乗用車の環境データ1）

'00年度に発売した新型車の環境データ

ランサーセディア ランサーセディアワゴン ランサーエボリューション｠Ⅶ
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2-3.調達・生産
（1）調　達

　環境に配慮した製品づくりをさらに前進させるには、三菱自動車と関係す
る全ての取引先との協力が必要不可欠と考えています。
　部品・資材などを納入する取引先と協力し合うことによって、環境保全活動
を推進していきます。

を要請しました。

具体的な要請内容は下表に示した2項

目であり、そのうち｢環境マネジメントシ

ステムの自主的な構築｣のため、'03年度

末を目処にISO14001の認証取得を依頼

致しました。

認証取得に向けた取り組みを通し、

取引先も｢環境マネジメントシステム｣の

自主的かつ効率的な構築が可能となり、

環境負荷の継続的な低減を図ることが

できます。

この結果、社会ニーズに合った環境負

荷の少ない製品の製造が効率的に実現

できるのです。

自動車は購入品の比率が高いため、部

品や資材などを調達する取引先と協力

して環境保全活動に取り組む必要があ

ります。三菱自動車は環境負荷の更な

る低減を目指すために、環境負荷を出来

るだけ低減した部品・資材などを調達す

ることを｢グリーン調達｣と位置付け、調

達段階での環境取り組みを開始しまし

た。

調達段階での環境保全活動のガイド

ラインを明確にした｢グリーン調達ガイ

ドライン｣を策定し、資材・部品などを調

達する主要な取引先約400社1）にガイド

ラインに沿った環境保全活動への協力

調達における環境への
取り組み

グリーン調達ガイドライン

取引先への説明風景

項　目 内　　容

1

2

環境マネジメント
システムの自主的な構築

環境負荷物質の
管理と提示

ISO14001認証の取得
期限：～'03年度末（目標）

弊社に納入する部品・資材などに含まれる環境負荷物質（当社規定）の含有量の
提示および削減
期限：導入準備中

取引先への協力要請内容

1）主要な取引先

部品取引先を中心とした三菱自
動車の協力会である柏会会員企業
および主要資材取引先
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（2）生　産
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。

の構成部品を各専門メーカーから調達

し組立を行っています。

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。

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。

●工場環境の保全

●廃棄物低減と地球資源の有効利用

●省エネルギーによる地球温暖化防止

●物流改善

●生産工程の改善

●PRTR 制度への対応

●新規立地及び建設における環境配慮

●国内外の関連会社との連携等

■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

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

名
古
屋
製
作
所

水島製作所

大江工場

岡崎工場

トラック・バス
生産本部
川崎工場

ディアマンテ
ストラーダ（輸出専用）
チャレンジャー
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
パジェロイオ

ディオン
ランサーセディア
ミラージュ（輸出専用）
ランサー（輸出専用）
ミラージュディンゴ
リベロ（輸出専用）
リベロカーゴ
デリカスターワゴン

（輸出専用）
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

（'01年3月）

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、
小型トラックの架装

●パジェロ製造（株）
パジェロ

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 

トラック･バス 
分科会 

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 

トラック用トランスミッション、歯車関係部品 

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 

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 

機械加工 

生産工程 

'01/9末車体ラ
イン閉鎖予定 

'00/4CVT工
場として新規
立ち上げ 

 
 

'01/5工場閉鎖 

備考 

 

 
 

京都製作所 

京都工場 
 

滋賀工場 
 
 

八木工場 

 

トラック・バス
生産本部 

 川崎工場 

丸子工場 

中津工場 

環境会議「生産部会」の推進組織（'01年8月）
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あたりのエネルギー使用量は増加して

います。

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。

■環境負荷低減型生産技術の開発

低温・低スラッジタイプの塗装前処理

化成剤を開発し、省資源、省エネルギー

及び、副産物の発生抑制を図りました。

■省エネルギー／省資源　

三菱自動車では、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、電力・都市ガス・石

油類・コークス等多種類のエネルギーを

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みました。

これまでにコージェネレーションシステ

ム1）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。

また、生産台数の減少に対処するため、

生産ラインの統廃合や操業形態の見直し

等により生産の合理化も進めています。

'00年度のCO2総排出量は'90年度比

12％の削減となりました。しかしなが

ら、売上高が減少しているため、売上高

主な取り組み状況

'90

679

17.2
16.2 15.8

16.7
15.9 16.0 15.6 15.4 15.4

16.6 16.9

年度 

0

200

400

600

800

1000

14

16

18

千 

t-CO2

／
億
円 

S

千 

CO2総排出量 

売上高あたりエネルギー使用量 

'91

705

'92

706

'93

701

'94

720

'95

691

'96

690

'97

662

'98

626

'99

611

'00

594

340千S/年 
購入電力 

63％ コージェネ用 
都市ガス 

都市ガス 

灯油・重油 

その他 
（購入蒸気・ガソリン・ 
軽油・コークス） 

11％ 

14％ 

4％ 

8％ 

'00年度エネルギー使用量の内訳

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00年度 

K千 /年 工業用水 

0

2000

4000

6000

8000 井戸水 
上水 

K千 /年 
約7600

上水 
15％ 

工業用水 
57％ 

井戸水 
28％ 

用水量の推移

'00年度用水の使用比率

大江工場 92/10

京都工場 97/10

川崎工場 00/07

1）コージェネレーション

システム

ガスタービンによる熱電併給設
備。

エネルギー使用量の推移

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 年度 

1 2 2 2 2
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大江工場導入 
（'92/10） 

京都工場導入 
（'97/10） 

川崎工場導入 
（'00/7） 

％ 

0

5

10

15
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全電力に占めるコージェネ比率（全社比）

コージェネ（川崎工場）

項 目

動力費の
低　減

副産物の
低　減

副資材の
低　減

効 果

スチーム使用量を26％
低減
（管理温度43℃⇒35℃）

化成スラッジを30％
低減

化成剤使用量を10％
低減
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整材料としての用途拡大等により'99年

度と比較し約4千トン低減の4.2千トンに

なりました。これは'90年度比94％低減

に相当します。

■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、「2000年度

末までに、最終処分量を'90年度比80%低

減」を掲げて活動した結果、'00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

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

最終処分量の推移

合計 
4.2千t/年 

鉱さい 
38％ 

汚泥 

廃プラス 
チック類 

その他 

34％ 

8％ 

4％ 

5％ 
4％ 

2％ 5％ 

一般廃棄物 
雑芥 
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金属屑 

'00年度最終処分量の内訳
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■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。

窒素酸化物（NOx ）

低NOxボイラーの導入や、低NOxバー

ナの使用により、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。

■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。

■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

ロ化に取組んでいます。

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では

モデル工場として、'01年3月末、焼却灰

の資源化を含めた埋立処分ゼロ化を達

成しました。

また、京都製作所においてもゼロ化の

社内ガイドラインを達成しております。

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

ガラス･陶磁器
屑類

集塵ダスト

研磨スラッジ

焼却灰

紙類

再資源化事例

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

路盤材

セメント原料

セメント原料

路盤材

再生紙

SOx排出量の推移
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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、COD3）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。

■富栄養化4）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

ムを組み合わ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

VOC1）

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、生産

工程の改善により、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

部品洗浄等でテトラクロロエチレン

及びジクロロメタン等を使用していま

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た結果、'98年度末

までに前倒し全廃しました。

■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CFC2）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。

塩素系洗剤使用量
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1）VOC

（Volatile Organic
Compounds）
揮発性有機化合物

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

2）CFC

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

4）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

3）COD

（Chemical Oxygen
Demand）
化学的酸素要求量
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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。また、ダイオキシン

排出抑制の根本対策として、一部廃棄

物焼却炉の廃止も検討して行きます。

油剤使用量の推移

'97 '98 '99 '00 年度 

非塩素系 

塩素系 

0

1,000

2,000

3,000

ト
ン
／
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●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きた結果、川崎

工場で塩素フリー化を達成しました。

　'00年度末時点の全油剤使用量に占め

る塩素系油剤の使用比率は8.5％でし

た。引続き完全塩素フリー化に向け、

継続的な改善に取組んで行きます。

　尚、'00/4から生産を開始した、京都製

作所八木工場（CVT 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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実施する他、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。

'99年度PRTR調査結果は下記のとお

りです。

PRTR法調査対象354物質のうち、当

社の取扱い物質は22物質でした。排出

移動等の内訳は、環境への排出が取扱量

の36%、廃棄物移動が1%、その他（リサ

イクル・消費・除去）が63%でした。

■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

（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 

安全衛生委員会 
① 

③ 
② 

④ ⑤ 

⑦ 
⑥ 購入依頼 

使用可否 
判断・指示 

新規導入時 
調査書送付 

（必要に応じ） 

MSDS2）入手 

化学物質の有害性事前審査システム

物質 
番号 化学物質名 取扱量 

 
亜鉛の水溶性化合物 43.91

リサイクル 

0.0

廃棄物 

移動 

8.8

土壌 

0.0

水域 

排出 その他 

1.1

大気 

0.0

消　費 

34.0

除去量 

0.0

アジピン酸ビス（2-エチルヘキシル） 34.39 0.01.00.00.00.0 33.3 0.0

2-アミノエタノール、モノエタノール 19.516 5.71.40.010.30.0 0.0 2.0

ビスフェノールAエポキシ樹脂 12.330 0.00.30.00.00.0 12.0 0.0

エチルベンゼン 93.140 0.00.00.00.00.1 92.9 0.0

エチルグリコール 2,259.143 0.00.00.00.00.0 2,259.1 0.0

キシレン 3,107.763 351.418.70.00.02,121.9 486.3 129.4

クロム及び3価クロム化合物 87.468 0.00.20.00.00.0 87.3 0.0

エチルグリコールモノエチルアセテート、酢酸2-エトキシエチル 8.0101 0.30.00.00.07.4 0.0 0.2

HFC-141b（1-ジクロロ-1-1フルオロエタン） 1.5132 0.00.00.00.01.5 0.0 0.0

1，3，5-トリメチルベンゼン 1.3224 0.00.00.00.00.0 0.0 1.3

トルエン 2,731.4227 386.830.30.00.0960.3 1,073.8 280.2

鉛及びその化合物 19.2230 0.01.00.00.00.0 18.2 0.0

ニッケル化合物 12.0232 0.06.80.01.20.0 4.0 0.0

フェノール 22.4266 0.00.00.00.01.9 20.5 0.0

フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 2.1272 0.00.10.00.00.0 2.0 0.0

フッ化水素及びその水溶性塩 5.6283 0.01.10.04.50.0 0.0 0.0

ベンゼン 63.3299 0.00.00.00.00.4 62.9 0.0

ポリ（オキシエチレン）=ノニフェニルエーテル 4.1309 1.10.00.03.10.0 0.0 0.0

ホルムアルデヒド（非意図性的生成物質） 21.4310 0.00.00.00.015.3 0.0 6.1

マンガン及びその化合物 95.3311 0.08.70.01.40.0 85.2 0.0

ダイオキシン類 2.4179 0.00.60.00.01.7 0.0 0.0

8,644.9合　　　計 745.378.30.021.63,108.9 4,271.6 419.2

PRTR環境汚染物質排出・移動量（'99年度）

注）1.物質番号はPRTR法第1種指定化学物質ごとの政令番号を示す。
2.単位：t／年、ダイオキシン類の単位は（g-TEQ/年）
3.調査時点における排出･移動等の区分は、経団連自主的取組の定義による

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。

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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■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環境取り組み

を要請するとともに、法規制の動向等に

関し、情報交換を行っています。

また、関連取引先企業110社を対象に

年２回「工場環境トピックス」を発行し

法規制等の動向等、環境問題に関する

各種情報の提供を行っています。

■PCB1）の保管　

トランスやコンデンサに絶縁油とし

て封入されているポリ塩化ビフェニール

については、法に基づき適正に保管して

います。

'00年度末における使用済みトランス

及びコンデンサーの総保管台数は954台

となっています。

関連会社との連携

1）PCB

ポリ塩化ビフェニール

■海外工場での取り組み

三菱自動車環境会議生産部会では、定

期的（年2回）に海外主要7工場と連携を

取り、現地工場の環境保全状況について

フォローしています。

今後、更に海外工場と積極的な交流を

図り、グローバルな環境取組みについて、

推進して行きます。

（フォロー内容）

①エネルギーの使用状況

②ISO14001認証取得状況

③化学物質の取組

④現地法規制の動向

⑤地域社会との関連

⑥規制値と対応状況

⑦廃棄物の処理処分状況

⑧特定施設等の設置状況

工場環境トピックス
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トピックス

ゴミ｢ゼロ｣への挑戦
我国では埋め立て処分場が逼迫し、重大な社会問題となっています。
三菱自動車は全社的取り組みとして、従来より廃棄物の埋め立て処分量低減に継続的に取り組んできま
した。その結果、'01年3月に名古屋製作所と京都製作所で埋め立て処分量のゼロ化を達成しました。
ここでは名古屋製作所におけるその挑戦の記録を紹介します。

ゼロ化挑戦パート１：混合廃棄物の分解・分別

◆社員の強い拒否反応！　　　
最初は強い拒否反応から始まった。
●どこまで分解させるつもりだ！
●そんな時間はない、工数を保証してくれ！
●一つ一つの部品の分解リストを作ってくれ、
それがなければやらない !

管理者の意識も低かった。
●担当者に言っておく…。 取り組み開始前のごみ置き場

◆意識改革（「そんなことできるか？」から「やってみよう ! 」への転換）
●会社も一般家庭と考えれば出来ないことは無いはず！
●混ぜれば埋立てゴミ、分別すれば資源！
●自分で出した廃棄物は自分で分解・分別する　そこまでが自分の仕事！

［施策１］
みんなの意識を変える為、各部で廃棄物の点検日を設定してもらい、環境担当グ
ループと動力施設課のメンバーが延べ40回、分解・分別の立ち会い指導を実施。
そこで一緒に作業をすることにより､分解･分別の手法をお互いに､試行錯誤しな
がら学んだ。

［施策２］
管理職にも意識を変えてもらうため、延べ64人の管理職（課長級）に率先垂範、
廃棄物の分解・分別作業を体験してもらった。

分別作業

◆意識向上　　　
成果が出てくると、皆の意識がさらに向上。
●こんなに少なくなるとは思わなかった！
●これをなんとかリサイクルしたい！

整然と分別されたごみ置き場

◆意識の向上から徹底へ！　　　
さらなる徹底に向け、次の取り組みを実施。

［施策１］
古紙分別認定制度の導入と認定者の活用（約1,500名）。

［施策２］
情報の共有化 ⇒ 社内報や構内放送活用による、ごみゼロ達成状況等の情報提供。
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トピックス

ゼロ化挑戦パート２：リサイクル用途の開拓

◆社員により分別（リサイクル用途別に46分類）された資源の有効利用先については、可能性のありそうな
専門業者に手当り次第交渉したが、先方が要求する性状・成分・量・継続性など、スペックにマッチしない
ことが多く、試行錯誤の繰返しであった。

◆現段階では資源として活用出来ない可燃性廃棄物については、サーマルリサイクルを行い、省エネルギー化
につなげた。

◆従来埋め立て処分されていた塗装・化成スラッジや機械研磨粉がセメント材料に、また、研磨砥石類が路
盤材にリサイクルできるようになった。社員駐車場工事にも「リサイクル路盤材」を採用。

塗装・化成スラッジ 機械研磨粉 研磨砥石 駐車場工事

◆最終的に残った焼却灰の資源化について試行錯誤の結果、溶融固化することにより路盤材として使える目
処が立ったため、処理費的にはアップするが埋立処分場の逼迫及び資源化の必要性から、溶融固化による
路盤材化リサイクルに踏み切ることとした｡

焼却灰 電気炉内で約1600℃に加熱し
溶融させる

冷却すると石状のスラグになり、
それを細かく砕いて路盤材にする

道路に使われる路盤材

ゼロ化挑戦パート３：今後の取り組み

◆資源化リサイクル用途の開発並びに教育・啓発の継続
◆生産に伴なう副産物発生量の抑制並びに一般ごみの削減
◆トータルコストの低減

埋立処分量ゼロ化達成！ 

➠ ➠ ➠
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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 42

COD

BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

10 6.8 0.9 2.6

ボイラー ppm 100 68

乾燥炉 ppm 250 140

焼却炉 ppm 200 170

小型ボイラー g/Nm3 0.1 0.003

ばいじん 
ボイラー g/Nm3 0.1 0.01

乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.005

焼却炉 g/Nm3 0.1 0.1

SOx（燃料S分規制） wt % 1 0.006

SS

10 7.6 2.9 4.6

油分 

10 3.0 0.5 0.9

全窒素 

2 1.0 0.5 0.5

全リン 

60 9.6 2.0 6.1

銅 

8 0.08 0.02 0.05

マンガン 

0.5 0.01 0.01 0.01

全クロム 

3 0.4 0.1 0.14

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 60 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 37 36

焼却炉 ppm 74 70

ガスタービン ppm 39 36

ボイラー g/Nm3 0.2 0.003

ばいじん 
乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.000

焼却炉 g/Nm3 0.4 0.132

ガスタービン g/Nm3 0.04 0.000

SOx（燃料S分規制） wt % 0.05 0.004

SS 20 17.0 3.0 7.8

油分 5 2.1 0.5 0.6

全窒素 60 5.30 0.2 3.9

全リン 8 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：2,119人
（'01年3月）

大江工場

従業員：1,829人
（'01年3月）

岡崎工場

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 47

COD

BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 3.5 3 3.5

溶解炉 ppm 200 41

加熱炉 ppm 180 60

乾燥炉 ppm 230 17

ボイラー g/Nm3 0.1 0.002

ばいじん 

溶解炉 g/Nm3 0.1 0.004

加熱炉 g/Nm3 0.2 0.009

乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.026

焼却炉 ppm 250 100

ガスタービン ppm 70 44

焼却炉 g/Nm3 0.5 0.070

SOx（燃料S分規制） wt % 0.5 0.101

SS

20 2.6 1 1.2

油分 

70 15.8 2 4.1

全窒素 

5 1.9 1 1

全リン 

60 16.2 0.2 0.55

8 0.31 0.07 0.53

mg/I銅 3 0.04 0.04 0.04

mg/I亜鉛 5 0.05 0.04 0.04

mg/Iマンガン 10 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02

mg/I全クロム 2 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02

京都製作所京都工場

大気 水質

従業員：2,872人
（'01年3月）

京都工場
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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 42 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 6.5 1 3.3

COD mg/I 20 7.1 0.7 4.4ボイラー g/Nm3 0.1 0.004

SS 20 8.6 0.5 2.6

油分 5 0.8 0.5 0.6

全窒素 8 3.1 0.5 1.8

全リン 0.6 0.3 0.1 0.14

銅 1 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

亜鉛 1 0.07 0.06 0.06

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

大気 水質

従業員：509人
（'01年3月）

滋賀工場

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 79 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

10 2.5 1.5 1.9

COD mg/I 20 1.1 0.6 0.95加熱炉 g/Nm3 180 83

ボイラー g/Nm3 0.1 0.001

加熱炉 g/Nm3 0.2 0.003

SS 20 1 0.5 0.68

油分 2.5 0.6 0.5 0.53

全窒素 60 10.1 5.4

0.1

6.85

全リン 8 0.1 0.1

0.010.01 0.01

0.050.05 0.05

＜0.1＜0.1 ＜0.1

＜0.01＜0.01 ＜0.01

銅 1.5

亜鉛 2.5

マンガン 5

mg/I全クロム 1

京都製作所八木工場

水質

従業員：150人
（'01年3月）

八木工場

大気

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 71.6 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

20 19 3 10.5

乾燥炉 ppm 230 81.3

焼却炉 ppm 250 84

ボイラー g/Nm3 0.1 0.009

ばいじん 乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.001

焼却炉 g/Nm3 0.1 0.021

SOx（燃料S分規制） wt % 0.5 0.31

COD 20 19 2.5 10.5

SS 20 7 0.7 2.9

油分 1 0.9 0.2 0.5

全窒素 60 9.2 5.8 7.5

全リン 8 7.2 1.3 4.7

銅 3 ND ND ND

亜鉛 5 0.04 0.04 0.04

mg/Iマンガン 10 0.16 0.16 0.16

mg/I全クロム 0.5 ND ND ND

mg/I鉛 0.1 0.01 0.01 0.01

従業員：4,899人
（'01年3月）

水島工場

ND:Non Detected

検出限界以下
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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 29 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

300 15 0.9 8.7

ボイラー g/Nm3 0.2 0.004 SS 300 14.5 1 7

油分 5 3.9 0.9 2.6

全窒素 150 13 8 11

全リン 20 0.47 0.08 0.28

銅 3 ND ND ND

亜鉛 3 ND ND ND

マンガン 1 ND ND ND

トラック･バス生産本部丸子工場（'01年5月工場閉鎖）

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 73 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

300 0.6 0.1 0.3

ボイラー g/Nm3 0.3 0.1 SS 300 4 0.1 1.3

油分 5 4.7 0.1 1.8

全窒素 150 7 0.5 3.8

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

トラック･バス生産本部中津工場

大気 水質

注）下水道へ放流

大気 水質

トラック･バス生産本部川崎工場

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 45 BOD mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

mg/I

300 80 0.5 24

暖房機 ppm 150 73

乾燥炉 ppm 250 15

ガスタービン ppm 100 5

ボイラー g/Nm3 0.05 0.002

ばいじん 
暖房機 g/Nm3 0.05 0.002

乾燥炉 g/Nm3 0.2 0.005

焼却炉 g/h

0.2

1564・506

0.05

487・74

ガスタービン g/Nm3 0.001

SS 300 70 0.1 11

油分 5 1.8 0.5 1.2

全窒素 150 8.9 7.2 7.7

全リン 20 4.6 0.1 2

銅 3 ND ND ND

亜鉛 3 0.41 0.09 0.17

mg/Iマンガン 1 0.27 ND 0.18

従業員：3,400人
（'01年3月）

川崎工場

従業員：―

丸子工場

従業員：200人
（'01年3月）

中津工場
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2-4.物流

トラクターに「デジタル式タコグラフ」4）

を導入し、運行管理の効率化とエコドラ

イブを推進しています。

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｡

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、

'00年度の国内乗用車輸送における出荷1

台あたりCO2排出量1）は、海上輸送の拡

大などにより'99年度比2%低減の45.7kg/

台（CO2 重量換算）となりました。

'01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2）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3）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」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｡ 

■アイドリングストップ、エコドライブ

　の推進

無用なアイドリングの禁止、経済速度

での運行、急発進、急加速禁止等の指導

と徹底に取り組んでいます。また、積載

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、木材・

合板にて製作し、現地で廃却する従来の

方式から、スチール製リターナブルラッ

ク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BOX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、'00年度の木材梱包ケースの売上

高あたり使用量は、'99年度比で19%の削

減を達成しました｡

1）CO2排出量

昨年度までは輸送延べ台数1台あ
たりのCO2排出量で表現していま
した。

2）海上輸送

3）鉄道輸送

4）デジタル式タコグラフ

乗務員の詳細な運行状況（時間･
速度･距離･エンジン回転数等）を
データで収集し､コンピュータで
分析・解析できるので､運転効率の
向上を促進できる｡
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［乗用車系販売会社の取り組みの様子］

　交換したバンパー

の保管や、廃棄物の

分別の徹底など、よ

り改善を進めていき

ます。

1）全国の販売会社

（'01年3月末現在）

乗用車系特約販売会社
（ギャラン店・プラザ店） 234社
ふそう系特約販売会社 36社
部品販売会社 13社

計｠283社

［販売会社社内システム］

1. 経営トップ（販売会社社長）によ
る環境取り組み宣言

2. 環境取り組み体制づくりと責任
者の明確化

3.現状把握と取り組み計画の策定

　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。

三菱自動車は、販売会社における環境

取り組みの活動方針を、ISO14001の手

法を取り入れた形で三菱自動車販売協

会の協力を得ながらまとめました。こ

の内容にもとづき全国の乗用車系、ふそ

う系、部品の全ての販売会社1）は、各社

長自らの陣頭指揮により、各責任の所在

を明確にした社内横断的な体制のもと、

全社的な環境取り組みに対する社内シ

ステムを構築しました。

［活動項目］

●廃油廃部品処理

●交換バンパーリサイクル回収

●サービス工場の廃水処理

●使用済み自動車処理

●エアコン冷媒の回収

●エアバッグの適正処理

●事業系一般ゴミ処理

以上､7つの項目について具体的活動

を通じ､全従業員の環境意識を高め､一

層積極的な取り組みと継続的改善を行

っていきます｡

'01年4月から施行された｢廃棄物の処

理及び清掃に関する法律｣の改正により、

排出事業者の責任が更に強化されまし

たが、三菱自動車販売会社ではこれらの

取り組みにより万全の対応を行ってい

ます。

販売会社における
環境保全への取り組み

［ふそう系販売会社の取り組みの様子］

　廃棄物が大きいので､特に保管におい

て場所や、方法を工夫しています。

［部品系販売会社の取り組みの様子］

　直接産業廃棄物は発生しないので､事

務所に重点をおいて活

動を開始しています。



■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
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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

エアコンを導入しています。また、販売

会社においては、旧冷媒と同様HFC-

134aについても回収機の積極的導入を

進めており、一層の適正処理に努めてい

ます。

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 

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 

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

出典：IPCCレポート（1995）

フロン回収・破壊システム

■エアバッグの回収

エアバッグは、'00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'99年よりスタートさせ、三菱自

動車もそれに協力しています。



■バンパー回収・リサイクル

三菱自動車は、'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

よび近畿地区で廃バンパーの回収（約

4000本/月）をしていましたが、'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68,000本の回収を行いました。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、トラックのホイルカバー、

エアクリーナケースなどを現在生産中で

す。更に、低コストな塗膜はく離法と組

み合せて、バンパーの生産（補用部品）も

検討しています。
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部品の回収・再生
■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整備

し、販売しています。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

の廃棄物削減につながることから、品目

の拡大を検討中です。

■中古部品の販売の試行

三菱自動車は資源の有効活用を促進す

る取り組みの一環として大手リサイクル

部品ネットワークと提携し、全国で発生

する解体車から再利用可能な部品をリサ

イクル部品として商品化し、販売の試行

を開始しました。

試行地区（東京、神奈川、千葉全域及び

茨城の一部）の販売会社でお客様がリサ

イクル部品を希望される場合は、リサイ

クル部品ネットワークのリサイクル部品

を検索し、希望の部品があればそれを活

用して修理をすることを可能としていま

す。

この試行結果により、地区拡大等展開

を進めていきます。

プラスチックのリサイクル

マテリアルリサイクルは、原材
料として再利用する方法で最も
一般的なリサイクル方法です。
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う分解して
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、コス
トが高く経済的に実施困難な状
況にあります。

バッテリーカバー

アンダーシール

ホイールハウスタイヤカバー

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 

乗用車部品への利用例

トラック部品への利用例
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■自動車リサイクルシステム

自動車のリサイクルは、これまで鉄の

再資源化を中心とした有用物の売却益に

より実施されてきました。ところが、昨

今のスクラップ鉄市場価格の低迷、シュ

レッダー後に残る破砕くずの処分場不足

による処分費用の上昇に加え、フロンの

回収、エアバックの処理が追加になるな

ど、有用物の売却益で処分費用の全てを

まかなうことができなくなり、これまで

の自動車リサイクルの仕組みでは、うま

くいかないところが出てきました。そこ

で、費用の流れなど、うまくいかなくなっ

た部分を見直すため、新しいリサイクル

システム1）の検討を進めることとなりま

した。この中で自動車メーカーは、自動

車破砕くず（ASR）2）などを引取ること

で適正なリサイクルを推進し、ASRに係

わる問題を解消する役割を担う方向で検

討を進めています｡

■リサイクル技術の開発

三菱自動車は、ASRのリサイクル方法

として、製錬工場での利用や熱分解ガス

化3）による発電・熱利用が有効と考えて

いますが、リサイクル技術の可能性を拡

使用済み自動車の
リサイクル技術の開発

大しようと考え、マテリアルリサイクル・

ケミカルリサイクルなど別のプロセスに

よるリサイクル技術の基礎研究に取り組

んでいます｡

■廃ウレタンフォームの超臨界水分解

ウレタンフォームは自動車シートのク

ッション材に多く使用されており、いろ

いろなリサイクル技術が検討されていま

す。

三菱自動車は廃ウレタンフォームのリ

サイクル基礎研究として、超臨界水4）を

利用して分解処理し再利用する技術の研

究に取り組んでいます。'99年度までの研

究成果として、まずSTEP1ではウレタン

フォームの亜臨界5）および超臨界条件に

おける分解生成成分を把握し、続く

STEP2では、分解生成されるポリプロピ

レングリコールの処理方法について詳細

に検討し、超臨界水などを用いて軽油相

当の沸点をもつ水に不溶の油状成分に変

換できるところまで確認しました。

昨年度の研究のSTEP3においては、油

化効率の向上を目指し、触媒の種類と温

度をパラメータとしてプロセスの最適化

条件を検討しました。（下図写真）

今後も、リサイクル技術の可能性の拡

大を目指した研究を継続していきます。

1）新しいリサイクル

システム

使用済み自動車引取り価格の
有償／逆有償に係わらず、リサイ
クルが確実に実行されるように、
関係者の役割を明確化し、作業と
費用の流れなどを適正化する仕
組み

2）ASR

（Automobile shredder
Residue）
自動車を破砕し、大部分の鉄･

非鉄などを除いた後の廃プラ（廃
ウレタンを含む）を中心とした混
合物。

3）熱分解ガス化

低酸素状態で廃棄物を蒸し焼
きにし、ダイオキシンの生成を抑
えつつガスと固形分（炭のような
状態）に分離する技術。ガスはエ
ネルギーに利用し、処理物に含ま
れる金属は、酸化しない状態で回
収し、リサイクルできる。

4）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
ある。
高温・高圧を維持するためのプ

ラント技術と運転エネルギーを
必要とする。

5）亜臨界

超臨界より若干低温の状態。

〈触媒A〉 〈触媒B〉 〈触媒C〉
（最も良好）
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2-6.ITSへの取り組み

制御し安全な車間距離を保つ「アドバー

ンス･プレビューディスタンス･コントロー

ル」、アクセル、ブレーキをハンドル周りに

配置し誰でも素早く手で運転操作でき

る「ユニバーサルデザインコックピット」、

自車から見通せない障害物の情報を通

信で受け取り自動減速する「前方障害物

衝突防止装置」など数々の先進安全装置

を搭載し、その安全効果を実証しました。

これらの装備は一部既に三菱車に装備

されており、安全で円滑な道路交通を推

進するため、今後一層の普及を図ってい

く計画です。

　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（ITS1））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、“車載情報システムの高度化”“安全運転
の支援”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。

■道路交通情報の提供、自動料金収受

（ETC2））

道路交通情報システム（VICS3））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

るサービスであり、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

です。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。'00年度末現在の当社出荷

台数は累計で27万台に達しました。

また、'01年3月より料金所渋滞解消の

切り札として自動料金収受システム

（ETC）が63ヶ所の料金所で開始されま

した。三菱自動車も各種のETC車載機を

オプション設定しています。今後ETC対

応料金所が全国に拡大するにつれ（'01年

秋には630ヶ所、'02年には900ヶ所へ展

開の計画）、車載機も普及してくるもの

と期待されます。

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

及に努めています。

■スマートクルーズ21-Demo2000

三菱自動車はASV4）・AHS5）プロジェ

クトに積極的に参加し、'00年11月には運

輸省・建設省（当時）によって開催された

公開実験「スマートクルーズ21-Demo2000」

に3台の乗用車ASVと1台の大型トラック

ASVを製作し参加しました。（表、図）

これらの車には先行車との車間を常

にレーダで確認しブレーキやアクセルを

No. 開発車両

ITS-ASV

ハイモビリティ
ASV

スマートクルーズ21
対応｠ASV

大型トラック
ASV

開発コンセプト

1号

2号

3号

4号

情報社会や周辺車両と
協調する先進安全車

ユニバーサルデザインで、
全ての人が意のままに運転

道路インフラからの情報を
受信し安全運転を支援

長距離運転に必要な安全情
報提供と運転負荷軽減

ETC車載器（三菱電機製）

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。

4）ASV（先進安全自動車）

旧運輸省の主導によるIT技術を
活用した安全自動車の研究開発ブ
ロジェクト。
平成8年度～12年度にかけ第2期

ASVが実施された。平成13年度よ
り第3期ASVが計画されている。

5）AHS

（運転支援道路システム）

旧建設省の実施する道路～車間
の情報通信により安全運転を支援
するスマート道路の研究開発プロ
ジェクト。平成8年度よりスタート
し14年度迄継続予定。

三菱ASV一覧

道路インフラと通信するASV

1）ITS

（Intelligent  Transport｠
Systems）
高度道路交通システム

2）ETC

（Elctronic  Toll  Collection）
ノンストップ自動料金収受シス

テム

3）VICS

（Vehicle  Information  and｠
Communication  Systems）
道路交通情報通信システム
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2-7.オフィスにおける環境保全活動
　三菱自動車では、管理・開発部門のオフィスにおいても、紙の使用量削減や
グリーン購入の推進など環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

省資源活動として、紙の使用量削減を

継続的に推進しています。まず、OA化

などにより紙の使用量をできるだけ減

らすとともに、コピー用紙やパソコンの

印刷用紙などには極力再生紙や裏紙を

使用しています。

さらに、紙などのリサイクルも積極的

に実施しています。各オフィスでは紙

の種類などによって分別回収し、再生紙

の原料としてリサイクルしています。

'00年度は約750トンをリサイクルしまし

た。また、文房具などにおいても、メー

カに協力してリサイクル活動を実施し

ています。本社地区では、｢テプラ｣の使

用済みカートリッジを回収しています。

省エネの取り組みとしては、休み時間

の消灯やエアコンの適正温度管理など

を実施するとともに、確実に実施される

ように管理者による省エネパトロール

なども行っています。

省資源・省エネへの
取り組み

三菱自動車では、文房具などの購入に

あたっても環境に配慮された製品を優

先的に選択するように努めています。

本社地区では文房具などの発注リスト

に環境配慮型製品を示すマーキングを

して、優先的に環境配慮型製品を購入す

るようにしています。また、この発注リ

ストも順次見直し、環境配慮型製品を追

加しています。

また、グリーン購入法1）が'01年4月1

日より施行されるなど、社会においても

環境配慮型製品の優先的購入への関心

が高まっています。これらに対応する

ために、グリーン購入ネットワーク

（GPN）2）に参加するなど、お客様側の

グリーン購入の検討用情報として主要車

種の環境情報（燃費、排出ガス、リサイク

ル情報など）を提供しています。

グリーン購入の推進

1）グリーン購入法

P16参照

2）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。

紙の使用量削減

資源の再利用

省エネ活動

・OA化などによるペーパーレス運動
・再生紙および裏紙の使用

・不要書類などを分別回収し、再生
紙としてリサイクル

・テプラカートリッジの回収リサイ
クル開始

・休み時間の消灯
・エアコンの適正温度管理
・管理者による省エネパトロール

不要書類などの回収箱 テプラ  カートリッジ回収箱



2）環境保全コスト各項目の

　主な内容

（1）各製作所における、省エネ、省
資源、廃棄物処理などの環境
対策に係るコスト

（2）使用済部品の回収などのコスト
（3）環境事務局部門、ISO14001、社

員への環境教育などのコスト
（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、地方公共団体等への賦課
金などのコスト

3.環境会計
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3.環境会計

1）環境省 環境会計ガイド

　ライン（2000年版）

本章における用語や表の分類な
どは、このガイドラインに基づい
ています。

現在、環境会計は発展途上にあり、その

対象範囲や算出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、それぞれの企業・団体が試行錯

誤しながら独自に取り組んでいる状況に

あります。

三菱自動車は「1999環境報告書」より環

境会計関連情報を公表しています。集計・

公表の実施にあたっては、環境省の環境会

計ガイドライン（2000年版）1）を参考にし

ています。環境会計の高度化を計るため、

今回は新規項目として「環境保全対策に伴

う経済効果」に関するデータを新たに追加

しました。

（以下のデータは全て、子会社及び関連

会社を除く三菱自動車単体ベースでの集

計結果で、対象期間は2000年4月～2001年

3月です。）

環境保全活動を推進するにあたり、各々の活動へ適正なコストが配分され
ているか、費やしたコストに見合う効果は得られたか等を把握し、その活動
の分析・評価を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、環境保全活動の一層の高度化・効率化を目指します。

分　　　　　類2） 金額（百万円） 前年度比

（1）事業エリア内コスト 4,414 107.2％

①公害防止コスト （2,109） （91.7％）

②地球環境保全コスト （122） （89.3％）

③資源循環コスト （2,183） （127.7％）

（2）上・下流コスト 87 104.8％

内
訳

'00年度の環境会計に
ついて

三菱自動車の環境会計へ
の取り組み

■環境保全コスト

製作所における省エネ対策や廃棄物処

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、環境負荷抑

制に結びつく活動に係るコストを抽出し

ました。なお、環境保全以外の目的も含む

複合的コストについては、差額計算（総額

から環境保全目的以外のコストを控除）

を原則としていますが、それが困難な場合

は推定計算を行いました。また設備投資

については、減価償却費という形で含まれ

ています。

三菱自動車は自動車メーカとして、製品

自体の環境負荷抑制と、その生産段階にお

ける環境対策を重視しています。それら

に関連するコストは環境保全コストの大

半を占めており（研究開発コスト：86%、

事業エリア内コスト：11％）、コスト総額が

'99年度より増えたのも、主に研究開発コス

トの増加によるものです。また、売上高に

対する比率は2.1％です。

（3）管理活動コスト 942 88.2％

（4）研究開発コスト 35,605 110.1％

（5）社会活動コスト 279 83.3％

（6）環境損傷コスト 66 120.0％

合　　　　計 41,393 108.9％

環境保全コスト
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'99 '00 年度 

事業エリア内コスト 

上・下流コスト 

管理活動コスト 

研究開発コスト 

社会活動コスト 

環境損傷コスト 
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（1）事業エリア内効果

（2）上・下流効果

・生産工程でのエネルギー使用量（CO2総排出量）
・用水量
・廃棄物最終処分量

・国内乗用車輸送におけるCO2総排出量
・廃バンパー回収量

594千t-CO2 97.2%
7645千m3 96.4%
4.2千t 46.3%

P.24～36

P.23
P.37～41

関連頁

19.5千t-CO2 79.6%
68.0千本 110.5%

（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： ～ 702kg＞
＜区分2： 703 ～ 827kg＞
＜区分3： 828 ～1015kg＞
＜区分4：1016～1265kg＞
＜区分5：1266～1515kg＞
＜区分6：1516～1765kg＞
＜区分7：1766～2015kg＞
＜区分8：2016～2265kg＞

P.12～22
P.42～43

23.0km/R 107.5%
18.9km/R 100.5%
15.7km/R 100.6%
16.1km/R 106.6%
12.8km/R 99.2%
11.1km/R 99.1%
8.3km/R 100.0%
8.4km/R 97.7%

環境負荷指標

項　　目 '00年度値 前年度比
分　　類

■環境保全効果1）

環境保全効果としては、前回と同様に、

製品の生産時だけでなく、製品の使用

時／使用後を対象とした様々な環境負

荷抑制の取り組みのうち、主要な物量デ

ータをとり上げました。なお、下の表に

記載されているもの以外のデータにつ

いては本報告書内の関連ページをご覧

下さい。

今回、新規項目として追加したデータ

は次の通りです。

・用水量

・国内乗用車輸送における

　CO2総排出量

■環境保全対策に伴う経済効果2）

今回の環境会計における新たな試み

である「環境保全対策に伴う経済効果」

としては、以下のコストの前年度からの

増減額をとり上げました。

・エネルギー費用

・廃棄物処理費用

なお、上記は経済効果のごく一部であ

り、他にもさまざまな領域で効果が発生

していることが考えられます。しかし

今回は客観的なデータにとどめ、仮定的

な計算に基づく経済効果（環境リスクの

回避効果など）はとり上げませんでした。

廃棄物処理費用については、発生量低

減などの取り組み等により、約4.3億円

減少しました。一方エネルギー費用は、

エネルギー単価の上昇等の理由により、

エネルギー使用量の減少にもかかわら

ず費用上昇が避けられませんでした。

環境保全効果

環境保全対策に伴う経済効果

項　 目 金額（百万円）

・エネルギー費用 142（増）
・廃棄物処理費用 430（減）

1）環境保全効果

環境省ガイドラインでは「組織
の事業活動による環境負荷量やそ
の増減」を意味しています。

2）環境保全対策に伴う経済

効果

環境省ガイドラインでは「組織
が環境保全活動を行う中で、その
組織にとって生じた収益や、費用
の節減・回避」を意味しています。



■低公害車フェアなどへ

の協力

低公害車の普及を目的に

各地で開催されるフェアや

展示会などに各種の低公害

車を出展協力しました。

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

三菱自動車は環境指針の中で、「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対して取り組む」ことを宣言しています。
'00年度は次のような活動を実施しました。

■地域への社会貢献活動

項　　　　　目

会社周辺の一般道路の清掃

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）

｢花の植付け事業｣、｢花のふれあい事業」
への参加

地域への環境講演、教育など

全製作所

全製作所

全製作所

神 奈 川

京都、水島

'00年度の主な参加行事 主　催 実施日 実施地域

低公害車フェア｠2000 環境省他 6/10～11 東　京

ちば環境フェア 千葉県 6/10～11 千　葉

大阪CEV普及事業展示･試乗会 日本ガス協会 6/23～24 大　阪

NGトラック説明･展示会 中部運輸局、豊田市 7/21 愛 知

九州エコ･モーターショー 北九州市 9/3 福　岡

低公害車フェア in 大阪 大阪市 9/22～23 大　阪

低公害車フェアなごや 2000 名古屋市 9/30～10/1 愛　知

小田原市CEV体験試乗会 小田原市 10/7 神奈川

NGV2000 国際展示会 日本ガス協会 10/17～19 神奈川

千葉市低公害車フェア 千葉市

大阪府

10/22 千　葉

エコエナジー大阪 10/28～29 大　阪

活力地方自治体フェア 2/6～8 大　阪

社会貢献活動

コミュニケーション

実施地区

都市問題研究会

三菱自動車は情報提供の手段として、

環境報告書、インターネット環境サイト、

各種パンフレットを活用しています。

また、お客様、地域住民等の方々と双方

向のコミュニケーションをとるため、お客様

相談センターでの対応、工場見学への対応

各種行事への参加などを推進しています。

また、「滋賀県湖南工業団地例会」、「御室

天神川を美しくする企業協議会」、「倉敷市

環境月間シンポジウム」などにおいて、当

社社員が環境取り組みに関する講演を実

施しました。

■環境保全関連団体への参加および寄付

項目 団　　　　体

参加･
加入

・各地の町会への加入
・十勝水産用水汚濁防止対策協議会
・（財）省エネルギーセンター
・京都環境管理研究会
・御室,天神川を美しくする企業協議会
・地球環境関西フォーラム事務局
・神奈川県産業廃棄物協会
・川崎市緑化協議会

項目 団　　　　体

寄付等
（主要
項目）

・路上放棄車処理協力会
・（財）地球・人間環境フォーラム
・（財）産業廃棄物処理事業振興財団
・公害健康被害補償予防協会
・川崎市公害健康被害補償基金
・名古屋港管理組合
・明治用水土地改良区
・京都市ごみ減量会議

倉敷市環境月間シンポジウムにパネリストとして参加

川崎地区陸橋の清掃

川崎工場横道路の清掃

環境関連の情報



5.三菱自動車　環境保全の歴史

Environmental Report 2001

47

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-CVTを新型｢ランサーセディア｣等に搭載 
●「パジェロイオ」にGDIターボを搭載 
●大型路線バス用電気ハイブリッド駆動システムを開発し、東
京モーターショーに出展 

2000

2001 
（3月まで） 

●グリーン調達（取引先への環境取り組み協力要請）を開始 
●販売会社における環境取り組み体制を構築 
 
 
●名古屋製作所・京都製作所で廃棄物の埋立処分ゼロ化を達
成 

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 

　乗用車開発本部 

　十勝研究所 

　多摩デザインセンター 

　トラックバス開発本部 

　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 

　トラック・バス生産本部 

　　川崎工場 

　　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 

　株式会社エムエムシーインターナショナル 

　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） 

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

〒243-0303　神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4001

所在地 

神奈川県川崎市 

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 

東京都港区 

米国 

米国 

米国 

米国 

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 

自動車および部品の開発・設計 

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 

自動車および部品の輸出入手続き、技術翻訳 

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 

自動車輸入･組立･販売 

出資比率 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66%

100%

100%

43%

75%

100％ 

97.11%

97.20%

100%

100%

85%

100%

51%

自動車製造･輸入･販売 46.22%

自動車製造･輸入･販売 88%

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（0462）86-8111

電話番号 

資本金 

450百万円 

30百万円 

　エムエムシー・アイティ・ソリューション株式会社 東京都港区 コンピューターシステム構築、ソフト設計開発 100% 3,240百万円 

1,940百万円 

150百万円 

　水島工業株式会社 岡山県倉敷市 軽四特装車、自動車部品の製造 43.75% 64百万円 

6,400百万円 

600百万円 

610百万円 

750百万円 

400百万円 

　MMCテスト＆ドライブ株式会社 愛知県岡崎市 走行試験、計測、試験車の整備 100% 50百万円 

　株式会社ラリーアート 東京都港区 モータースポーツへの参加・支援 100% 54百万円 

960百万円 

300百万円 

40百万円 

　株式会社JIN 東京都港区 企業向けの人材開発に係わる教育・研修サービス 100％ 11百万円 

23.4百万ドル 

51.6百万ドル 

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 

1,464百万ペソ 

834百万バーツ 

279百万豪ドル 



Environmental Report 2001

50

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

AHS Advanced Cruise-Assist Highway Systems 走行支援道路システム

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）

ASR Automobile shredder Residue 自動車を破砕し、大部分の鉄・非鉄などを除いた
後の廃プラ（廃ウレタンを含む）を中心とした混
合物

ASV Advanced Safety Vehicle 先進安全自動車

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

Cd Coefficient of Drag 空気抵抗係数

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

EBS Electronic Braking System 電子制御主ブレーキシステム

ECI Electronic Control Injection 電子制御燃料噴射

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

ELV End of Life Vehicle 使用済み自動車

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
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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

INOMAT Intelligent and Innovative Mechanical Automatic 電子空圧制御とファジィ制御採用による機械式
Transmission 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

ISS Idling Stop & Start System アイドリングストップ＆スタートシステム

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

LCA Life Cycle Assessment ライフサイクルアセスメント

LCI Life Cycle Inventory ライフサイクルインベントリー分析

LCIA Life Cycle Impact Analysis ライフサイクルインパクト評価

LEV Low Emission Vehicle 低排出ガス車

LPG Liquid Petroleum Gas 液化石油ガス

MCC Smart Micro Compact Car Smart MCCスマート社

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

MPI Multi Point Injection インジェクターを各吸気ポートごとに１本づつ
配置して燃料噴射するシステム

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 Detectable 検出限界以下

NOx Nitrogen Oxide 窒素酸化物

OJT On The Job Training 職場内訓練

PCB PolyChlorinated Biphenyls ポリ塩化ビフェニール

PM Particulate Matter 粒子状物質

PP Polypropylene ポリプロピレン

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

SWS Smart Wiring System １本のハーネスで多数の信号を伝送する
省線化システム

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



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：環境技術部
TEL.03-5232-7641
発行　2001年9月
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ECO/
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本環境報告書は、再生紙（古紙配合率100％・白色度70％）と大豆油インクを使用しています。
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