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企業概要（2004年3月31日現在）

商　号 

設　立 

1970年（昭和45年）4月22日 

 三菱自動車工業株式会社 

（M I T S U B I S H I  M O T O R S  C O R P O R A T I O N） 

〒108-8410
東京都港区港南二丁目16番4号 
TEL 03-6719-2111（大代表） 
 

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、産業用エンジンなど及びその構成部品、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．計量器などの販売。 

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。 

※業績概要は、P.49をご参照下さい。 

h t t p : / / w w w . m i t s u b i s h i - m o t o r s . c o m

事業内容 

252,201百万円 

資　本 

ホームページアドレス 

 本　社 

技術開発センター 

十勝研究所 

京都地区 

岡崎地区 愛知県岡崎市 

京都府京都市 

製作所 

名古屋製作所 

水島製作所 
車両生産 

パワートレイン製作所 

エンジン／ 
 トランスミッション生産 

滋賀工場 

水島工場 

愛知県岡崎市 

岡山県倉敷市 

京都府京都市 

滋賀県甲賀郡甲西町 

岡山県倉敷市 

十勝研究所 3

3

技術開発センター（京都地区） 
パワートレイン製作所（京都工場） 

2

技術開発センター（岡崎地区） 
名古屋製作所 

1

1

5

本社 6

6

水島製作所 
パワートレイン製作所（水島工場） 

4

2

パワートレイン製作所（滋賀工場） 5

4

1

2

北海道河東郡音更町 3

1

4

2

5

4

Web

技術開発センター及び製作所 

参照 参照  Web 詳細についてホームページをご覧下さい。 報告書内の関連ページをご覧下さい。 

（2004年6月29日現在）



関連情報
□ 三菱自動車｢環境への取り組み｣
□ 車種別環境情報

ht tp : / /www.mi tsub ish i -motors .com/
corpora te/env i ronment / j /

□ 事業所／主要関係会社一覧
□ 製作所別環境データ

ht tp : / /www.mi tsub ish i -motors .com/
corpora te/env i ronment / repor t / j /
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環境報告書 2004について

三菱自動車の事業活動に伴う環境への取り組みを、社会／

経済活動も含めて、ステークホルダーの皆様に誠実に報告

することを目的に作成しました。

本報告書を見やすくするために、ページごとに用語説明を

掲載し、詳細データなどについては当社のホームページ

を参照頂くことに致しました。

参考：環境省「環境報告書ガイドライン（2003年度版）」

なお当社の会社案内、アニュアルレポート（年間経営実績

報告）、ファクトブック（経営に関するデータ集）なども

ご参照下さい。

報告対象範囲

●環境：三菱自動車　日本国内
＊一部、関係会社の取り組みを紹介

当社の環境保全活動を、事業活動に沿って解説しています。

●社会：三菱自動車　日本国内

●経済：財務会計上の連結対象会社

報告対象期間

● 2003年度（2003年4月1日～2004年3月31日）
＊一部、2004年4月以降の最新情報を記載

Web

Web
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弊社は、2002年度より中期環境行動計画「三菱自動車

環境サステナビリティプラン」を策定し、これに基づき

環境問題に関する諸施策を推進してまいりました。

この「サステナビリティプラン」では、環境マネジメント、

リサイクル、地球温暖化防止、環境汚染防止の観点から、

取り組むべき項目と目標を出来る限り具体的に設定し、

活動を続けております。そして、項目と目標に対しては、

政府や関連業界の動向を注視し、適宜見直しを行い、

また進捗状況については、4半期ごとにチェックを行い、

PDCAをまわしながら活動のスパイラルアップを図って

きております。

例えば、

●環境に配慮した車の開発・設計の仕組み作り

●車に含まれる有害物質低減の為の効率的かつ

●一元的システム構築

●全お取引先様への2004年度末までのISO14001認証取得ご依頼

●競争原理を働かせつつ、お客様の負担が出来る限り低減

●出来る国内リサイクル法への対応準備

●低排出ガス認定車や税制優遇対象車の比率の向上

●燃料電池自動車のJHFC参加による公道試験

●車両塗装ラインの水性塗装への切り替え計画推進による

● VOC排出抑制

など、「サステナビリティプラン」に定めた項目、目標を

計画どおり確実に推進致しております。

上に述べました各種取り組みは、今後も継続して取り

組むべき内容のものがほとんどでありますので、これら

を更に充実すべく「サステナビリティプラン」を一部

見直し2004年度をスタート致しました。次世代の低

公害車取り組みについては、市場での普及を見据えた

選択肢の検討を進め、特に燃料電池車に対しては、更なる

技術の進化を図りたいと考えております。

この報告書で、私達の取り組みとお約束を皆様にお伝え

致したく思います。

三菱自動車工業株式会社
取締役会長
最高経営責任者（CEO）

岡　 洋一郎

三菱自動車工業株式会社
執行役員（EO）
経営戦略本部長（環境担当）

春成 敬

ごあいさつ

三菱自動車は、社会の一員としての責任を自覚し、その発

展と地球環境の向上に尽くすため、自然と共存する技術

を開発することを目標にしています。

環境保全活動は、企業規模の大小や、経営状態の如何に

関わらず、絶え間ない活動が必要とされるものであり、

弊社は自動車会社として、製造過程においては勿論のこと、

商品においても、資源の消費と環境への負荷を最小限に

押さえるべき大きな責務を担っています。企業市民と

して、誠実な環境活動を続けていくことで社会に貢献し、

その責任を果たしていくことが重要と考えております。

弊社の環境保全活動は、1993年の｢環境会議｣設置以来、

環境マネジメント体制を逐次強化してきました。特に

2002年からは、リサイクル、地球温暖化防止、環境汚染防止

などの活動を、中期環境行動計画「三菱自動車 環境サステ

ナビリティプラン」として定め、全社的な取り組みを行って

います。今回発行する｢環境報告書 2004｣では、2003年度

の弊社における環境活動を中心に報告しています。

2003年度には、低排出ガスや燃費改善などでの最新技術

の開発のほか、燃料電池自動車｢MFCV｣の公道試験開始、

環境性能の向上を目的としたコンセプトカー｢ i（アイ）｣の

発表など、最新技術の実用化に向けた活動を行いました。

また「社会の一員としての責任」という面から、弊社の

企業倫理、お客様との関わり、地域や従業員との関わり、

安全と品質、など環境以外の側面についても、報告して

います。

三菱自動車は今後とも社会に向けて弊社の活動を

ご報告し、社会からのご批判・評価を仰いで継続的な

改善を進め、お客様から信頼される企業として歩んで

参りたいと考えます。
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環境報告書 2004 トピックス

三菱燃料電池自動車｢MFCV｣、国土交通省大臣認定を取得 

車室内消臭加工 

P.24

□ 3列シートミニバンでは日本初の燃料電池自動車｢M I T S U B I S H I  F C V｣で、国土交通省大臣認定を取得。 

□ 経済産業省主導の水素・燃料電池実証プロ 

　 ジェクト J H F Cへの参画、2 0 0 4年 1月の大阪 

　 国際女子マラソンの伴走車として走行する 

　 など、公道上での走行試験を実施し、実用化に 

　 向けた技術を蓄積していきます。 

□ 走行試験中の状況を、当社ホームページ上でも 

　 リアルタイムに一般公開し、最新情報を提供 

　 しています。 

□ 業界初、天井部分に、タバコ臭、生活臭、ホルムアル 

　 デヒドなどの化学物質を吸着し、水や炭酸ガスに 

　 分解する消臭加工を、新型グランディスに採用。 

　 小さなお子様をお持ちのご家族にも安心してお使い 

　 頂ける、快適で安全な車内空間を実現しました。 

グリーン調達 

□ 2 0 0 3年度までに取引先の 

　 8 6 . 7 %が I S O 1 4 0 0 1認証を 

　 取得しました。 

□ 納入品に含まれる環境負荷 

　 物質データの情報開示も、 

　 取引先に依頼しています。 

低排出ガス車販売95%以上 

□ 2003年度に｢超-低排出ガス車｣ 

　 のグランディスなどを発売し、 

　 その結果、2003年度に販売 

　 した当社製ガソリン車の95%

　 が低排出ガス車となりました。 

コンセプトカーの環境性能 

□ 2003年度は、世界各地のモー 

　 ターショーにおいて、環境性能 

　 （燃費改善、低排出ガス）の 

　 向上を目的としたコンセプト 

　 カーを発表しました。 

環境コミュニケーション 

□ 当社の自動車づくりにおける環境活動を紹介した 

　 環境パンフレット「環境と自動車づくり」の発行、 

　 講師派遣による環境授業支援、小学生向けのホーム 

　 ページや自動車相談室など、環境活動を公開する 

　 コミュニケーションの充実を図っています。 

P.15、16、45P.23

P.27 P.36、22 P.22（P.5） 

既に取得 
86.7%

2004年度末 
までに取得予定 

12.6%

取引先のISO14001認証取得状況（2003年度実績） コンセプトカー「 i（アイ）」

その他 
 0.7%

三菱自動車 「環境と自動車づくり」 

ミニカ ｢超-低排出ガス車｣ 
 

タバコ臭 

生活臭 

化学物質 

二酸化炭素 

水 

吸着・分解 



■経営環境の変遷

2001年度から取り組んできました中期

経営計画「ターンアラウンド」は、変動費

の削減、固定費の削減などにおいて当初

目標を達成しつつも、米国の販売金融

問題などにより、営業利益率において目標

から大きく乖離しました。

他方、過去のリコール問題などで、当社は

お客様及び社会の信頼を著しく損なう

結果になりました。

このような状況の中で、三菱グループ

３社の協力の下、再建を確実にするため
に、「事業再生計画」を2004年5月に策定

し、6月には追加施策を打ち出して、収

益構造改善に邁進しています。また、コン

プライアンス強化による企業風土改革

にも着手しました。これらの課題を確実

に達成し、一日も早くお客様及び社会

の皆様からの信頼を回復するととも

に、社会に貢献できる会社に変革し

ていきます。

経営方針

経営方針

経営方針 

Business
Policy
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■ 事業再生計画

事業再生計画では、信頼の回復と自立

再生を目指して、三菱自動車の経営改革

を進めていきます。一方、企業風土・企業

倫理改革を進めるために、「コンプライ

アンス第一」を最上位の理念として捉え、

これに加えて「安全第一」、「お客様第一」

を再生の理念として掲げて、この改革に

取り組んでいきます。（ P.42）

事業再生計画の主要項目は以下の

とおりです。

1. 経営改革による信頼の回復と

再生の断行

2. 大胆な収益構造の変革

3. 成長のための商品戦略

4. 成長のための地域戦略

5. ダイムラークライスラー社との

アライアンス

6. 業績目標

7. 財務目標

｢GRANDIS（グランディス）｣ 2003年5月発売　
＊低燃費MIVECエンジン搭載。｢超-低排出ガス車｣認定。車室内消臭加工を装備。（ P.21-23）

参照 参照  

参照 参照  



上記に加えて、リコール問題に端を発

した国内販売下振れリスクに対応する

ため、6月16日に「事業再生計画達成の

為の追加施策」を発表しました。そこで

は、「聖域なきコストカット」、「お客様の

信頼回復」、「徹底するコンプライアンス」

を掲げてリスクの回避に取り組んで

います。

事業再生計画

http://media.mitsubishi-motors.com/
pressrelease/j/corporate/detail1049.html

追加施策

http://media.mitsubishi-motors.com/
pressrelease/j/corporate/detail1064.html

5

経営方針 ■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

｢エクリプス コンセプトーE｣ デトロイトモーターショー（2004年1月）出品　
＊ハイブリッドシステム｢E-BOOST｣による燃費改善、低排出ガス性能と加速性能を両立したコンセプトカー。

ht tp : / /med ia .mi tsub ish i -motors .com/
pressre lease/ j /motorshow/deta i l958.h tml

Web

■ 社会・環境活動の理念

当社では社会・環境活動にあたって社会

の一員としての責任を自覚し、その発展

と地球環境の向上につくすことを使命

とし、自然と共存する技術の発展を目指

しています。

この理念のもと、自動車製造会社として

環境面においても人や社会や地球にと

って必要な存在であり続けることを

目指し、企業活動に取り組んできました。

2004年度も、このような考え方をもと

に社会・環境活動を実践していきます。

Web

Web

更に6月29日の株主総会で新生三菱

自動車の体制が固まり、これまでに

掲げた計画を粛々と、そしてスピード

感をもって実行していきます。
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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。

1999年8月策定
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当社の経営方針には、すでに1999年に

策定した、企業経営における環境保全

への取り組みを明確にした｢環境指針｣

（下記参照）の考えに基づき、「環境の

保全・向上」「社会との共生」という理念

を織り込んでいます。

「環境指針」では、環境保全が最重要

課題の一つと認識し、継続的に環境保全

に取り組む（基本指針）、マネジメント／

パフォーマンスの両面において積極的

な取り組みを進める（行動基準）ことを

表明しています。

この指針を全ての製品・サービスなど

に反映するため、「環境サステナビリティ

プラン」（ P.8-9）を策定し、具体的な

環境保全活動を進めています。

参照 参照  



7

組織体制
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■ 環境専任組織 環境技術部

全社的な環境保全活動を推進するため、

1999年5月に環境部を設置しました。

（その後、人員を増強し2000年4月に

｢環境技術部｣と改名）

2001年11月には、環境担当役員（執行

役員-環境関係並びにリサイクル担当）を

専任化しました。環境技術部は、全社的

な環境保全戦略の立案や、環境会議の

事務局を担当しています。

また2002年3月には、国内外のリサイクル

に関する法律への迅速な対応を図るため、

｢リサイクル推進室｣を設置しました。

■ 環境会議

1993年からCEOを議長とする｢環境会議｣

を設置し、全社的な環境保全活動を推進

しています。

環境会議は1回/年開催し、環境保全への

取り組みの基本方針を決めるとともに、

傘下の各部会が提案した事項について、

審議・決定しています。

環境会議は下図のように、｢商品部会｣

｢生産部会｣｢環境マネジメント・リサイ

クル部会｣の3つの部会で構成されてい

ます。また｢使用済自動車の再資源化等

に関する法律｣（以下、自動車リサイクル法）

への対応を目的として、2001年8月より

｢自動車リサイクル法対応検討会｣を

設置しています。

2003年度は、生産における新たな環境

課題への対応や環境負荷低減技術の

開発のために、生産部会に生産技術分

科会を新設しました。また京都分科会を

パワートレイン分科会に名称変更し、

国内関係生産会社であるパジェロ製造

株式会社を生産部会に編入しました。

生産部会では5分科会で相互に連携し、

具体的な環境負荷低減の取り組みを

進めています。

2003年度の環境会議では、環境サステ

ナビリティプラン( P. 8-9)に基づく

2003年度の活動実績を確認し、活動実績

や社会動向の変化などを踏まえて今後

の活動計画を一部見直しました。

解　説

※1：ITS（Intelligent Transport Systems）
高度道路交通システム

環境会議 

自動車リサイクル法対応検討会 

● 自動車の燃費改善 
● エアコン冷媒による地球温暖化 
    防止対応 
● ITS※1技術による交通環境の改善 
● 自動車の排出ガス低減 
● 低公害車などの開発・普及 
 

● 工場環境の保全 
● 生産・物流での地球温暖化 
    防止対応 
● 生産工程における廃棄物低減と 
 　省資源 
● 生産工程における環境負荷 
 　物質の低減 

● 環境配慮設計（DfE） 
● グリーン調達 
● 販売会社の環境マネジネント 
 　システムの構築支援 
● 環境教育・啓発 
● 環境に関する情報公開 
● 自動車のリサイクル推進 

議　長： CEO 
事務局 ：環境技術部 

生産部会 商品部会 環境マネジメント・リサイクル部会 

名古屋分科会 

水島分科会 

パジェロ製造分科会 

パワートレイン 
分科会 

生産技術 
分科会 

参照 参照  
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環境サステナビリティプラン

分 類 項 目 中期目標 

（1）環境マネジメント 

分 類 項 目 中期目標 

（2）リサイクル 

DfE（Design for 
Environment：環境配慮設計） DfEの適用 ●DfEプロセスの実行推進 

ISO14001認証の取得推進 ●全取引先におけるISO14001認証取得の推進（～2004年度末） 取引先との連携
（グリーン調達） 

販売会社の環境マネジメントシステムの構築支援 ●全販売会社における環境マネジメントシステムの構築・実行 販売会社との連携 

ISO14001認証の取得推進 

国内生産関係会社との連携 

●国内外のISO14001認証取得拠点を更に拡大し、三菱自動車（既に全製作所で取得済み）と同様に活動推進 

●三菱自動車グループ工場環境連絡会（2回/年）による「環境サステナビリティプラン」の展開と活動の確実な推進 

海外生産関係会社との連携 
●公的規制などへの適応状況及び規制動向の定期的な把握（2回/年）
●現地社会の要請に応える環境保全対策の実施
●主要関係会社による国際生産会議において、環境・リサイクル問題に関する連携の強化 

国内・海外の
生産関係会社との連携 

環境に関する情報公開 
●環境報告書の継続発行と公表内容の充実
●インターネットでの情報提供の充実 

情報公開 

自動車のリサイクル推進 
国内及びEUにおける 
自動車リサイクル法への対応／ 
リサイクル性向上／環境負荷物質低減 

●リサイクル実効率95%の達成に寄与するための活動
　　 行政、自治体、関係事業者との連携による国内のリサイクルシステム構築への積極的な参加、
　　  EUにおけるDC社などの関係事業者との連携による使用済み車回収ネットワークの構築
　　 製品のリサイクル容易化の推進 
      （リサイクルに配慮した材料開発、リサイクルが容易な構造、リサイクル材の使用拡大）
　    環境負荷物質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウムなど）の使用廃止の推進 

埋立処分量のゼロ化 

リサイクルの推進 

副産物の発生抑制 

水資源の有効利用 

●全工場で埋立処分量ゼロ（2001年度達成）の維持 

生産工程における
廃棄物低減と省資源 

●循環利用の拡大などにより水使用量を削減 

●金属くずや鋳物廃砂の低減 

●廃棄物の再資源化率98%以上（～2005年度末） 

分 類 項 目 中期目標 

分 類 項 目 中期目標 

国内新燃費基準への対応 

HFC134a（代替フロン）使用量の削減 

HFC134aを使わないエアコンの開発促進 

CO2の排出抑制（工場の省エネ） 

物流におけるCO2の排出抑制 

梱包、包装資材の低減 

ITS技術による交通環境の改善 

欧州燃費自主目標への対応 

●国内2010年新燃費基準の早期達成（～2005年度） 

●欧州燃費の2009年自主約束の達成に向けた確実な取り組み 

●冷媒使用量を削減したエアコンシステムの採用拡大 

●CO2冷媒エアコンの開発促進（エアコン機器メーカーと共同） 

●CO2総排出量を1990年度比20%以上低減（～2010年度末） 

●輸送効率化により、出荷台数当たりのCO2排出量を2000年度比6%以上低減（～2005年度末） 

●木材梱包ケースのノックダウン売上高当たり使用量を2000年度比15%以上低減（～2005年度末） 

●ITS車載機器の研究開発と普及の促進 

●DC社と研究継続・実用化推進
●経済産業省が主導する｢水素・燃料電池実証プロジェクト（JHFC）｣への参画 

●圧縮天然ガス車（CNGV）／ハイブリッド電気自動車（HEV）の開発と市場導入 

●各国規制適合車のタイムリーな導入 

●水性塗装の採用などにより、乗用車塗装ラインで35g/m2以下に抑制（～2007年末） 

●廃棄物焼却炉のダイオキシン排出量を規制値の1/10以下に維持 

●2005年度以降の国内登録車販売台数に占める政府公用車対象低公害車（低燃費＋｢超-低排出ガス｣）の比率85%以上

●2003年度以降の国内登録車販売台数に占めるグリーン購入法対象車の比率80%以上

●2005年度以降の国内軽自動車販売台数に占める政府公用車対象低公害車（低燃費＋｢超-低排出ガス｣）の比率70%以上 

自動車の燃費改善 

エアコン冷媒への対応 

生産・物流での対応 

交通流の円滑化 

燃料電池車（FCV）の研究開発促進 

低公害車などの 
開発・普及 

クリーンエネルギー車の市場導入 

生産工程における
環境負荷物質の低減 

低燃費かつ低排出ガス車の展開拡大 

国内・外の排出ガス規制への対応 

VOCの排出抑制 

ダイオキシンの排出抑制 

（4）環境汚染防止 

（3）地球温暖化防止 

1

2

3
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■ 環境サステナビリティプラン

2002年4月からの5年間を目安とした

中期環境行動計画｢環境サステナビリ

ティプラン｣を策定し環境保全活動を

推進しています。この行動計画は、環境

マネジメント、リサイクル、地球温暖化

防止、環境汚染防止の4つの観点から

中期目標を設定し、それに対する達成

手段と達成時期を定めています。

■ 2003年度の実績

環境会議( P. 7)において、環境

サステナビリティプランに基づいた

実績の確認を行っています。

今年度はほぼ計画通り進捗しました

が、｢低燃費かつ低排出ガス車の展開拡

大｣では、目標｢2003年度以降の国内

登録車販売台数に占めるグリーン購入

法対象車の比率80%以上｣に対して78%

となり、わずかながら目標を達成でき

ませんでした。そこで現在、本年5月に

策定された「事業再生計画」( P. 5 )

を基本に、2003年10月に導入された

新たな｢低排出ガス車認定制度｣(

P. 22)、2004年度から適用された新優遇

税制※4を考慮し、改めて目標レベルを

策定中です。

また｢物流におけるCO2の排出抑制｣で

は、三菱ふそうとの分社化により、

「2000年度比10%以上低減」から｢2000

年度比6%以上低減｣に見直しました。

環境活動　環境マネジメント ■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

参照 参照  

（1）環境マネジメント 

（2）リサイクル 

（4）環境汚染防止 

（3）地球温暖化防止 

2003年度 実績 評 価 参照項 

2003年度 実績 評 価 参照項 

2003年度 実績 評 価 参照項 

2003年度 実績 評 価 参照項 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

○ 

●LCAデータベースの充実化など適用に向けた準備を推進 

●取得率86.7%達成 (352/406＊1社)

●全販売会社において環境取り組み宣言を策定し、環境取り組み体制を構築 

●国内生産関係会社（3社）、海外生産関係会社（5社）において認証取得済み 

●三菱自動車グループ工場環境連絡会を2回/年開催 （2003年9月､12月)

●2回/年の取り組み状況フォローなどにより連携強化 

●2003年7月に和英同時発行
●2003年10月にMMCウェブサイトを全面リニューアル 

●国内：自工会を中心とした関連団体への要員の派遣、リサイクル料金預託システムの構築など 
   　 　準備作業に積極的に参加  
   EU：各国の状況に見合ったネットワークを準備中 

●リサイクル設計ガイドライン、クオリティゲート評価に基づき、新型車(グランディス)を開発、発売 

●国内：新型車(グランディス)で鉛使用量1/5以下達成(1996年業界平均比)  
   EU：法規適合車の投入 

●グランディス・eKクラッシィで全車種基準適合、eKワゴン・ミニカで基準適合類別追加 

●パワートレイン(MIVECエンジンやトランスミッション）をはじめとした低燃費技術の開発 

●新型車（グランディス）に採用 

●エアコン機器メーカーと共同開発 

●1990年度比24%低減 

●2000年度比4.5%低減 

●2000年度比21%低減 

●ETCやナビゲーションシステムをグランディスなどに採用及びITS追加機能を開発促進中 

●グランディスベースの燃料電池車｢MITSUBISHI FCV｣を製作､大阪国際女子マラソンの伴走車として参加
●JHFCプロジェクトに2003年度より参加し､「MITSUBISHI FCV」にて走行試験開始 

●2003年度CNG車総販売台数：234台 

●国内：新長期規制(平成17年規制)に適合したグランディス・コルト・ランサーなどを発売  
　海外：カリフォルニア州ZEV規制＊2に適合したギャラン(PZEV＊3)を発売 

●水性塗装の採用(2004年8月量産開始予定)など推進中 

●1/10以下に維持継続 

●政府公用車対象低公害車比率：68.6%

●グリーン購入法対象車比率：78.0% 

●政府公用車対象公害車比率(軽自動車)：37.0%

○：目標達成または順調に進捗　△：遅延しているが十分挽回可能　×：目標未達成 

●埋立処分量ゼロの維持継続 

●再資源化率：99.5%

●売上高当たりの発生量：2001年度比0.7%増加 

●前年度比8.1%低減 

△ 

P.19

P.27

P.37

P.14

P.11

P.12-13

P.15

P.38-39

P.30

P.25

P.26

P.30

P.30-31

P.33

P.20-21

P.20-21

P.21

P.21

P.28-29

P.34-35

P.35

P.41

P.24

P.23、36

P.20、22、36

P.22

P.32

P.32

参照 参照  

参照 参照  

解　説

※1：三菱ふそうとの分社化による取引先総数の
※1：見直し。
※2：2005年型車からカリフォルニア州における
※1：販売台数の10%以上をZEV(Zero Emission Vehicle)
※1：とする規制。
※3：Partial Zero Emission Vehicle。クリーンなガソリン
※1：車に与えられる、ZEV規制が定める認証区分。
※1：PZEV5台でZEV1台分に相当。
※4：2004年度の主な改正点は、｢新4ツ星かつ平成
※1：22年度燃費基準+5%( P. 20)｣、｢新4ツ星かつ
※1：平成22年度燃費基準｣または｢新3ツ星かつ平成
※1：22年度燃費基準+5%｣適合車において自動車税
※1：及び取得税の減税を行う制度。

参照 参照  
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関係会社の取り組み

■ 三菱自動車グループ

三菱自動車グループは、三菱自動車工業

(株)、子会社118社、関連会社31社及び

その他の関係会社1社（2004年3月31日

現在）で構成され、乗用車及びその部品

の開発、生産、販売を行っています。

■ 各工場のベストプラクティス収集

国内外の工場における環境改善を

標準化、促進させる目的で、各工場に

おける環境のベストプラクティス収集

を2003年6月より開始しました。

国内4工場（当社製作所3ヶ所とパジェロ

製造）と海外 4工場（NedCar、MMNA、

MMAL、MMTh）における、

● 産業廃棄物の管理

● エネルギー節約

● 地域社会への貢献

など環境関係のベストプラクティスを

8工場で共用し、実行、レビューによって、

更に活動の向上を目指します。

 （海外）主要子会社 関連事業内容 

 

Mitsubishi Motors
North America, Inc.
（MMNA） 

Netherlands Car B.V.
（NedCar） 

Mitsubishi Motors
Europe B.V.（MME） 

Mitsubishi Motors
Australia Limited
（MMAL） 

Mitsubishi Motors
（Thailand）Co., Ltd.
（MMTh）

生産・販売（北米） 

生産（欧州） 

販売（欧州） 

生産・販売 
（オーストラリア） 

生産・販売（タイ） 

MMPC（フィリピン）

MMAL（オーストラリア）

ATC（フィリピン）

MMNA（米国） 

MMTh（タイ） 

NedCar（オランダ）

 （国内）主要子会社 関連事業内容 

三菱自動車 
エンジニアリング（株） 

パジェロ製造（株） 
（PMC） 

三菱自動車 
ロジスティックス（株） 

東京三菱自動車 
販売（株）など 
 

三菱自動車 
テクノサービス（株） 

東京三菱自動車 
部品販売（株）など 

製品開発の一部 

パジェロなどの生産 

国内の製品輸送 

乗用車／部品販売 

新車点検や整備の 
一部 

国内の補用部品の 
販売 

○ パジェロ製造（株） 
☆ 三菱ふそうトラック・バス（株） 

国内製造会社 

○ 三菱自動車ロジスティクス（株） 
○ 三菱自動車テクノサービス（株） 他 

物流・その他サービス会社 

○ 三菱自動車エンジニアリング（株） 

エンジニアリング会社 

ダイムラークライスラーアーゲー 

その他の関係会社 

○ 東京三菱自動車販売（株） 
○ 東京三菱自動車部品販売（株） 他 

国内販売会社 

○ ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク 
○ ミツビシ・モーターズ・ヨーロッパ・ビー・ブイ 
○ ネザーランズ・カー・ビー・ブイ 
○ ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド 
○ ミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパニー・リミテッド 他 

海外製造及び販売会社 

顧客 

金融会社 

☆三菱オートクレジット・リース（株） 
　（国内会社） 

○ ミツビシ・モーターズ・クレジット・オブ・アメリカ・インク 
　（海外会社） 

製品・半製品・部品の流れ 
サービス・その他 

○:連結子会社 
☆:持分法適用会社 

三菱自動車工業（株） 

改　善 

実　行 

トレーニング 

ステータス・レビュー 

オペレーティングモデル 

MMCベストプラクティス 

海外の主要工場
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■ 国内生産関係会社との連携

主要生産会社であるパジェロ製造（株）は、

当社の環境会議生産部会のメンバー

（パジェロ製造分科会）として、当社

製作所と相互の情報交換を活発に行い、

環境への取り組みの推進を図っています。

（ P.7、28）

他の生産関係会社との連携は、年2回

開催している｢三菱自動車グループ工場

環境連絡会｣で行っています。工場

環境連絡会は、2003年1月の三菱ふそう

分社化に伴い、水島工業（株）、菱和金属

工業（株）＊、水菱プラスチック（株）の3社に

■ 環境への取り組み

パジェロ製造（株）では、環境保全の取り

組みを強化するため、1999年7月に

ISO14001認証を取得、三菱自動車の環境

サステナビリティプランをもとにした

｢パジェロ製造 中期環境行動計画｣を

策定し、環境保全推進委員会と省エネ

推進委員会で構成される環境会議を中心

に現場における環境負荷の低減活動に

取り組んでいます。また岐阜県｢環境

配慮事業所｣にも登録されています。

再編されました。2003年は9月と12月

に開催し、環境管理上の技術的課題、

新メンバー会社の｢中期環境行動計画｣

の策定などの情報交換を行いました。

また、関連取引先企業69社を対象に

年2回｢工場環境トピックス｣を発行し、

法規制の動向、環境問題に関する各種

情報の提供を行っています。

なお三菱ふそうとは、今後も共通課題

などについては相互に連携を図って

いく予定にしています。

＊2004年3月31日付でフタバ産業（株）へ売却

■ ゼロエミッション

分別の徹底による廃棄物のリサイクル

強化や、不良品発生の低減など取り

組んできた結果、工場及び事務所で

発生する廃棄物の最終処分量ゼロ化

を、2003年度の下期に達成しました。

工場環境トピックス

■ 省エネルギー

生産段階における2010年度CO2排出量

の2001年度比9%低減を目標に、CO2

排出の抑制に努めています。

■ 化学物質

法律の施行に先立ち､1998年度から

岐阜県が行ってきたPRTRパイロット

事業に参加し、化学物質の排出・移動量

の把握、化学成分の情報の整備に努めて

きました。

■ 地域交流

周辺自治会との定期交流、通学児童

の交通安全指導、老人ホームとの

災害救助活動協定など、地域との交流

活動を積極的に行っています。20年前

から毎年行われている｢ファミリー祭｣

では、近年増加している外国人住民との

国際交流の場にもなっています。

パジェロ製造株式会社 http://www.pajero.co.jpWeb
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（年度） 

廃棄物最終処分の推移 

参照 参照  

環境活動　環境マネジメント ■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

設　　立 1943年（1982年より三菱パジェロの一環生産を開始） 

出 資 率  

所 在 地  

社 員 数  

事業内容 

敷地/ 
建物面積 生産工程 

100%出資子会社 1,460名 

岐阜県加茂郡 パジェロ製造、金型・板金部品の製造 

189,200 / 108,800 m2 プレス、溶接、塗装、組立 

パジェロ製造 環境報告書
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■ 海外工場との連携

環境会議生産部会では、海外の主要工場

での環境保全状況について定期的（年

2回）に情報交換しています。

■ 環境プロフィール

NedCarは、1999年に ISO14001認証と

EMAS（環境管理・環境監査規則）の資格

を取得し、数値データの精度に高い要求

を設定し、積極的に広報活動を行って

います。

1998年以降、毎年、環境年次報告書を発行

しています。

■ 環境プロフィール

MMNAは、イリノイ州環境保護局（IEPA）、

米環境保護局（EPA）、Bloomington-Normal

Water Reclamation District（ブルーミン

トン・平水埋立て地区）（BNWRD）などの

環境規制当局による複数の許可証を

得ています。この一連の許可証に、排出が

許可されている材料の種類やその量が

詳細に明記されています。2001年、

ISO14001を取得しました。

設　　立 1991年（三菱自動車の投資開始。工場生産は1968年に開始） 

所 在 地  

社 員 数  

敷地面積 

生産台数 業務内容 

オランダ、ボルン 910,000m2

350,000m24,200名 

182,368台＊ 
自動車の生産 （＊ボルボ車も含む） 

床 面 積  

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク（MMNA） http://www.mitsubishicars.com

■ 炭化水素の排出

炭化水素の排出量は、アフターバーナー

や水性塗料の使用など、様々な防止対策

により削減されました。

■ 廃棄物の最小化

MMNAは、法律や規制の要求事項以外

にも多数の自主的な対策を取っており、

環境への影響をうまく軽減しています。

■ 水の消費量

生産工程での水の消費量は、以下の方法

により、1991年の1台当たり4.3m3の実績

が2003年には1m3へ節減されました。

● 前処理の改善

● 循環式冷却システム

● プロセス制御

● 確実な清掃

■ コミュニティへの参加

● リサイクル・廃棄物削減賞の受賞

●「イリノイ・プレーリー・プロジェクト」。

（イリノイ州天然資源部と協力し）生産敷地　

3.9エーカーを自然の状態へ復元。

● 1999年以降、奨学金支援

設　　立 1998年 

所 在 地  

社 員 数  

敷地面積 

生産台数 

業務内容 

米国イリノイ州ノーマル 

2,570,000m2

190,000m2

3,300名 204,233台 

自動車の生産（プレス加工、プラスチック、ボディ、塗装、トリム・最終組立）、マーケティング 

床 面 積  

ネザーランズ・カー・ビーブイ（NedCar） http://www.nedcar.nl

●エネルギー使用状況 
●環境規制値と排出状況 
●特定施設などの設置状況 
●廃棄物処理状況 

海外工場フォロー内容 

●物流関係 
●法規制 
●ISO14001取得状況 

大気排出量 

Lb(ポンド)/台 

廃棄物埋立量 
 Lb(ポンド)/台 
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NedCar 2002年環境年次報告書

MMNA 環境白書

Web

Web
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■ 環境プロフィール

MMALは、政府とグリーンハウス・ガス・

チャレンジ（温室効果ガス削減）の契約を

結んでいます。

2003年、ISO14001認証を取得し、同社の

社員の環境意識が高まりました。

■「人を守り、地球を救う」

MMThは、1999年にISO14001認証を取得

しました。

環境教育プログラム「人を守り、地球を

救う」は、ラムカーヘン大学との協力に

より1992年に策定しました。国内の

約9万5,000人の若者が、環境や地域社会

のための1,140件の小プロジェクトに

参加し、これを実行しています。例えば、

■ NPIレポート

MMALは、オーストラリア国家汚染物質

調査レポート（NPI）を政府に提出して

います。このレポートは、化学物質90種

の使用報告と大気、土壌、水域に排出

される他のエネルギー関連データを

示しており、地域社会や産業界、政府へ

提供されています。NPIの主な目的は、

● 環境計画・管理の便をはかるために、

産業界や政府へ情報を提供する。

● 環境への排出物について入手可能な情報

を求める地域社会のニーズに応える。

● 廃棄物の最小化、よりクリーンな生産、

エネルギーや資源の節減を振興する。

国立公園に複数の環境教育・研修センター

を設置したことも成果の1つです。

ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド（MMAL） http://www.mitsubishi-motors.com.auWeb

環境活動　環境マネジメント ■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

設　　立 1980年（三菱自動車の投資開始。工場生産は1916年に開始） 

所 在 地  

社 員 数  

敷地面積 

生産台数 

業務内容 

オーストラリア、サウスオーストラリア州アデレード 

916,000m2

230,602m2

3,347名 46,191台 

自動車の生産＊、マーケティング 
＊トンズレー工場 ： プレス加工、ボディ、塗装、車両組立、部品・カー用品倉庫 
＊ロンズデール工場 ： 鋳造、アルミダイカスト鋳造施設、機械加工、エンジン組立 

床 面 積  

■ 再資源化

MMALトンズレー工場では、6,000トン

以上の板金スクラップを、エンジンが

鋳造されるロンズデール鋳造工場へ

送り、再資源化を図っています。廃棄

される塗装用溶剤、数十万リットルも

毎年再資源化されています。

■社会貢献

MMALトンズレー工場は、地元の市議会

の招集で集まる、持続可能な産業を推進

している地元企業グループの一員です。

■ 社会貢献

MMThは、以下の目的により、農村地域

の学校へ、中古パソコンの寄贈を計画

しています。

●情報通信技術省（ICT）の事業に対応

●農村地域の通信事情の整備、法律・規制

情報へのアクセス、研究・技術、電子廃棄

物管理の向上

設　　立 1987年（2003年11月21日、エムエムシー・シティポール・カンパニー・リミテッド（MSC）から改称） 

所 在 地  

社 員 数  

敷地面積 

生産台数 業務内容 

タイ、パツュンターニー県 430,400m2

79,800m22,952名 

104,832台 自動車の生産、マーケティング 

床 面 積  

ミツビシ・モータース・（タイランド）・カンパニー・リミテッド（MMTh） http://www.mitsubishi-motors.co.thWeb
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ISO14001への取り組み／環境監査

■ ISO14001認証取得

当社は、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

国内の全製作所、国内外の主要生産関係

会社において認証取得を完了しています。

■ 緊急時の対応

生産活動における安全操業と環境負荷

低減のため、適正な運転基準・作業標準

を定め、安定した操業に努めています。

また天災や日常の作業で予想される事態

も想定した「緊急時の対応方法」を定め、

定期的に訓練を実施しています。

■ 環境事故

2003年度は、環境に関連した事故は

ありませんでした。

■ 苦情

住民苦情は、2003年度において10件

ありました。騒音・臭気などが大半で、

原因究明・発生源対策などの改善に

努めると同時に、工場周辺の定期パト

ロールなどのモニタリングを実施して

います。（ P.33）

■ 訴訟

環境に関する訴訟については、自動車

排ガス関係で、.2002年10月29日に第1次

東京大気汚染公害訴訟の第1審判決が

出ましたが、控訴により継続審理中です。

また並行して、第2次から第4次も審理

中です。

■ 環境に関するリコール

2003年度に国土交通省に届け出た製品

リコールのうち、環境に関連するもの

は 1件ありました。2003年 12月 8日

～2004年2月25日に販売したデリカ

（ディーゼルエンジン搭載車、計84台）

のDPF（ディーゼル微粒子除去装置）の

不具合で、対策品の交換にて対応して

います。

国内 

国内関係会社 

海外関係会社 

●名古屋製作所 
　1998年11月 
●パワートレイン製作所 
    1998年11月 
●水島製作所 
　1998年12月 

●パジェロ製造(株) 
　1999年7月 
●三菱自動車エンジニアリング(株) 
　2000年2月 
●水島工業(株) 
　2001年10月 
●水菱プラスチック(株) 
　2002年6月 
●菱和金属工業(株)＊ 
　2003年9月 
 
●NedCar（オランダ） 
　1999年9月 
●MMNA（米国） 
　2001年3月 
●MMTh（タイ） 
　2001年6月 
●MMPC（フィリピン） 
　2001年7月 
●MMAL（オーストラリア） 
　2003年3月 

■ 環境監査

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、製作所ごと

に少なくとも年1回以上の内部監査と、

第三者機関による年1回の外部審査の

受審を行っています。

内部監査では、内部監査員が600～700

項目に及ぶチェックシートにより確認し、

そこで指摘を受けた事項については、

最高責任者のチェック&レビューを受け、

適切な是正措置を実施しています。また、

被監査部門の取り組みで特に優れた点

については、全部門へ取り入れる仕組み

となっています。

2003年度の各製作所における外部審査結果

では、重大な不適合0件、軽微な不適合

1件、観察事項9件の指摘を受けました。

全体としては環境マネジメントシステム

は適正に運用・維持されているとの評価

を受けておりますが、指摘事項について

は直ちにシステムの是正を行うとともに、

引き続きよりレベルの高いシステムの

運用を目指し努力していきます。

・監査計画作成 
・監査ポイントの指示 

監査の指示 

レビュー 

結果の報告 

監査の指示 

監査チーム 監査チーム 監査チーム 

被監査部門 

監査チーム 監査チーム 

○○部 △△部 ××部 ※※部 ☆☆部 

最高責任者（所長） 組織（製作所） 

ISO事務局 

監査の実施 

結果の報告 

是正処置の確認 

・監査結果取りまとめ 
・展開事例の公開 

環境管理責任者（シニアエキスパート）  

参照 参照  

三菱自動車 各製作所での内部環境監査のしくみ

ISO14001認証取得状況
＊2004年3月31日付でフタバ産業（株）へ売却。

緊急時対応、環境に関する事故など
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■環境報告書／製作所レポートの発行

1999年9月の初版以来、毎年日本語版

と英語版の2ヶ国語で発行しており、

冊子配布と当社インターネット／イン

トラネットホームページ上で社内外へ

公開しています。

また、国内3製作所の環境活動について

の製作所レポートも発行しています。

■環境パンフレットの発行

当社の自動車づくりにおける環境への

取り組みをまとめた、環境パンフレット

｢環境と自動車づくり｣（小学生向け）を

2004年6月に発行しました。

本報告書と同様に、

● 当社の環境への考え方

● ｢燃費｣などの言葉の説明

● サステナビリティプラン

● 事業活動に沿った取り組み

● COLTにおける環境配慮の例

など、図や写真を用いて、分かりやすく

紹介しています。このパンフレットは、

工場見学者や環境授業支援、販売会社に

おいて配布しており、環境関連の展示会

などでも配布を予定しています。

環境報告書の発行履歴

コミュニケーション

初　版（1999年版） 

第2版（2000年版） 

第3版（2001年版） 

第4版（2002年版）

1999年 9月 

2000年 8月 

2001年 9月 

2002年10月 

第5版（2003年版） 2003年 7月 

第6版（2004年版） 2004年 8月 

■ インターネットを通じた情報提供

当社ホームページ内の環境ページ

「環境への取り組み」では、過去全ての

環境報告書、車種別環境情報、「環境サス

テナビリティプラン」（ P.8-9）など、

環境に関する情報を公開しています。

最新の環境関連情報は、報道機関向け

のプレスリリースや、同内容をホーム

ページ上で逐次公開しています。

この他、小学生自動車相談室、子供

向けサイト｢ハートビートキッズ｣でも

環境と自動車の関係について紹介して

います。（ P.45）

■ 車種別環境情報の提供

お客様が自動車のグリーン購入を検討

される際の参考に、主要車種の以下の

環境情報を、当社ホームページなどで

提供しています。

● 燃費

● 排出ガス

● リサイクル情報など

http://www.mitsubishi-motors.com/
corporate/environment/info/j/

■ 外部行事への参加協力

低公害車の普及広報活動として、各地

で開催される展示会やフェアなどに

当社の各種低公害車（ P.23-24、36）

を出展しています。2003年度の主な参加

実績は下表の通りです。

2003年度の主な参加行事 

エコカーワールド2003

第22回世界ガス会議展示会 

国土交通DAY

OSAKA低公害車フェア2003

第16回低公害車フェア 
inおおさか 

第28回地球環境とエネルギー 
の調和展(ENEX2004)

 

エネルギーライフ北陸2003

エコカーフェスタ八王子 

11/21～23

11/19

第9回日本EVフェスティバル 11/24

JARI次世代自動車フォーラム 

大阪国際女子マラソン大会 

国際ガス連盟 

環境省他 5/31～6/1

大阪府他 

四国EVﾁｬﾚﾝｼﾞ
2000委員会 

北國新聞社他 

9/19～20

8/19～24

9/19～21

日本EVクラブ 

大阪市他 

日本自動車 
研究所(JARI)

(財)日本陸上 
競技連盟他 

(財)省エネル 
ギーセンター 

1/25

2/12～14

東京八王子高尾 
ライオンズクラブ 

国土交通省 

実施日 主催 

6/2～5

7/16

1/14

実施地域 

東京 

東京 

東京 
 

東京～ 
徳島 

大阪 

石川 

大阪 

東京 

茨城 

東京 

大阪 

東京 

四国EVウィーク2003
(四国EV駅電)

ENEX 2004にMFCVを出展( P.24)

参照 参照  

参照 参照  

参照 参照  

｢環境への取り組み｣
http://www.mitsubishi-motors.com/
corporate/environment/j/
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三菱自動車「環境と自動車づくり」（日本語版のみ）

参照 参照  

Web

Web



環境マネジメント

16

教育／啓発

■ 社員教育

ISO事務局（ P.14）などの環境

担当部門を中心に、社員を対象とした

社内教育を継続的に実施しています。

■ アイドリングストップ活動の推進

車両のアイドリングストップの実施に

ついては、社員への指導とともに、敷地内

に乗り入れるお客様や納入業者にも協力

をお願いしています。

■ 小学生環境授業

小学生高学年を対象に、当社の環境への

取り組みを紹介する出張授業を実施

しました。実際の部品や自動車を使った

授業は分かりやすいと、小学生の皆さん

から好評を頂きました。

■ 環境会計への取り組み

当社は、1999年の環境報告書（初版）から

環境会計関連情報を公表しており、

集計・公表には、環境省の環境会計ガイド

ライン（2002年版）※1を参考にしています。

＊2002年度より、三菱ふそうトラック・バス株式会社　
と分けて集計しています。

■ 2003年度の環境会計について

(1)環境保全コスト

2003年度の環境保全に係るコストは、

本社移転に伴うコージェネ発電（

P.28）やリサイクル法対応など、部分的

に増加しました。しかし前年と同様に、

当社が重視している製品自体の環境

負荷低減と、その生産段階での環境対策

に関連するコストが、環境保全コストの

大半を占めています（研究開発コスト：約

85.6%、事業エリア内コスト：約10.2%）。

環境保全以外の目的も含む複合的な

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

は環境保全に寄与する割合を推定して

算出しています。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。

なお、環境保全コスト総額の売上高

（ P.49）に対する比率は2.2%です。

■ 環境月間の活動

環境省は毎年6月を「環境月間」と位置

付けており、当社も下表の活動を推進し、

社内の環境意識の向上に努めています。

■ 環境関連資格の取得推進

社員の環境に関する資格取得を推奨すると

同時に、「古紙リサイクル認定制度」など

当社独自の資格制度も一部で導入、各職場

のリサイクル推進に効果をあげています。

また内部監査員（ P.14）は、社内外

の教育・研修に参加し、監査員資格の

認定を受けています。

コルトを用いた環境授業

環境会計

新入社員への環境教育

1.環境月間行事の社内PR（社内報・イントラ
　ネットへの関連記事掲載、ポスター・立て
　看板の掲示

2.環境月間講演会への参加 

1.環境施設の点検パトロール及び 
　環境測定の実施

2.廃棄物処理依託先の処理・処分状況など 

　管理状況の点検

3.クリーン奉仕活動の実施 

  （地域清掃活動などへの積極的参加）

1.構内樹木の点検整備

2.各種団体行事への参加

3.工場廃水の処理水で育てた錦鯉を 

　近隣小学校へ寄贈

項目 内容 

啓発活動 

実践活動 

そ の 他  

区分 

主任 

大気 

ダイオキシン 

公害防止管理者 水質 

騒音 

熱 

電気 

5

6

29

14

16

16エネルギー管理者 

合計（名） 

振動 

 19

6

32計 

79計 

主な資格所有者数

参照 参照  

参照 参照  

解　説

※1：環境省環境会計ガイドライン(2002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。

参照 参照  

参照 参照  
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(2)環境保全効果※1

環境保全効果の指標として取り上げた

主要な物量データは右表の通りで、

前年度と比較すると、向上もしくは維持

レベルの結果となりました。なお、記載

されているもの以外のデータは、本報

告書内の関連ページをご参照下さい。

(3)環境保全対策に伴う（経済効果）※2

環境保全対策に伴う費用節減効果として、

右表における効果を取り上げました。

エネルギー費用の節減については、

各製作所における2003年度エネルギー

予算からの節減額、物流倉庫内の照明

節減や配送便の削減などによる節減額

を取り上げました。

廃棄物処理費用、用水購入費用について

は、前年度からの節減額を示しています

が、廃棄物処理費用において、昨年より

増額となり、今後より一層の節減を目指

します。

この他にも、物流における配送形態の変

更（ダンボール使用から折りたたみコン

テナ使用への切り替え）、輸出梱包資材の

リサイクル（リターナブルラック使用）

などの活動もあり、今後、継続的な節減

効果を管理／公表していきます。

なお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）は取り

上げておりません。

※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費用節減効果（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。

※3：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)使用済み部品の回収などのコスト
(3)ISO14001、社員への環境教育などのコスト　(4)燃費改善、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･会費などのコスト　(6)国、地方公共団体などへの賦課金などのコスト

分類※3 前年度比 金額（百万円） 

（1）事業エリア内コスト 3,221

（1,458） 

（110） 

（1,653） 

361

822

26,958

135

3

31,500

94.2%

（97.0%） 

（189.7%） 

（88.9%） 

350.5%

85.4%

96.7%

108.9%

8.6%

96.8%

公害防止コスト 

地球環境保全コスト 

資源循環コスト 

内訳 

（2）上・下流コスト 

（3）管理活動コスト 

（4）研究開発コスト 

（5）社会活動コスト 

（6）環境損傷対応コスト 

合計 

項目 金額（百万円） 

エネルギー費用の節減 

廃棄物処理費用の節減 

用水購入費用の節減 

589

△0.9

80

1998

420
380

414
450

325 315

1999 2000 2001 2002 2003

（年度） 

（億円） 

分類 項目 

370千t-CO2

4,928千m3

74t 62.7%

－
72.9千本 

15.6千t-CO2

43.61kg-CO2/台 

94.4%
82.7%

－ 
99.2%

103.1%
98.3%

P.28
P.33

2003年度値 前年度比 関連ページ 

・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 

・車両重量区分別平均燃料（ガソリン乗用車／貨物車） 
・廃バンパー回収量 

・国内完成車輸送におけるCO2総排出量 
 （出荷1台当たり排出量） 

P.30－31

P.20
P.41

1

2

3

事業活動から排出する環境負荷 
及び廃棄物に関する効果 

事業活動から産出する 
財・サービスに関する効果 

事業活動に投入する資源に 
関する効果 

輸送その他に関する効果 

1

2

3

4

研究開発コスト 
85.6%

管理活動コスト 
2.6%

上・下流コスト 
1.1%

社会活動コスト 
0.4%

環境損傷対応コスト 
0.01%

事業エリア内コスト 
10.2%

（1）環境保全コスト 

環境保全コスト構成比 環境保全コスト総額の推移 

（2）環境保全効果 

（3）環境保全対策に伴う費用節減効果 

 

研究開発コスト 
85.6%

＊2001年度までは三菱ふそう分を含む 

P.34

解　説
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環境負荷低減への取り組み 

環境活動 

自動車ライフサイクルにおける環境負荷 

開発・設計 

調達 

生産 

物流 

販売／製品の使用 

リサイクル 

その他 

Environmental
Activities

自動車は、その一生～｢つくる｣｢つかう｣

｢もどす｣～を通じ、様々な形で環境に

対して負荷を与えます。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。

当社は長期的かつ広範囲への環境負荷

を継続的に低減するため、総合的な取り

組みを行っています。

環境負荷低減への取り組み

自動車ライフサイクル※1における環境負荷

自動車ライフサイクル※1の各段階における

主なINPUT（エネルギーなどの投入）／

OUTPUT（環境への排出）は下図に示す

とおりです。各段階における環境負荷と、

その低減への取り組みについて、以下

のページで具体的に紹介します。

大気汚染 

水質汚濁 

騒音、廃棄物 

HC、NOx...

酸性雨 

地球温暖化 

オゾン層破壊 

SO2、NOx...

CO2、CH4、HFC...

時間　　　　　　　　　長期間 

広
範
囲
　
　
　
　
　
　
空
間 

自動車と地球環境問題 

地球環境 

広域環境 

地域環境 

物
　
流 

生
　
産 

リ
サ
イ
ク
ル 

販
　
売 

開 

発
・
設 

計 

調
　
達 

部品・素材メーカー 

完成車 

部品など 

完成車 

部品など 

使用済み車 

廃部品など 

エアバッグ 

フロン、 
シュレッダー 
ダストなど 

中古部品、再生部品など 
再生可能素材など 

再生可能素材、廃バンパーなど 

部品 素材など 

（製品開発においては、使用時の環境負荷の低減や、リサイクル関連を特に重視） 

 エネルギー 
（電力､都市ガス、 
石油類など）用水など 

CO2、SOx、NOx、VOC 
排水、騒音、化学物質 
産業廃棄物など 

CO2、NOx、CO 
HC、PM、騒音など 

ガソリン、 
軽油など 

ガソリン、 
軽油など 

モノの流れ 

IMPUT 

OUTPUT

業
者
で
適
正
に
処
理 

製
品
の
使
用 

CO2、NOx、CO 
HC、PM、騒音など 
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解　説

※1：自転車ライフサイクル
※1：ここでは工業製品開発における設計から廃棄・リサイクルまでのことを言います。
※1：（PLM : Product Lifecycle Management「製品ライフサイクル管理」の概念と同じ。）



■ LCAへの取り組み

LCA（ライフサイクルアセスメント：Life

Cycle Assessment）とは、原料の採掘から

最終的な廃棄／リサイクルまでを通して、

環境に与える影響を予測評価する手法

です。※2

当社では、2000年度にLCA導入検討を

開始し、2002年度にLCAをDfEの重点

取り組みである地球温暖化防止の評価

ツールとして明確に位置付け、ライフ

サイクル全体のCO2排出量の算出・分析

に活用する目的で、取り組みを促進して

います。

2003年度は、LCA検討の基本となる、

自社製部品の製造工程のデータベース

を整備し、さらに部品メーカー製のアルミ

部品やプラスチック部品のデータも

蓄積しました。また、ライフサイクル

CO2排出量の比較検討を、モーターショー

出品のコンセプトテストカー｢i(アイ)｣

( P.22)と同クラスの一般的なスチ

ールボディ車について行いました。

更なる精度・効率向上に向け、引き続き

手法・データベースの充実化を進めます。
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■ DfEの推進

DfEとは、｢環境配慮設計：Design for

Environment｣のことであり、当社において

は、原料の採掘から始まるライフサイクル

全体における環境負荷の低減に配慮して、

開発・設計を行うこと、またそのマネジ

メントシステムのことです。

環境サステナビリティプラン（ P.8-9）

では、｢DfEプロセスの実行推進｣を目標

設定し、環境マネジメント・リサイクル

部会（ P.7）傘下のDfE推進ワーキング

グループで本格的な適用を促進して

います。

2002年度にDfEの考え方に基づく枠組みを

策定し、現在は実行推進のためのシステム

を構築中です。システムを構築する上で、

以下の環境保全分野を重点取り組みとし、

関連する項目（燃費改善や軽量化など）

を選定し、環境負荷低減を目指します。

●地球温暖化防止

●環境汚染防止

●資源消費／廃棄物抑制

例えば、地球温暖化防止には、燃費改善

や車両の軽量化によるCO2排出量削減、

環境汚染防止には、排出ガス低減による

汚染物質削減、資源消費抑制には、燃費

改善によるエネルギー資源消費抑制や

車両の軽量化などが考えられます。

DfE実行段階では、このような関連する

項目（燃費改善など）の物理量（CO2排出量

など）を予測評価します。物理量に対して

は、環境規制や協定遵守はもとより、

原則として現行車の環境性能以上の

自主改善目標を設定し、継続的な向上を

目指します。

またこれらの開発プロセスは、｢クォリティ

ゲート※1｣の各ゲートで経営層も確認・

評価します。

開発・設計

解　説

※1：クォリティゲート（QG）
※1：MMDS（新型車開発プロジェクト全体のマネジメントツール）（ P.46）に規定されている、プロジェクト進捗状況を確認・管理する評価時点
※1：（ゲート）のことであり、商品コンセプトの決定（ゲートF）から最終品質確認段階（ゲート A）までに、6つのゲートが設けられている。
※2：LCAの国際規格としてISO14040シリーズがある。

環境活動 リサイクル、その他販売 /製品の使用物流生産調達開発・設計

5000

200

50

0
0 15000 250002000010000

ライフサイクルCO2排出量の検討例 
コンセプトテストカー「i（アイ）」 

300

250

150

100

『i（アイ）』 

スチールボディ車 

走行距離（km） 

排
出
量（
指
数
） 

同クラスの一般的なスチール 
ボディ車との比較 

CO2

参照 参照  

参照 参照  

参照 参照  

地球温暖化 

環境汚染 資源消費／廃棄物 

中心へ向うほど 
環境負荷が小さい 

発売中のモデル 

次期モデル 

DfEの重点取り組み及び推進のイメージ 

推
進 

推
進 

推進 

QG C　試作確認終了

QG B　開発完了

QG A　最終品質確認終了 

環境規制／協定遵守 

自主改善目標設定 

物理量の予測評価 

クォリティゲート（QG）とDfE

QG F　商品コンセプト決定

QG E　目標スペック決定 

QG D　詳細スペック決定 

 

DfE重点取り組み 

地球温暖化防止 

環境汚染防止 

資源消費 
廃棄物抑制 

排出ガス低減 

項目例 
CO2排出量削減 

資源消費抑制 

DfE重点取り組みへの効果例 

軽量化 

汚染物質低減 

燃費改善 

参照 参照  
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重量区分 

燃費 

燃費基準値（ガソリン乗用車の例） 

グランディス 

(kg)

燃費基準の達成 コルト 

（km/R） 

二酸化炭素（CO2）排出量の低減　

自動車からのCO2排出量削減のため、

省エネ法※1により基準エネルギー消費

効率（燃費目標基準※2）が設定されて

います。(目標年度：ガソリン車は

2010年度、ディーゼル車は2005年度)

当社は、2005年度に2010年基準の早期

達成を目指し、新型車発売のタイミング

にあわせて、エンジン・駆動系の改良、

軽量化、転がり抵抗・空気抵抗低減など

燃費改善を進めています。2003年度に

発売された新型車グランディスは2010年

の燃費目標基準を達成しています。

環境負荷低減への取り組み
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■ 地球温暖化防止

地球温暖化の一因とされる温室効果

ガス排出量を削減する目的で、以下の

ような取り組みをしています。

1.二酸化炭素（CO2）排出量の低減

●省エネ法※1による燃費目標基準※2の

早期達成

●低燃費なパワートレイン※3の開発や

車体の軽量化･走行抵抗低減、省エネ

エアコン採用などによる燃費改善

2.エアコン冷媒（代替フロン:HFC134a）

使用量の削減

自動車の燃費性能に係る車体表示について

2004年4月より、省エネ法※1で定める燃費目標基準※2以上の燃費性能を有する自動車に

ついて、車体の後面ガラスなどの見えやすい位置に下記のステッカーを貼付しています。

2002年以降の新型車「コルト」､「ランサーカーゴ」、「グランディス」は、全種類において

平成22年度（2010年）燃費基準（一部は+5%）を達成しています。

解　説

※1：省エネ法
※1：正式名称｢エネルギーの使用の合理化に関する法律｣
※2：燃費目標基準
※1：乗用車及び車両総重量2.5t以下の貨物車に設定されている。
※3：パワートレイン
※3：エンジン及びクラッチ、トルクコンバータ、トランスミッションなど動力を伝達する一連の機構のこと。
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軽－構造A ： ミニカバンなど 
軽－構造B ： ミニキャブバン、ミニキャブトラック 
軽量　　　： ランサーカーゴ 

ガソリン乗用車 

8

10

12

14

16

18

20

22

24

6
875 1000 1250 1500 1750 2000 2250

ガソリン貨物車／オートマチックトランスミッション車 

8

10

12

14

16

18

20

22

軽～750
構造A

軽875
構造A

軽875
構造B

軽1000 軽量1250
6

（km/R） 

ガソリン貨物車／マニュアルトランスミッション車 

8

10

12

14

16

18

20

22

24

軽～750
構造A

軽～750
構造B

軽875
構造A

軽875
構造B

軽1000 軽量1250
6

（km/R） 

燃費基準の達成 

燃費基準の達成 

燃費基準の達成 
2002年度 
2003年度 
2010年燃費基準 

2002年度 
2003年度 
2010年燃費基準 

2002年度 
2003年度 
2010年燃費基準 

◎重量区分別平均燃費（10・15モード） 

（kg） 

（km/R）
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（1）高効率エンジン

燃費改善、排出ガス低減、さらには出力

向上に寄与するMIVEC※ 1エンジンを

2002年発売のコルトに続き、2003年発売の

グランディスにも全面的に採用しました。

このMIVECエンジンは、従来のMIVEC

機構を発展させた新しい構造を採用

しています。また、コンピュータ解析モデル

を用いて最適設計を行った結果、吸入

空気量の増大や燃焼安定性を高めること

が可能となりました。小型・軽量化を

実現すると共に、無鉛レギュラーガソリン

にて高出力と低燃費を両立させ、超-低排出

ガス車（ P.22）に適合しています。

（2）CVT※2の採用拡大

金属ベルトで動力を伝達し、連続・無段階

に変速が可能なCVTは、エンジンを常に

高効率な領域で使用できるため、燃費

改善に寄与します。

グランディス MIVECエンジン

グランディス エアコンシステム

フロンに関する注意ラベル

解　説

※1：MIVEC（Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System）
※1：三菱自動車の可変バルブタイミング機構付エンジンの総称です。
※2：CVT（Continuously Variable Transmission）
※1：無段変速機。エンジン性能を効率よく引き出すことが可能。

コンデンサー 

エアコンユニット 

エアコン 
コンプレッサー 駆動プーリー 

従動プーリー 

ローの状態 オーバードライブの状態 

スチールベルト 

参照 参照  

環境活動 リサイクル、その他販売 /製品の使用物流生産調達開発・設計

CVT機構 （イメージ）

当社は、小型・軽量CVTを開発し、2000年

5月発売のランサーから順次小型車に採用

しています。

2003年度の当社製登録車において、

CVTを採用している車種数は、全体車種数

の3割を占めています。

（3）省エネエアコンシステム

グランディスのエアコンは、冷房性能の

向上と、実用燃費の改善を両立させる

目的で、以下の新技術を採用しました。

●要素部品（エアコンコンプレッサー、エアコン

ユニット、コンデンサー）の高効率化

● 制御の最適化（省エネ制御、エアコンと

エンジンの協調制御）

● エアコン自体の重量低減

CVT採用車種一覧

コルト 

ディオン 

ランサー 

ランサーワゴン 

ランサーカーゴ 

全種類 

ターボ車を除く 

ターボ車を除く 

ターボ車を除く 

4WD車を除く 

参照 参照  

エアコン冷媒（HFC-134a）使用量の削減

地球温暖化の原因となるCO2よりも高い

温室効果をもつHFC-134a（ P.40）

の使用量削減のため、1997年以降の新型

車から下記の取り組みを進めていま

す。

●熱交換器の小型化

●高効率コンデンサーによる省冷媒

タイプのエアコンの採用

2003年度の新型車グランディスにも

上記取り組みを採用しました。また、

エアコンメーカーと共同で、HFC-134a

の代わりにCO2を冷媒とするエアコン

の開発も進めています。

なお、フロンの大気放出防止を目的と

して、2002年4月1日以降に国内で販売

した車両には「フロン回収破壊法」対

応の注意ラベルを貼付しています。



コンセプトテストカー「 i（アイ）」～燃料消費と排出ガスの低減に向けて～

コンセプトテストカー｢i｣では、環境性能の向上を目的とした下記の取り組みを実施しています。

●アルミスペースフレームによるボディの軽量化
●新開発の1.0R「MIVEC」エンジンとCVTを組み合わせたパワートレイン( P.20-21)
●アイドルストップ機構を追加した「三菱スマートアイドリングシステム」※1の採用
●空力性能向上（空気抵抗の低減）

ドイツの自動車クラブADAC（Allgemeiner Deutscher Automobil-Club）の環境試験｢ECO TEST｣において、

排出ガス規制EURO4をクリアするとともに、3リッターカーの基準であるCO2排出量90g/km以下の

89g/km（3.8R/100km）を達成しました。同テスト初の排出ガス／燃費とも、最高格付けである5ツ星

を取得しています。上記の環境性能以外に、新開発MR※2プラットフォームを採用した優れた居住性

と衝突安全性能を、高い次元で両立させており、今後、国内外への市場展開を検討して行きます。

環境負荷低減への取り組み
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■ 大気汚染防止

日米欧をはじめ多くの国・地域で自動車

排出ガス規制の強化が進められ、規制

が実施される前と比較すると有害ガス

の排出量は 100分の 1レベルに低減

されています。当社は、規制への早期

対応、よりクリーンな排出ガスレベル

の実現に取り組んでいます。

ガソリンエンジンの排出ガス低減

排出ガスの新短期規制（平成12年規制）

が2000年に施行され、この規制値より

さらに排出ガスを低減した自動車（低減

レベルにより超・優・良-低排出ガス車）

を認定する｢低排出ガス車認定制度｣が

国土交通省により導入されました。

さらに2005年に施行が予定されている

世界一厳しい排出基準である新長期規制

（平成17年規制）についても、新しい

｢低排出ガス車認定制度｣が2003年10月

に導入されました。

当社では、2000年度から認定取得を

開始しており、2003年度に発売した

ほとんどの新型車（グランディス、ミニカ、

エアトレック）で、「超-低排出ガス車」

を取得しました。（ P.36）参照 参照  

また2004年3月までに、コルト、グラン

ディスなど計14車種が、新制度の｢平成

17年排出ガス規制値の50%低減レベル｣

指定を受けました。
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出典：国土交通省データより自工会作成 

国内排出ガス規制の変遷(ガソリン乗用車)

新短期規制（平成12年規制） 

新長期規制（平成17年規制） 

10・15モード、11モードのそれぞれに規制値有り 
（ただし上記グラフでは10・15モードの値） 

10・15モード、11モードを合わせた規制値 
（HC規制はメタンを除く） 
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超-低排出ガス車 
（☆☆☆） 

低排出ガス車 
（☆☆☆） 

低排出ガス車 
 （☆☆☆☆） 

平成17年規制値 

0.06

出典：国土交通省データより自工会作成 

排出ガス規制の低減レベル 

平成12年排出ガス規制値の75%低減レベル (超) 

平成12年排出ガス規制値の50%低減レベル (優) 

平成12年排出ガス規制値の25%低減レベル (良) 

 

平成17年排出ガス規制値の75%低減レベル(新4ツ星) 

平成17年排出ガス規制値の50%低減レベル(新3ツ星) 

 

低排出ガス車認定基準 ステッカー 

2003年東京モーターショー出品｢ i(アイ）｣

参照 参照  

解　説

※1：三菱スマートアイドリングシステム
信号待ちなどの停車時にエンジンを自動停止し、発進時には自動始動するアイドリングストップ&スタートシステム。

※2：MR（Midship engine Rear wheel drive）
車体中央部にエンジンを配置し、後輪を駆動するシステム。

Web http://media.mitsubishi-motors.com/pressrelease/j/motorshow/detail905.html
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■ 車室内環境の改善

快適で安全な車内空間を提供するため、

材料や加工法の改良により、内装部品

から発生する有機溶剤などの揮発性

化学物質の低減を図っています。

その結果、新型グランディスは内装部品

の改良で、旧型グランディスに比べ接着剤

から発生する成分については3分の1以下

と大幅に低減し、また塗装から発生する

成分についても3分の2以下に低減して

います。

また、タバコ臭、生活臭、ホルムアルデヒド

などを吸着し、水や炭酸ガスなどに

分解する消臭加工を、2003年5月に自動車

業界で初めて新型グランディスの天井材

に採用しました。

タバコ臭や生活臭であるアンモニア臭

に対しては速やかな消臭能力を示し、

ホルムアルデヒドに対しても優れた

消臭効果を発揮します。この消臭機能は、

触媒作用によるもので、消臭剤自体は

変化しないため持続性があります。

この他、空気中の花粉や塵だけでなく

排出ガスなどの悪臭を取り除く脱臭機能

付きクリーンエアフィルターも採用し、

アレルゲンや悪臭などの車内への進入

防止を図っています。

解　説

※1：EV（Electric Vehicle）
電気自動車

※2：CNG（Compressed Natural Gas）
圧縮天然ガス

新型 

旧型 

内装部品の改良内容（化学物質低減方法） 

消臭加工表皮材による 
化学物質の吸着・分解 

表面塗料の有機溶剤を低減 

オーナメント表皮接着剤の 
有機溶剤を低減 

【接着剤から発生する成分】 【塗装から発生する成分】

車室内濃度（μg/m3） 車室内濃度（μg/m3） 

試験条件：実車測定（盛夏の屋外、一日放置相当） 

グランディス車内の化学物質発生量の比較 

天　　井 
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■ 低公害車の研究開発

電気自動車

排出ガスを一切出さない電気自動車

（EV車）※1は、航続距離を延ばす、充電の

短縮など克服すべき課題がありますが、

そのモーターやバッテリーなどの要素

技術は、燃料電池自動車においても

重要な技術です。

当社は、将来を見据えた電気自動車の

研究開発を継続し、2001年より毎年､

「四国EVウィーク2003」（2003年8月）

に高性能モーター／バッテリーを採用

した実験用試作車「エクリプスEV※1」で

参加、各種実用性の確認を行いました。

天然ガス自動車

天然ガスを燃料とし、CO2の排出量が

ガソリン車と比べて少なく、黒煙も

排出しないクリーンエネルギー自動車

です。

当社は、軽商用車の天然ガス自動車

(CNG車)※2を販売しています。（ P.36）

タバコ臭 

生活臭 

化学物質 

二酸化炭素 

水 

吸着・分解 

参照 参照  

グランディス車内の天井

環境活動 リサイクル、その他販売 /製品の使用物流生産調達開発・設計

エクリプスEV

CNGミニキャブ
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また専用のコンビネーションメーターを

製作し、パワーメーター（燃料電池の状態

表示）、二次電池及び水素の残量計、各種

警告などによりシステム全体の状態

を分かりやすくしています。

経済産業省主導の水素・燃料電池実証

プロジェクト（JHFC：Japan Hydrogen

Fuel Cell Demonstration Project）に参画する

とともに、2004年 1月の大阪国際女

子マラソンの伴走車として走行するなど、

公道上での走行試験を実施し、性能、

環境特性、安全性に関する基礎データ

を収集し実用化に向けた技術を蓄積

していきます。

｢MITSUBISHI FCV｣は走行中の車両データ

を遠隔地で確認できるシステム

（テレメトリングシステム）を採用し

ており、水素残量、走行距離、GPS※2

位置情報など、遠隔地での故障診断、

実証試験で必要な情報をリアルタイム

でモニタリングすることが可能に

なりました。

これらの走行試験中の状況の一部は、

当社ホームページ｢ Veh ic l e  Home

Page（ビークルホームページ）｣上

でも一般公開し、車載カメラからの

映像など最新情報を提供しています。

燃料電池自動車

水素と空気中の酸素との反応で取り

出した電気エネルギーで走行する燃料

電池自動車は、低公害かつエネルギー

効率が高く、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。

当社はダイムラークライスラー社の

協力を得て、新型車グランディスを

ベースとした3列シートのミニバンでは

日本で初めてとなる｢MITSUBISHI FCV※1｣

で2003年10月に国土交通省大臣認定

を取得しました。

高圧水素と高電圧に対する水素センサー、

各種安全弁、主電流遮断装置などの

安全設計に配慮しています。

解　説

※１：FCV（Fuel Cell Vehicle）
燃料電池自動車

※２：GPS（Global Positioning System）
全地球測位システム

車名 
全長／全幅／全高 

全両重量 

乗員 

最高速度 

燃料電池 
システム 

水素タンク 

モーター 

二次電池 

形式 

出力 

貯蔵方式 

容量 

形式 

最大出力 

最大トルク 

航続距離 

MITSUBISHI FCV
4755/1795/1690mm

充填圧力 

2,000kg
5人 

140km/h
150km

固体高分子形（バラード社製） 

68kW
圧縮水素 

35MPa
117R

ニッケル水素 

交流誘導モーター 

65kW
210N・m

二次電池 水素タンク 

燃料電池システム 駆動装置 

システムレイアウト 安全装備

MITSUBISHI FCV 主要諸元 ビークルホームページ

水素警告灯 

水素センサー 

各種安全弁 

水素センサー 

水素放出口 

主電流遮断装置 

パワーメーター（燃料電池） 

警告灯 水素残存量 

燃料電池システム等の状態表示 
（累計・区間走行距離の表示切替） 

二次電池残存量 

メーターの機能
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■ リサイクル性向上の取り組み

車両開発の初期段階からリサイクル

可能率や環境負荷物質低減などの目標

を設定し、当社独自の｢リサイクル設計

ガイドライン｣に基づいた3R※1設計を

積極的に推進しています。

2003年度発売の新型車グランディスで

行った取り組みを以下に紹介します。

リデュース設計

原材料の使用を抑えるとともに、耐久性

向上に努めています。

解　説

※1：3R

リデュース(排出削減)、リユース(再使用)、リサイクル(再利用)
※2：PET（Polyethlene Terephthalate）

ポリエチレンテレフタレート。飲料用の容器、写真フィルム、磁気テープなどに用いられる。

(2)再生材料の適用例

飲料容器のPET※2ボトルなど廃材の再

利用を拡大しています。

小型・軽量化 

・エンジン部品のアルミ化 
・高張力鋼板の採用による板厚低減 
 （ボディ部品、シャシーメンバーなど） 
・テーラードブランク（　　 P.31）の採用 
 （ボディサイドパネル、ドアパネルなど） 

部品点数削減 

・ワイヤーハーネスの削減（約30回路）（　　 P.40） 
・濾材だけで構成されたエアクリーナー用エレメントの採用 

参照 参照  

参照 参照  

耐久性・耐食性の向上 

・LED（発光ダイオード）リヤコンビランプの採用 
 （バブル交換不要） 
・防錆鋼板の適用拡大 
 （ボディ、シャシー、エンジン部品） 
・ボディシーラー、アンダーコート材の適用範囲拡大 

リユース／リサイクル設計　

新型車グランディスでは、以下の取り組み

によりリサイクル可能率の自主目標であ

る90%を大幅に上まわっています。

(1) 原材料の工夫例

リサイクルが容易な樹脂を積極的に

採用しています。

熱可塑性樹脂への代替 

・燃料ホース 
・テールゲートウェザストリップ 
・エンジンバキュームホース 
・エアインテークホース 

オレフィン樹脂の採用 

・外装部品 
 （バンパー、ラジエターグリルなど） 
・内装部品 
 （インストルメントパネル、トリムなど） 

工程内廃材の再利用 

・バンパー、フロントグリルなど 
・フロアインシュレーター（カーぺット端材） 

他産業廃材の再利用 

・エンジンオイルレベルゲージ 
 （飲料容器のPETボトル） 
・ダッシュパネル吸音材 
 （飲料容器のPETボトルや使用済みの衣類など） 

 
 

(3) 分別・解体容易化例

材料マーキングや解体容易化により、

リサイクルの際に同一材料ごとに分別

することが容易になります。

識別の工夫 

・100g以上の樹脂・ゴム部品への材料マーキング実施 
・バンパーなど大物部品への連続マーキング実施 

解体容易化構造の採用 

・バンパーの板金製リーンフォース廃止 
・締結ボルト点数の削減 
 フロントバンパー　　  ： 4点→ 2点 
 インストルメントパネル ：10点→ 6点　 
 

 
 

(2) 長寿命化の取り組み例

(1) 省資源化の取り組み例

グランディスにおける
リサイクル容易樹脂採用部品

リヤコンビランプのマーキング例

ゴムホースのマーキング例

接合部 
サイドパネル 

環境活動 リサイクル、その他販売 /製品の使用物流生産調達開発・設計

ボディサイドパネルへのテーラードブランク適用例
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(1) 鉛フリー材の採用例

新型グランディスにおける鉛使用量は、

1996年の1/5以下まで削減しました。

更にホイルバランスウエイトの鉛フリー化

についても、2003年度からコルトや

グランディスなど数車種で採用を開始

しました。これらの活動を通じて、今後

の新型車では、自工会削減目標の早期

達成を進めていきます。

(2)水銀・カドミウム

照明用蛍光灯などにおける極微量の使用

量に抑えています。コンビネーションメー

ターの照明に関しては、バックライト

にLED(発光ダイオード)を採用し水銀

使用を止めています。

(3) 六価クロム

ボルトなどの亜鉛メッキ部品の保護被膜

として使用していますが、締め付けトルク

など使用上の問題のない部品から順次

代替品への変更を進めていきます。

更に上記の環境負荷4物質以外について

も、自主的な管理対象物質を「環境負荷

物質管理ガイドライン」（ P.27）と

して新たに設定し、製品に含有する環境

負荷物質データをIMDS（ P.27）に

より収集しています。これらのデータは、

社内システムで集計、一元管理し、使用

量削減に向けた取り組みを強化して

いきます。

環境負荷物質の削減

鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの

環境負荷4物質については、欧州の「使用

済み自動車に関する欧州議会および

閣僚理事会指令 2000/53/EC」（ P.39）

に基づき、原則使用禁止が2003年7月

から始まりました。国内においても

(社)日本自動車工業会(以下、自工会)

が新たに削減目標を設定しており、当社

は、これら環境負荷物質の使用ゼロ

に向けた努力を続けています。

解　説

※1：キャニスターケース(Canister Case)
燃料タンクから発生したガソリン蒸気を一時的に吸着する装置。

※2：PP (Polypropylene)
ポリプロピレン。フィルムや成型製品、また溶融紡糸として繊維製品などに用いられる。

対象物質 削減目標 

鉛 

水銀 

カドミウム 

六価クロム 

2006年1月以降： 
10分の1以下（96年比） 

2005年1月以降：以下を除き使用禁止 
・液晶ディスプレイ 
・コンビネーションメーター 
・ディスチャージランプ 
・室内蛍光灯 

2007年1月以降：使用禁止 

2008年1月以降：使用禁止 

●燃料タンク 

●ボディ用電着塗料 

●ガラスセラミックプリント 

●トランスミッション用グリース　など 

2000

1000

1996年度 
（業界平均） 

2001年度 
シャリオ 
グランディス 

2003年度 
グランディス 

（g） 

参照 参照  

参照 参照  

参照 参照  

自工会の削減目標（新型車）

グランディスの鉛使用量

その他の再生材料

材料メーカー・部品メーカーとの共同開発を通じて、三菱自動車独自の

発想で再生材料の利用拡大を進めています。

エアバッグ布端材の再生によるキャニスターケース※1を世界で初めて

開発し、採用拡大を進めています。

またポリプロピレン（PP）※2製食品容器の再生材と古紙からなる「古紙

入り再生PPエアクリーナーケース」をコルトやランサーなど多くの車

種に採用しています。

 
 

食品容器リサイクル材 

紙管（古紙） エアクリーナーケース キャニスターケース
（エアバッグリサイクル材）
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■ グリーン調達※1

当社では2000年11月から、調達における

環境保全活動を｢グリーン調達｣として、

取り組みを開始し、部品や資材を調達

している全取引先に対し以下の内容

を依頼しています。

● 環境マネジメントシステムの国際規格　　

ISO14001認証取得

● 部品・資材などの納入品に含まれる　

環境負荷物質の情報開示

■ ISO14001認証の取得

環境サステナビリティプラン（ P．8-9）

にあるように、｢全取引先における ISO

14001認証取得の推進（～2004年度末）｣

を目標に取り組み中です。

2003年度末の時点で、全取引先406社中

352社が認証を取得しており、取得率は

86.7%となっています。

解　説

※1：グリーン調達
ここでは、調達段階における環境保全活動と定義し、文房具などオフィスで使用する物などの購入に関する環境保全活動は含まない。

これらの円滑な促進のため、2003年

7月1日に、当社の環境負荷物質管理の

方針をまとめた｢環境負荷物質管理

ガイドライン｣及びIMDSの入力方法を

まとめた｢IMDS入力要領ガイドライン｣を

発行し、全取引先に配布致しました。

また管理対象物質として、原則使用禁止

としている4物質を含む89物質を設定

し、2003年度にはIMDSを利用し、3車種

の製品に含まれる環境負荷物質の情報

収集を開始し、今後は順次、新型車に

展開していく予定です。

■ 環境負荷物質の情報管理

欧州では廃車指令（ P.26）に基づき、

4物質（鉛、水銀、カドミウム、六価

クロム）が原則使用禁止となり、一方、

国内でも自工会が4物質の削減目標を

設定する（ P.26）など、環境負荷

物質に対する管理が国内外で強化され

つつあります。

当社はこの対応として、自動車に

含まれる環境負荷物質の把握と一元管理

のため、材料データを収集する国際的

なシステム IMDS(International Material

Data System)を利用した環境負荷物質

（納入品に含まれる）の情報収集を

開始しました。

既に取得 
86.7%

2004年度末までに 
              取得予定  
                    12.6%

0.7%

取引先のISO14001認証取得状況（2003年度実績） 

2001

100

50

0

20032002
（年度） 

（%） 

45

59

86.7

取引先のISO14001認証取得率推移 

その他 

参照 参照  

参照 参照  

参照 参照  

環境活動 リサイクル、その他販売 /製品の使用物流生産調達開発・設計

調達

環境負荷物質管理ガイドライン IMDS入力要領ガイドライン



■ 省エネルギー（地球温暖化防止）

電力、燃料などのエネルギー使用量の低

減及びそれに伴う温室効果ガスである

CO2の発生量抑制に取り組んでいます。

主な省エネルギーの取り組み

● コージェネレーションシステム

（コージェネ）※1の適正運転

● 動力源（エアー、スチーム）の送気圧低減

● 非生産時の消費エネルギー最小化

（給排気ファンの停止他）

● 高効率機器の導入

● 操業条件、運転条件の見直し

（設定温度、乾燥炉着火時間他）

● 焼却炉の廃熱回収利用。（スチーム回収）

環境負荷低減への取り組み

28

■ 環境保全の取り組み体制

当社は、エンジンや車体など主要部品の

加工や、各専門メーカーから調達したその

他構成部品で、乗用車、商用車、軽自動車

などの各種自動車を生産しています。

工場別の生産工程は、以下の通りです。

当社では、環境会議生産部会（ P.7）

傘下に各分科会さらに複数のチームを

設置し、工場における環境負荷の低減、

環境影響の未然防止の具体的な取り組み

を進めています。

解　説

※1：コージェネレーションシステム
都市ガスなどの燃料でガスタービンなどを動かして発電するとともに、その廃熱を空調や給湯などの熱源に利用するシステム。
エネルギーを効率よく取り出すことができる。

生産

機械加工・組立 

樹脂成形 

鋳造 

鍛造 

プレス 

車体組立 

○ 

○ ○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

岡崎 京都 滋賀 水島 

工場別の生産工程

参照 参照  

・名古屋分科会 

・水島分科会 

・パワートレイン 
  分科会 

・パジェロ製造 
 分科会 

・生産技術分科会 

・製品物流 

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 
（工場内の物流改善） 

新規課題への取り組み 

・完成車物流における 
   CO2排出量の削減 
・KD、補用品梱包の改善 

連携 

生産部会 

事務局 
（事務局会議） 

（2回/年） 

2003年度の生産工程におけるエネルギー

総使用量（CO2総排出量）実績は、各生産

工場での省エネ活動の推進、並びに生産

体制の整備により、370千t-CO2となり、

1990年度比で24%削減しました。売上高

当たりのCO2排出量は、26.0t-CO2/億円

（1990年度比4%減）となり、2002年度比

では売上高減少により、0.70t-CO2/億円

増加しました。

焼却炉の廃熱利用ターボモーター

環境会議生産部会の組織体制と取り組み エネルギー使用量の推移（CO2換算）

2003年度エネルギー使用量の内訳

214千k  /年 
（原油換算） 

8%

購入電力 
63%

その他 （コークス・ガソリン・軽油） 

都市ガス 
13%

コージェネ用 
都市ガス 

9%

灯油・A重油
7%

392 370

200

0
1990

487

27.2

1991 1992

400

600

25.3 26.0

（千t-CO2） 

25

20

30

35

（ t-CO2/億円） 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
（年度） 

売上高当たりCO2排出量 

CO2総排出量 
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（2）新塗装工場における省エネルギー

の取り組み

水島製作所では、車体塗装工場のリニュー

アルプロジェクトとして、新塗装工場を

建設し（2004年度に稼動予定）、省エネ

ルギー対策として、次のような対策を

織り込んでいます。

● 高効率変圧器の採用

● 小型ボイラー台数制御システム

● 蓄熱システムの導入

（空調用電力負荷の平準化）

省エネルギー改善事例

（1）電動溶接ガン導入による省エネルギー化

エアーシリンダー駆動タイプの自動

スポット溶接ガンを、電動モーター駆動

タイプの電動溶接ガンに切り替えま

した。エアーシリンダー駆動タイプでは、

作動時に圧縮エアーを大気放出する

無駄とエアー洩れによるエネルギー

ロスがあったため、切り替えることに

より省エネの推進を図っています。

（エネルギー削減量：原油換算－0.41S/台･年）

水島製作所と省エネルギー

数多くの生産工程がある水島製作所では、3ヶ月ごとの特別省エネパトロール、省エネルギーのポスターコンクールや標語募集を

開催するなど、省エネルギー管理活動を推進しています。2003年の省エネ月間標語には3129点の応募があり、7作品が優秀作品に

選ばれました。また、中国経済産業局より、2003年度｢エネルギー管理優良工場 中国経済産業局長賞（電気部門）｣を受賞しました。

標語優秀作品

・省エネは あなたが主役で まず実行
・｢消したかな？｣ 思ったその時 すぐ確認
・緑ある 地球を守る 省エネ活動

エアーガンをサーボガンに変更

省エネポスターコンクール優秀（金賞）作品

エアーガンを電動溶接ガンに変更

環境活動

● フリクションコンベヤーの採用

● 建屋の屋根面断熱化

（グラスウール入り二重折板）

水島新塗装工場

冷水蓄熱槽

小型ボイラー
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解　説

※1 : 歩留り　
原材料のうち、実際に生産に用いられる部分の割合。

※2 : 最終処分量のゼロ化　　
当社では、廃棄物発生量に対する埋立処分率が0.1%以下であることを「ゼロ化」と定義しています。

埋立処分ゼロ化は、2 0 0 2年 3月に

全製作所で達成後、引続き2003年度も

維持しています。2003年度の廃棄物

総発生量は224千t /年で、再利用などに

よる再資源化率の向上（99.5%）と、焼却

処理などによる廃棄物の減量（0.48%）

により、最終処分率は0.03%と2002年度

実績より更に向上させました。今後も

ゼロ化を維持するとともに、更なる

3R（ P.25）の推進に取り組みます。

■ 廃棄物の低減

生産工程から排出される廃棄物について

は、環境負荷の低減、資源有効利用による

循環型社会形成の観点から、再資源

化率の向上、埋立処分量の低減などを

中心に取り組んでいます。

主な廃棄物

● 金属くず

● 鉱さい（鋳物廃砂など）

● 廃油

● 汚泥

これらは、まず工法改善や材料歩留り※1

改善により発生量の抑制に努め、それでも

発生したものは、可能な限り再生・再利用

を進め、最終的に残ったものについて

埋立処分をしています。

当社では埋立処分量低減を重点項目と

して、廃棄物発生量の抑制、再利用の拡大

などによる最終処分量（埋立処分量）の

ゼロ化※1に取り組んでいます。
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参照 参照  

鉱さい 金属くず 

廃油 

廃プラスチック類 

汚泥 その他 

一般廃棄物 

59%32%

4%

2%

1% 1%

1%

合計 
224千t/年 

2003年度発生量内訳

また、一般廃棄物（紙ごみ類、廃プラス

チック類）の分別回収の徹底、再資源化を

進めた結果、焼却廃棄物を大幅に減少

できました。京都工場、水島工場では、廃棄

物焼却炉を2002年に廃止しています。

（1）再資源化

廃棄物を他の原料として再利用する

「マテリアルリサイクル」や、廃油、

廃プラスチック類の焼却熱エネルギー

を回収利用する「サーマルリサイクル」

を行っています。

鋳物廃砂 

金属スクラップ 

化成汚泥 

塗料カス 

洗浄用シンナー 

廃油 

廃プラスチック類 

排水処理汚泥 

ガラス・陶磁器くず 

集塵ダスト 

研磨汚泥 

焼却灰 

紙くず類 

製鉄原料、路盤材 

製鉄用材料 

セメント原料 

燃料 

再生シンナー、燃料 

再生油、燃料 

樹脂原料、セメント原料、燃料 

セメント原料 

ガラス原料、路盤材 

セメント原料 

セメント原料 

路盤材（溶融固化処理後） 

再生紙原料 

廃棄物の種類 発生源 資源化有効利用の事例 

鋳 造 工 程  

プレス工程 

塗 装 工 程  

工 場 全 般  

事 務 所 他  

再資源化の実施例

金属くず 
廃油 
紙くず 
鉱さい 
ガラス・陶磁器くず 

熱回収 

再資源化 
（95.75%） 

汚泥 
廃プラスチック 
廃油、廃液類 
紙くず、木くず 

焼却等処理 
（4.23%） 

廃
棄
物 

焼却灰 

再利用率（96.0%） 
●再生金属 
●再廃油 
●再生紙 
●路盤材 
●セメント原料など

●スチーム 
●燃料（助燃油） 

サーマルリサイクル（3.51%） 

直接埋立処分（0.02%） 
ガラス・陶磁器くず、その他鉱さい 

減量分 
（0.48%） 

埋立処分 
（0.03%） 

2003年度 廃棄物処理の流れ



■ PCBの保管

変圧器やコンデンサーに絶縁油として

封入されているPCB（ポリ塩化ビフェ

ニール）は、法に基づき適正に保管管理

しています。2 0 0 3年度末における

総保管台数は1,243台です。

■ 土壌地下水汚染の予防

土壌汚染問題に対しては、従来からの

既設井戸における地下水の有害物質など

の調査に加え、内陸部の工場から順次、

敷地境界に観測用井戸を設置し、地下水

のモニタリングを行い、汚染のないこと

を確認しています。

また、工場ごとの汚染リスクの調査、

土壌汚染の未然防止措置に関する

マニュアルの制定など、自主的な取り

組みを進めています。

（年度） 

1,000

0

2,699

2,000

3,000

4,000

2001

2,479 2,233

2002 2003

3,177

2000

（t/年） 

PRTR※1対象物質の排出移動量の推移

PCB専用保管庫
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テーラードブランク工法

テーラードブランク(Tailored Blank)工法とは、高強度・軽量化実現のため、板厚や強度の

異なる鋼板を溶接して1枚の素材とし、その後プレス成形することにより最適な板厚分布

を実現するものです。例えば、強度の必要な部分に厚い板材や強度の高い板材を

環境活動

コイル 

プレス成形 

ブランキング テーラードブランク 
Tailored Blank

溶接 

使用し、その他の部分は薄い板材と

することで、強度を維持したまま

軽量化できます。また、部品数の削減、

材料費・加工費の低減などのメリット

があります。

当社では、同工法を1998年6月に導入

し、現在、コルトやグランディスに適用

しており、直角接合や複数異方向と

なるマルチリニア接合の開発など

により､採用部品拡大を図っています｡

（2）副産物の発生抑制　

廃棄物3R（ P.25）対策の推進が

求められている中、当社では廃棄物

発生量の中の約90%（2003年度実績）を

占める、金属くず、鋳物廃砂について、

2006年度末までに「製品の生産量に対

する発生量比率（売上高当たり発生量）」

を2001年度実績に対し約2%低減する

ことを目標に活動を進めておりますが、

2003年度の売上高当たりの発生量は

13.9ｔ/億円で、2001年度に対し0.7%の

増加となりました。

主な施策

1. テーラードブランク工法の採用による

歩留り向上

2. プレスでの2部品成形による歩留り向上

3. 機械加工面積低減による切削くずの低減

参照 参照  

■ 化学物質の管理

化学物質の使用について、従来から

「化学物質有害性事前審査システム」に

より、新規化学物質の性状及び利用計画の

内容を確認の上、導入可否の事前審査を

実施しています。また、化学物質ごとの

リスクレベルを勘案し、優先度の高い化学

物質から、排出抑制に取り組んでいます。

排出移動量は前年度に比べ約10%減少

しており、今後も削減に努めて行きます。

（ P.1 製作所別環境データ）

地下水の観測用井戸

解　説

※1 : PRTR (Pollutant Release and Transfer Register )
環境汚染物質移動登録。対象となる化学物質ごとに、工場などから環境中への排出量または廃棄物の移動量について、事業者が自ら調査して
その結果を行政に報告し、行政はそれを集計して有害性情報をあわせて公表する制度（2003年3月に初めて公表）。

参照 参照  



（3）ばいじん

鋳造設備、ボイラー、廃棄物焼却炉など

から発生するばいじんは、バグフィルター

などの高性能集塵装置による捕集や、

再燃焼装置による除去のほか、燃焼設備

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。

（4）VOC※1

車体や部品の塗装工程では、以下の

ような取り組みによりVOCの排出抑制

に努めています。

また水島製作所では、新車体塗装工場

（ P.29）において、低溶剤タイプの

水性塗料の採用（VOC排出量目標25g/m2）

などにより、更なるVOCの排出抑制を

進めています。

環境負荷低減への取り組み

■ 大気汚染防止

（ P.1 製作所別環境データ）

（1）硫黄酸化物（SOx）

ボイラー、工業炉など燃焼設備の燃料を、

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、

硫黄酸化物の排出量を極めて低いレベル

に抑制しています。

（1995年に燃料を切り替え：A重油→都市ガス）

（2）窒素酸化物（NOx）

低NOxボイラーの導入や、低NOxバーナー

の使用により、窒素酸化物の排出抑制に

努めてきました。今後も、省エネルギー

対策の推進により、窒素酸化物の排出

抑制に努めて行きます。

解　説

※1：VOC（Volatile Organic Compounds）
トルエン・キシレンなどの揮発性有機化合物の総称。

（5）ダイオキシン対策

廃棄物焼却炉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

努めてきましたが、廃棄物の分別回収の

徹底、再資源化を進めた結果、可燃性

廃棄物を大幅に減少できたため、廃棄物

焼却施設の2ヶ所を2002年度に廃止して

います。稼動中の1基については、規制値

の1/10(1ng-TEQ/m3N)を管理目標とし、

適正燃焼管理に努めています。

（6）工場緑化
その他、工場内の緑化にも努めています。
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148

32

169

58

151

50

鋳造溶解炉用集塵装置(京都工場)

工場内の緑地

種類 

常緑高木 

落葉高木 

花潅木類 

樹種数 本数（本）  

25

25

35

13,400

1,600

71,000

クスノキ、ネズミモチ、 
マテバシイ、 
ウバメガシ、マツ 

ナンキンハゼ、ウメ、 
各種サクラ、ケヤキ、 
カエデ類 

ツツジ、サツキ、 
ドウダンツツジ、 
アベリア、カンツバキ 

そ の 他  （33,300m2） 芝生地 

備考 緑地面積率21.8%　環境施設面積率23.8%

岡崎工場の緑地概要

32

NOx排出量の推移

SOx排出量の推移

参照 参照  

工程 取り組み内容  

車体塗装 

高塗着効率塗装機の導入 

塗装ガン洗浄方式の改善 
（洗浄用シンナーに加圧空気を混合） 

洗浄用シンナーの回収率向上 

塗装乾燥炉への排ガス処理装置の設置 

部品塗装 エンジンのシリンダーブロックに溶剤を 
使用しない粉体塗料を採用 

参照 参照  
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■ 水使用の合理化

生産工程では、工業用水、井戸水、上水

(市水)を工程用水として使用しています。

これら用水使用については、省資源の

観点から、工場ごとに水使用量低減の

アクションプランを策定し、水使用の

合理化を継続的に進めています。

33

■ 水質汚濁防止

生産工程で発生する工程系排水は、

工程ごと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、

浄化しています。

公共用水域への放流水の水質は、窒素・

リン、BOD※1、COD※2などについて、法規制値

より厳しい自主管理基準にて管理し

ています。緊急時の対応として、非常用貯

水槽の設置、また閉鎖性水域（湖沼、海

湾）の富栄養化※3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、脱窒などの処

理システムを組み合わせた排水処理装

置を設けるなど、富栄養化の防止にも努

めています。

（ P.1 製作所別環境データ）

窒素･リンの自動監視装置と排出処理水 散水ろ床式生物処理装置

防音壁設置例

■ 騒音・振動防止

工場周辺地域への影響を少なくするため、

騒音・振動の主な発生源であるプレス、

コンプレッサー、各種送風機やエンジン

試運転場などでは、低騒音機器・振動

防止機器の導入やこれら発生源設備の

配置の工夫、建物の遮音、防音・防振対策

などを行っています。

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

臭気発生源としては、鋳造設備、塗装設備、

排水処理施設などがあり、活性炭吸着、

燃焼（直接燃焼式、触媒燃焼式、蓄熱式）、

薬液洗浄方式などによる脱臭設備の

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。

また日常管理面では工場周辺地域のパト

ロールによる臭気のモニタリングや敷地

境界における臭気測定などを行っています。

解　説

※1：BOD（Biochemical Oxygen Demand）
生物化学的酸素要求量。水の汚染を表す指標の一つで、好気性微生物が一定時間中に水中の有機物（汚物）を酸化・分解する際に
消費する溶存酸素の量のこと。

※2：COD（Chemical Oxygen Demand）
化学的酸素要求量。水の汚染を表す指標の一つで、水中の有機物を酸化するのに消費される酸素量のこと。

※3：富栄養化
湖沼・海湾の様な閉鎖水域に、窒素・リンなど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や水の着臭などの水質悪化を招く。

排水処理場の脱臭装置

環境活動

工業用水
47%

上水
18%

井戸水
35%

4,928
千m3/年 

2003年度 用水使用の内訳
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環境負荷低減への取り組み

■ 物流システム

生産・販売・サービス段階における輸送

効率の向上や梱包資材の削減について、

解　説

※1：ノックダウン（KD）
部品の状態で輸出し、現地の工場で車を組み立てること。

34

物流

部品メーカーで製造された生産用部品の各工場またパーツセンターへの輸送 

工場間での生産用部品の輸送 

工場で製造された車両のモータープール（保管・配車場所）への輸送 
モータープールから各販売会社への輸送 

パーツセンターから各販売会社への補修用部品の輸送 

調 達 物 流  

生産部品物流 

補修部品物流 

完成車物流  

（1）国内物流図

（2）輸出物流図
日本からは、完成車の他に、ノックダウン（KD）※1部品、補修部品が輸出されています。

部品メーカー 

調達物流 生産部品物流 

部品販売会社 

完成車 

補修部品 

モータープール 

販売会社 

部品 三菱自動車 
各工場 

パーツセンター 

完成車物流 

補修部品物流 

海外 国内 

海外販売会社 

三菱自動車 
各工場 

パーツセンター 

海外工場 

完成車 

KD部品 

補修部品 
海外部品デポ 

モータープール 

■ 輸送効率向上への取り組み

（CO2排出量の削減）

国内での完成車物流（工場から販売会社

までの完成車輸送）について、次の様な

輸送の効率化を推進し、CO2排出量の

低減を図っています。

● モーダルシフトの推進

● トレーラの積載効率の向上

● アイドリングストップなどの推進

● 他社メーカーとの協同輸送の拡大

これらの活動により、2003年度の国内

完成車輸送における出荷1台当たり

CO 2排出量は、前年度比 1 .7%低減の

43.61kg/台（CO2重量換算）となりました。

今後も取り組みを推進し、継続的な

環境改善を実施していきます。
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国内完成車輸送におけるCO2排出量
＊総排出量は、出荷台数増の要因により増加

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。
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（2）トレーラの積載効率の向上

トラクター上部への車両積載が可能な

「亀の子トレーラ」の活用など、積載台数増

による積載効率の向上を図っています。

また、一部指定輸送ルートでは高さ

規制緩和の実施を受け、積載効率の

向上を図ります。

（3）アイドリングストップなどの推進

陸上輸送において、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

禁止などの指導・徹底に取り組んで

います。

また、積載トラクターに「デジタル式タコ

グラフ※2」を活用し、運行管理の効率化、

省燃費運転などを推進しています。

（4）他社メーカーとの共同輸送の拡大

陸上輸送における帰り便の相互利用など、

輸送の効率化に取り組んでいます。
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積載車（亀の子トレーラ）

解　説

※1：モーダルシフト
環境負荷低減やコスト低減などを目的に、トラック・船・.鉄道などの輸送手段を組み合わせ、貨物輸送の最適化を図ること。

※2 : デジタル式タコグラフ
乗務員の詳細な運行状況データ（時間・速度・距離・エンジン回転数など）を収集、コンピュータで解析し、運転効率の向上に役立てる。

※3：リターナブルラック／ボックス
部品梱包に使用されたラック／ボックスは、輸送先の現地で荷卸し後、1/3～1/10程度にコンパクトに折り畳んで日本へ回送する。

（1）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

図り、現在、海上輸送可能地域においては、

全量を海上輸送に切り替えました。

鉄道輸送についても、効率向上が図れる

一部地域で利用しています。

海上輸送（専用船への積み込み風景）

鉄道輸送（搭載時の状態）

■ 梱包･包装資材の削減への取り組み

海外の生産・販売関係会社へKD部品や

補修部品を輸送する場合の梱包・包装

資材削減を推進しています。

（1）リターナブルラック／ボックス※3の　

利用拡大

KD部品のタイ向け適用拡大、補修部品の

豪州向け適用について、2003年より実施

しました。引き続きリターナブル利用

拡大を検討中です。

（2）木材梱包ケースのスチール化

KD部品のコロンビア向け、韓国向けに

ついて2003年よりスチール化を行い、

木材の削減を推進しています。

（3）梱包の簡素化

ストレッチフィルム包装の採用や、梱包

仕様の見直しなどにより、簡素化・省資源

に取り組んでいます。

（4）ダイムラークライスラー社との協業

欧州向け補修部品出荷に使用した

リターナブルラックを、ダイムラー

クライスラー社日本向け補修部品出荷

に活用し、省資源化を図っています。

KD部品の梱包 補修部品の梱包 

31%18%

2003年度 全梱包容積における 
リターナブル化梱包割合 

環境活動

国内海上輸送ルート

タコグラフ



環境負荷低減への取り組み

■ 低排出ガス車の販売

国土交通省による低排出ガス車認定制度

（ P.22）に対し、2003年度は「超-

低排出ガス車」のグランディス、ミニカ、

エアトレックなどを新たに発売し、その

結果、2003年度に販売した当社製ガソ

リン車の95%以上が低排出ガス車と

なっています。

解　説

※1：八都県市指定低公害車制度
関東地区の八都県市（東京都、神奈川県、千葉県、横浜市、川崎市、さいたま市）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

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、八都県市指定低公害車制度と類似。
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販売／製品の使用
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2001
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100

（年度）

超-低排出ガス（含新3ツ星） 良-低排出ガス 

優-低排出ガス その他 

低排出ガス車販売費率（ガソリン車） 

（%） 

31.1

51.9

（年度） 

100

80

60

40

20

0

指
定
型
式
数 

八都県市及びLEV-6指定低公害車の 
型式数の推移（乗用車系のみ） 

八都県市 

LEV-6

： 八都県市の基準強化により減少 
： LEV-6の基準強化により減少 
： 八都県市の基準強化により減少 

： 新長期規制対応車の認定取得により増加 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

■ 自治体の低公害車指定制度への対応

当社は排出ガス低減などの取り組みに

より、八都県市指定低公害車※1、LEV-6

指定車※2、東京都指定低公害車など、

自治体が進めている低公害車指定制度に

積極的に対応しています。

■ 低公害車の普及

低公害車の開発と普及を一層推進する

ため、環境省、経済産業省及び国土交

通省は「低公害車開発アクションプラン」

を2001年7月に策定しました。

同プランは、2010年までのできるだけ

早い時期に1000万台以上の低公害車の

普及を目標とし、各種施策を推進すること

としています。

対象となる低公害車は、

［1］天然ガス自動車（CNG車）

［2］電気自動車

［3］ハイブリッド自動車

［4］メタノール自動車

［5］低燃費かつ低排出ガス認定車

であり、これらの車両は「グリーン購入法」

の対象となっています。

当社の 2003年度出荷台数は下表の

とおりです。

＊1：電気自動車、ハイブリッド自動車及びメタノール自動車の実績はなし 
＊2：省エネ法に基づく燃費基準早期達成車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領に基づく低排出ガス認定車 
＊3：新長期基準50%低減車（新3ツ星）を含む 
＊4：当社LPG自動車はグリーン購入法対象車種ではありません 
＊5：2002年度の販売なし 

2003年度の出荷台数（カッコ内は対前年度比） 

軽自動車 軽自動車 普通・小型車 普通・小型車 
合計 

低燃費かつ 
低排出ガス 
認定車＊2

合　計 

LPG自動車＊4

低公害車＊1

乗用車 貨物車 

☆☆☆ 

☆☆ 

☆ 

超-低排出ガス＊3

優-低排出ガス 

良-低排出ガス 

天然ガス自動車 
24

（80%） 

85,024
（192%） 

59,838
（＊5） 

4,652
（21%） 

6 
（6%） 

97,057
（137%） 

0

0 0

1,497
（43%） 

82,827
（190.5%） 

7 
（23%） 

4,062 
（262%） 

13,754
（＊5） 

0 0

4,069
（257.9%） 

203 
（193%）

29,921
（189%）

36 
（61%）

43,914 
（275%）

234 
（142%）

162,678
（356%） 

7,351
（182%） 

21,492
（54%） 

0 58,764 
（98%）

6,149
（24%）

42
（25%）

227,867
（172.8%）

低公害車の出荷実績 

参照 参照  

排出ガスレベル 通称名 

☆☆☆＊ 
超-低排出ガス 

☆☆ 
優-低排出ガス 

☆ 
良-低排出ガス 

グランディス 

エアトレック 

ランサー 

ランサーカーゴ 

コルト 

eK-WAGON

ミニカ 

2.4

2.0/2 .4

1.5

1.5

1.3/1 .5

0.66

0.66

パジェロ 

ディアマンテ 

ギャラン 

3.0

2.5

2.0

デリカ 

パジェロミニ 

1.8/2 .0

0.66
＊新長期基準50%低減車を含む 

主な低排出ガス認定車 
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解　説

※1：ディーラースタンダード
販売の質を高め、お客様の満足度の向上を目的に、お客様が全国どこの店舗においても均質かつ上質なサービスが受けられるよう基準を定めもの。

■ 販売会社の環境面の役割

販売会社は自動車の販売のみならず、

● 自動車の修理／部品などの交換

● 使用済み自動車の引取り

も担当しています。

これに伴い販売会社は、部品の回収･

再生、産業廃棄物や使用済み自動車の適正

処理など、環境保全･自動車リサイクルの

ための重要な役割を担っています。

当社は全国の販売会社に対して、環境

保全活動に関する支援･啓発を推進し､

企業グループとしての活動のレベル

アップを図っています。

販売会社の活動項目 廃油・廃部品処理 

交換バンパーの回収＊ 

エアバッグの適正処理＊ 

＊販売会社の活動のうち、自動車リサイクルに関するものについては、 
P.38～41で詳しく説明しています。 

サービス工場の排水処理 

使用済み自動車処理＊ 

エアコン冷媒の回収＊ 

フロン券の確実な取回し＊ 

事業系一般ゴミ処理 

PRTR法への対応 

環 境 マ ネ ジ メ ント シ ス テ ム  

体制の整備と責任者の明確化 

活動項目の管理目標達成 

現　状 

現状把握と 
取り組み計画の策定 

活動計画 

活動 

報告・監査 

見直し 

経営トップ 
(社長)による 
環境取り組み 
宣言 

継
続
的
改
善
に
全
社
を
挙
げ
て
の
取
り
組
み 

■ 販売会社の環境取り組み体制

当社は、環境関連の法規制の遵守はもと

より､環境保全､環境負荷物質排出を

未然に防止する体制及びその実行を

重要と考えています。2002年に策定した

｢ディーラースタンダード｣※1では、下記の

環境体制の構築を組み入れ、積極的に

取り組んでいます。

販売会社の環境取り組み体制を整える

ため、三菱自動車販売協会の協力を得て､

ISO14001（環境マネジメントシステムの

国際規格）の手法を取り入れた環境保全

活動マニュアル｢販売会社における環境

問題への取り組み｣を2000年12月に

発行しました。（2003年1月改訂）

国内の各販売会社の社長による環境取り

組み宣言のもと､責任の所在を明確にし、

取り組み計画の策定や継続的な見直しを

行っています。

なお､2005年1月より施行される自動車

リサイクル法への対応も準備を進めて

います。（ P.38-41）

環境保全活動マニュアル
「販売会社における環境問題への取り組み」

■ 販売会社の環境取り組み状況

（1）自動車販売会社

環境負荷物質の回収、廃棄物処理の管理、

修理／交換した廃バンパーをリサイクル

工場へ輸送するまでの適正保管など、

日々改善に努めています。（ P.40-41）

また I SO14001などの認証取得にも

積極的に取り組んでおり､2004年1月に

は三菱自動車の販売会社として取得

第一号が誕生しました。

（2）部品販売会社

部品販売会社は､直接的に産業廃棄物が

発生しないため､事業系一般ゴミの分別を

行っています。

廃バンパーの適正保管

参照 参照  

参照 参照  

環境活動

販売会社のマネジメントシステムの概要



環境負荷低減への取り組み

■ 自動車リサイクルの現状

自動車のリサイクル率は、他の工業製品に

比較して高い水準にあり、現状で既に

75～80%近くがリサイクルされています。

しかし、残りの20～25%はシュレッダー

ダスト（自動車の場合ASR※1）として埋め

立て・焼却されており、産業廃棄物処分場の

逼迫や循環型社会の構築といった観点

から、更なるリサイクル率の向上が課題

となっています。

自動車のライフサイクルにおいて、リサ

イクルは資源循環の要であり、当社では

国内外の自動車リサイクルに積極的に

取り組んでいます。

解　説

※1：ASR（Automobile Shredder Residue）
廃車を工業用シュレッダーにかけて細断・破砕し、金属などの有用物を分別した後に生ずる自動車の廃棄物のこと。
（主にプラスチック、ガラス、ゴムなどから成り、一般にシュレッダーダストと呼ばれる）

※2  : 拡大生産者責任
製品の製造者は、製品の性能だけでなく、その製品の生産から廃棄までに及ぼす環境影響に対して責任を負うべきとの考え方。
原材料の選択、生産過程、使用過程、廃棄における環境影響への責任が含まれる。
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リサイクル

■ 国内・欧州の自動車リサイクル制度

（1）日本

国内では、2002年7月に「使用済み自動車の

再資源化等に関する法律」(以下、自動車

リサイクル法)が経済産業省・環境省から

公布され、2005年1月1日に本格施行され

ます。下記の基本的考え方に従い、お客様

（自動車の所有者）、自動車メーカーとその

関係者に役割が義務付けられました。

お客様は、新車購入時（使用中の自動車に

ついては車検時、または廃車時）に使用

済み自動車のリサイクルに要する費用を

負担します。（リサイクル料金の預託

義務）自動車メーカーは、拡大生産者

責任※ 2の考え方により、製造した

自動車の廃車時に発生するフロン類､

エアバッグ類､シュレッダーダストを

引取り・リサイクルを適正に行うなど、

下記のような義務が課せられます。

こうした仕組みにより、使用済み自動

車が適切にリサイクル処理されること

及びリサイクル率目標「2015年以降は

95%以上」の達成を、自動車業界全体で

目指しています。

解体事業者 

中古部品として 
リサイクル 
20～30%

素材としてリサイクル 
50～55%

埋立処分 
20～55%

分解 使用済み自動車 

シュレッダー事業者 産業廃棄物処理業者 

破砕・分別  

エンジン・タイヤ・ 
ドア・電装部品など 

非鉄金属・ 
バッテリーなど 

鉄・非鉄金属など 

シュレッダーダスト 

1.  不法投棄の防止 

2.  使用済み自動車リサイクル・適正処理の 
　 持続的実施 

3.  最終埋立て処分量の極小化 

4.  既存のリサイクルシステムを前提とした、 
　 適正な競争原理が働く仕組み 

公布・施行 

対象車種  

2002年7月12日公布 

2005年1月1日本格施行 

四輪乗用車、四輪商用車 

（軽自動車から大型トラック・バスまで含む） 

概　　要 項　　目 

費　　用 お客様負担 

自動車メーカー 
 の義務 

●フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの 

   引き取り・リサイクルの実施（フロンは破壊処理） 

●リサイクル料金の設定・公表 

●環境・リサイクルに配慮した車の設計・製造 

●自動車の構造、部材に関する情報提供 

●エンジン（鉄・アルミ）→一般鉄製品・アルミ製品 
●冷却液（アルコール）→ボイラー焼却炉の助燃油 
●ワイヤーハーネス（銅）→銅製品など 
●バッテリー（鉛）→バッテリー 
●エンジンオイル（オイル）→ボイラー焼却炉の助燃油 
●ラジエーター（銅・アルミ）→真ちゅう・アルミ製品 

●ボディ（鉄）→自動車部品・一般鉄製品 
●ドア（鉄）→自動車部品・一般鉄製品 

●サスペンション（鉄・アルミ） 
→一般鉄製品・アルミ製品 

●トランク（鉄）→自動車部品・一般鉄製品 

●リヤバンパー（樹脂） 
→バンパー・内外装部品・工具箱など 

●ボンネット（鉄）→自動車部品・一般鉄製品 

●シート（発泡ウレタン・繊維）→自動車防音材 

●ウインドウ（ガラス）→グラスウールなど 

●フロントバンパー（樹脂） 
→バンパー・内外装部品・工具箱など 

●タイヤ（ゴム）→セメント原燃料など 

●ホイール（鉄・アルミ） 
→自動車部品・一般鉄製品・アルミ製品 

●トランスミッション（鉄・アルミ）→一般鉄製品・アルミ製品 
●ギヤオイル（オイル）→ボイラー焼却炉の助燃油 
●触媒コンバーター（貴金属）→触媒コンバーター 

使用済み自動車のリサイクル用途 
（両図とも社団法人日本自動車工業会資料より作成） 

自動車リサイクル法の概要

自動車リサイクル法の基本的考え方

使用済み自動車リサイクルの現状
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解　説

※1：ART（Automobile shredder residue Recycling promotion Team）
シュレッダーダストのリサイクルを適正、円滑かつ効率的に実施する目的で、当社を含む国内自動車製造会社8社（いすゞ自動車、スズキ、
日産自動車、日産ディーゼル工業、富士重工業、マツダ、三菱ふそうトラック・バス）で2004年1月に結成。

また、自動車リサイクル法の対象外と

なる環境負荷物質、商用車の架装物、

二輪車についても、関連業界の自主取り

組みとして自動車リサイクル法の施行

に併せて実施します。

当社は、（社）日本自動車工業会が中心

となって進めているリサイクル料金の

環境負荷 
物質 

●削減物質の数値目標公表 

　（鉛､水銀､カドミウム､六価クロム） 

●法対象の新型車から適用 

●代替技術の研究開発 

項　　目 概　　要 

二 輪 車  
●引取り場所､再資源化施設の設置 

●リサイクルマーク付車の無償引取り 

●環境負荷物質の使用削減 

商 用 車  

架 装 物  

●リサイクル容易設計の推進 

●環境負荷物質の使用削減 

●リサイクル､処理困難な材料のリサイクル､ 

　適正処理の促進 

●処理､再資源化協力事業者の 

　ネットワーク構築 

預託システムや、電子マニフェスト情報

など管理システムの構築（ P.40）

と、自動車の所有者や自動車リサイクル

関係者（販売･整備･解体･破砕業者）への

理解活動などに、人員の派遣や費用負担

をするなどの協力をしています。

シュレッダーダストの処理については、

当社を含む8社でART※1を結成し、シュ

レッダーダストの引取り基準の設定、

指定引取り場所やリサイクル方法の検討

などを行っています。他社と協同で

進めるメリットを活かし、処理費用の

削減、リサイクル率目標の早期達成を

目指します。

また自動車の開発段階から、リサイクル

に配慮した自動車の設計や環境負荷

物質の削減（ P.25-26）と、使用済み後

の部品の回収・再生など（ P.40-41）

にも積極的に取り組んでいます。

（2）欧州（EU）

欧州では、2000年10月に発効された

「使用済み自動車に関する欧州議会およ

び閣僚理事会指令 2000/53/EC」に基づき

EU加盟国のほとんどで国内法を発効

しました。当社は各国法規の遵守と、

使用済み自動車の効率的かつ確実な

引取り・リサイクルする体制の構築を、

業務提携先のダイムラークライスラー社

と協力して推進しています。

公布・施行 

対象車種  

2000年10月発効 

2002～3年EU各国内法制定 

項　　目 概　　要 

定員9人以下の乗用車 

総重量3.5トン以下の商用車 

費　　用 原則としてメーカー負担 

自動車メーカー 
 の義務 

●使用済み車引取り・ 

　リサイクルネットワークの整備 

●環境負荷物質 

　（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム） 

   の使用禁止 

●リサイクル可能率95%以上 

参照 参照  

参照 参照  

自
動
車
製
造
業
者
・
輸
入
業
者
（
認
定
） 

（
自
ら
ま
た
は
委
託
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
） 

有
用
部
品
市
場
・ 

有
用
金
属
等
市
場 

資金管理法人 
最終所有者 

フロン類回収業者（登録） 

解体業者（許可） 

破砕業者（許可） 

新車所有者 

引取業者（登録） 
（自動車販売・整備業者など） 

払渡し請求 

再利用部品など 

金属など 

使用済み自動車 

リサイクル料金 

引取り・引渡し義務 
払渡し 

使用済み自動車 引取り・引渡し義務 

使用済み自動車 引取り・引渡し義務 

使用済み自動車ガラ 

使用済み自動車などの流れ 

お金の流れ 

引取り・引渡し義務 

フロン類 
引渡し・引取り義務 

エアバッグ 
引渡し・引取り義務 

シュレッダーダスト 
引渡し・引取り義務 

（財）自動車リサイクル 
       促進センター 

有限責任中間法人 

自動車再資源化 
協力機構 

ASR リサイクル 
促進チーム 

　 ( ART※１)

道路運送車両法の 
抹消登録手続き 

情報管理センター 

（財）自動車リサイクル 
 　   促進センター　 

情報の流れ（電子マニフェストによる報告） 

委託 

共同運営 

お客様 

三菱自動車 

自動車リサイクル法の概念図（政府資料などより作成） 

自主取り組みの概要

参照 参照  

欧州使用済み自動車指令の概要

環境活動



環境負荷低減への取り組み

■ 販売会社における取り組み

（1）カーエアコン用フロンの回収

カーエアコンの冷媒として、従来はフロン
CFC-12※1、現在は代替フロンHFC-134a※2

が使用されています。

当社は、オゾン層破壊の要因とされる

フロンCFC-12に対し、

● 1994年1月までに生産車へのフロンCFC-12

使用を全廃

● 車両整備のためのフロン回収・再生装置を

全販売会社に配備

● 関連業界と協力して余剰CFC-12の回収･破壊

システムの構築

などに取り組み、1998年10月に全国展開を

完了しています。

新冷媒のHFC-134aについては、地球温暖化

防止の目的で、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。

（ P.21）

2002年10月に施行された｢フロン回収

破壊法｣で課せられたフロンの回収

破壊義務を低コストかつ効率的に処理

するため、自動車メーカーは、共同して

（財）自動車リサイクル促進センター

に業務を委託しています。

解　説

※1：CFC-12（クロロフルオロカーボン）
オゾン層破壊の原因とされ、温室効果も非常に大きい（CO2の約7,100倍）フロン。

※2 : HFC-134a（ハイドロクロロフルオロカーボン）
オゾン層を破壊しないが、温室効果ガス（CO2の約1,300倍）の一種とされる。

※3：マニフェスト
廃棄物処理法に規定され、廃棄物の受け渡しを確実に記録して処理の状況や責任を明確にする｢管理表｣のこと。ただし、自動車としての機能を廃しても
部品などとして有価で流通している間は商品でありマニフェストは必要ありません。
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当社は、販売会社へのHFC-134a回収機

の導入を進め、フロンの引取り･引渡し

（エアコンを載せた使用済み自動車を

取り扱うこと）を許可される引取り業者

の登録を全販売会社で、フロンの回収

（使用済み自動車からフロンを抜き取る

こと）を許可される回収業者の登録も

185社中151社で行っています。

（2）発炎筒の回収・リサイクル

関連業界と協力し、販売会社で交換した

期限切れ発炎筒の回収・再資源化を行う

ルートを2002年4月に構築しました。

（3）マニフェスト※3による管理

販売会社で発生する廃棄物は、現在は紙の

マニフェスト※3を発行し最終処理までの

状況を管理しています。

｢自動車リサイクル法｣では、従来の紙から

インターネットを利用した電子マニ

フェスト制度が採用されることになり、

使用済み自動車やフロン類、エアバッグ

類、シュレッダーダストの関連業者間の

適切な引取り・引渡し状況など細かい

管理が可能になります。当社も関連業界

とこの制度作りに参画しています。

■ 使用済み自動車のリサイクル技術の開発

自動車の配線（ハーネス）は銅線で構成

されており、使用済み自動車を最終的に

鉄に再生する際、この銅の成分が鉄の

品質を低下させます。

鉄再生の前に配線を取り除き、高品質の

鉄原料にリサイクルするため、当社は

解体業者と協力し、配線の解体を容易に

する研究に取り組んでいます。

ハーネスの解体実験

フロン回収

販
売
会
社 

回
収
窓
口
会
社 

（
発
炎
筒
メ
ー
カ
ー
） 

リ
サ
イ
ク
ル
業
者 

部
品
販
売
会
社 

発炎筒回収・リサイクルルート 

Aルート 

Bルート 

使用済み自動車のマニフェスト 
シュレッダーダスト 
のマニフェスト 

排
出
事
業
者 

（
販
売
会
社
な
ど
） 

処
分
受
託
者 

（
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
業
者
な
ど
） 

運
搬
受
託
者 

（
解
体
業
者
な
ど
） 

最
終
処
分
業
者 

（
埋
立
場
な
ど
） 

マニフェストの流れ 

【ユーザー】 
廃棄の依頼 

空容器 

フロン 

空容器 

フロン 

【フロン破壊工場】 
 

【販売会社】 
回収 

【運搬業者】 
収集運搬 

高圧ガス 

各自動車メーカー （財）自動車リサイクル促進センター 
契約 

契約 契約 

フロン回収・破壊システム

参照 参照  



リサイクル、その他販売 /製品の使用物流生産調達開発・設計

その他
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■ 部品の回収・再生

（1）バンパー回収・リサイクル

従来、修理時に発生した廃バンパーは、

シュレッダー処理後、埋立て処分されて

いました。しかし、廃棄物の低減、資源の

有効活用といった観点から、1997年5月

よりポリプロピレン製廃バンパーの回収・

リサイクルを当社の販売会社にて実施

しています。

2003年度は、全国の販売会社から合計

72,918本のバンパー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。

現在、バッテリーケース､ホイールハウス

カバー、センターダクト、フィラーネック

プロテクターなどの多くの樹脂部品に

再生材が適用されています。

（2）再生部品の利用

エンジン、トランスミッション、パワー

ステアリングギヤボックスなど、販売

会社で交換した部品の一部を新品同様に

整備し、販売しています。ユーザーニーズ

への対応、販売会社の廃棄物削減を

目的に品目の拡大を進めており、

2003年7月よりターボチャージャーを

追加しております。

（3）中古部品の販売

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、全国で発生する使用済み

自動車から再利用可能な部品を回収して

リサイクル部品として商品化し、販売を

開始しました(2002年7月～)。販売会社で

お客様が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も

可能です。

■交通流の円滑化

日本の自動車燃料消費量の約11%は

渋滞による無駄な消費と言われており、

これに伴うCO2排出量は、ITS（ P.7）

の充実による渋滞緩和で削減できます。

I T Sは研究開発中のものも含めた

広範な高度道路交通システムですが、

すでに実用化されているカーナビ、

V ICS※ 1、ETC※ 2による運転ルートの

最適化や、運転時間の短縮は、カーライフ

に欠かせないものになりつつあります。

当社では、新型車グランディスにおける

VICS対応カーナビやETC車載器の商品

設定など、お客様のカーライフの充実と

ITSの普及に貢献します。

■事務部門での環境活動

本社及び各製作所事務部門では、継続的

な省エネ、省資源などさまざまな環境

保全活動を実施しています。

本社でのグリーン購入法適合品（文具）

の購入比率は、2001年度58%、2002年度

49%、2003年度65%と少しずつではあり

ますが徐々に活動が浸透しています。

紙使用については、2003年5月の本社

移転に伴い使用量が増加しましたが、

今後、現場の管理を強化し、使用量低減、

再生紙比率の向上を推進します。

バンパー回収・リサイクル 

販売会社及び 
主要修理工場 
（690ヶ所） 

回収委託業者 樹脂再生業者 樹脂部品 
メーカー バッテリーケース 

ホイールハウスカバー など 

利用例 

バンパー回収量 

20

0

40

60

80
（千本） 

2002 2003
（年度） 

1999 2000 2001

適用例（左：センターダクト、 右：フィラーネックプロテクター） 

環境活動

解　説

※1：VICS（Vehicle Information and Communication Systems）
道路交通情報通信システム

※2 : ETC（Electronic Toll Collection）
ノンストップ自動料金収受システム

回収バンパー
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参照 参照  
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紙使用量と再生紙使用率



■企業倫理の確立と実践に向けて

三菱自動車は、2000年のリコール問題

以降、「三菱自動車 企業倫理」の制定

などを通じて、企業倫理の確立と実践に

取り組んできました。しかし、2000年に

行った不具合情報の調査対象期間や

範囲などが不十分であり、2004年になって

1998年以前のものについて追加リコール

をすることになりました。このように

お客様や社会の信頼を失う事態に至った

原因は、制定した社内規定の実行や浸透

度のチェックが行われていなかった

ところにあります。当社はこのことを

社会活動

社会／経済活動 

企業倫理 

お客様との関わり 

安全・品質 

福祉車両／地域社会との関わり 

社員との関わり 

2003年度業績概要 

Social / Economic
Activities

真摯に反省し、これまでの取り組みを更に

徹底させ、企業風土の改革を進めます。

2004年度は、改革を完遂する体制（企業

倫理委員会、CSR※1推進本部、事業再生

委員会）を導入し、法令・企業倫理の

遵守を全てに優先する最上位の概念と

位置付けます。下記に示す工程表に

沿って、新しい経営理念の「コンプライ

アンス第一」、「安全第一」、「お客様第一」

を徹底します。企業倫理委員会は、外部の

視点を取り入れるため、社外の有識者

及び専門家で構成されています。

企業倫理

企業倫理委員会による 
定着度評価 

2004年10月末 

全社員からの誓約書提出 

2004年9月末 

企業倫理委員会 

全役員による誓約書提出 

CSR推進本部 

会長・社長による企業倫理遵守最優先宣言 
2004年6月29日

企業倫理組織体制・ 
規程の再構築 

全役職員向け企業倫理 
セミナー実施 

各部門ごとの企業倫理 
問題検討会の実施 

全社員対象の企業倫理 
浸透度調査 

2005年企業倫理 
遵守促進計画立案 

2004年7月 

2004年7月/8月 

2004年8月/9月 

2004年9月 

2004年11月 

2004年6月29日 
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解　説

※1：CSR（Corporate Social Responsibility）
企業の社会に対する責任

※2：コンプライアンス
法令・国際ルール・社内規定の遵守に加え、一般的な社会規範に対しても適切に配慮して行動すること。

取締役会 

CEO

COO

本部長 

部長 

本部コンプライアンス 
・オフィサー 

意見具申 

企業倫理委員会 

CBEO（企業倫理担当役員） 

CSR推進本部 

コンプライアンス部 

ヘルプライン 

社内 外部 

社　　　員 

指
導
・
助
言 

企業倫理徹底策 

企業倫理 
問題対応 

企業倫理 
遵守徹底 

相
談 

相
談 

＊部長＝コードリーダーとし、部内の企業倫理遵守徹底の責任明確化。 
＊各本部内に「本部コンプライアンス・オフィサー」を新設し、本部長を補佐し本部内の企業倫理遵守徹底を担当する。 

コンプライアンス※2体制

コンプライアンス※2徹底のための工程表
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■ 1999年以降の企業倫理の遵守への

取り組み

(1)「三菱自動車 企業倫理」の制定

1999年3月（2001年10月改定）

社会で活動する際の基本原則である遵法

精神を柱に、社会人・企業人としての規範

とマナーを遵守し公正で透明な活動を

行うための具体的な考え方と行動を

示したものです。

これを補足する以下の参考資料と併せ、

企業倫理遵守の実践に努めます。

● ｢独占禁止法遵守の手引｣

● ｢秘密管理マニュアル｣

● ｢セクシャル・ハラスメント防止

ハンドブック｣

(2) 推進体制の整備

● 企業倫理担当役員（CBEO※1）を任命

(1997年11月)

企業倫理の確立と実践を推進し、企業

のトップの姿勢と責任を明らかに

するものです。

● 企業倫理委員会設置 (1998年1月)

企業倫理の全社方針や施策の決定

を行うものです。

● コードリーダー制導入 (2001年12月)

社員一人一人に企業倫理が浸透する

よう推進体制の強化を図るものです。

(3) 自浄を促す「ヘルプライン」の設置

社会活動 ■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

  業務上の悩みや意見、問題などあらゆる相談 
  に対応します。 

1. 社員相談室 
　  2000年9月設置

2. カウンセリングコーナー 
    2001年9月設置 

3. MMCほっとライン 
　 2004年4月設置 

 産業カウンセラーが個人的な悩みなど 
 主に精神的な相談に対応します。 

 弁護士が専門的な立場から対応します。 

解　説

※1：CBEO（Chief Business Ethics Officer）
企業倫理担当役員

※2：コード（CODE）
倫理規定・規則・規範などの意味

 

コード※2リーダー制

企業倫理遵守は、各部署の所属長の責務と 

して社員への理解活動を進めていますが、 

徹底させるため、所属長の補佐役として 

各部署にコードリーダーを任命しています。 

コードリーダーは、所属長から与えられた 

権限と責任のもと、企業倫理を部署内に 

浸透させる活動をしています。

また、CBEOの補佐役としてコンプライアンス・ 
オフィサーを任命し、コードリーダー制の 

運営を支援しています。

ヘルプラインの概要

「三菱自動車 企業倫理」骨子 

　. 法令、社内規定および社会の 

    ルールを遵守する 

   . お客様や社会との良好な 

    コミュニケーションをはかる  

   . 公正、公平かつ透明性ある 

    ビジネス活動をする  

   . 人権を尊重し意欲と能力を発揮できる 

    社内環境をつくる  

   . 社会と共生し社会と共に繁栄を目指す 

(4) 研修実施やホームページによる意識　

の向上と知識の共有

新入社員研修や階層別研修などの機会

に、企業倫理の教育を実施しています。

2003年度はこれらに加え、下記の研修会

を実施しました。

また2003年10月には、企業倫理に関する

知識や情報を社員が共有できるよう、

イントラネットにコンプライアンス専門

のホームページを開設しました。

研修対象者 研修会の目的 

所属長 

コードリーダー 

役割と責務に対する 
意識の醸成 

企業倫理問題に対する 
スキルの向上 

コードリーダー研修会
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■ お客様相談センター

三菱自動車全体の問い合わせ窓口として

「お客様相談センター」を1968年より

設置しており、幅広いお問い合わせを

頂いています。同センターではお客様に

最高の満足を感じて頂くことを目指

し、業務を

●カスタマーコミュニケーション

●カスタマーボイスサイクル

の二つに分け、様々な取り組みをして

います。

お客様との関わり

■ カスタマーコミュニケーション

お客様相談センターに寄せられる問い

合わせに対し、「迅速･的確･親切」を

モットーに、期待を上回る対応を目指し

ています。

2003年10月には、お客様相談センターの

受付時間を週7日体制（12/31～1/3を

除く）にし、従来は休みだった日曜日にも

窓口を拡げ、系列販売会社の土日営業との

連携を強化、お客様の利便性の向上を

図っています。

■ カスタマーボイスサイクル

お客様の声を社内関連部門にフィード

バックし、それを商品やサービスに反映

してお客様のもとへ還流させる「カスタ

マーボイスサイクル」の確立を推進

しています。

貴重なお客様の声を、様々な手段で

関連部門に伝え、よりお客様の目線で

商品･サービスづくりを行うことを目的

としています。

お客様相談センター

　 0120-324-860
オープン時間 9～17時（土・日：9～12時／13時～17時） 

お客様相談センター 
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お客様の声を社内へ伝える手段

お客様の声の件数や内容に応じて、社内に伝達する手段を変え、より効果的にお客様の

声が商品･サービスに繋がるようにしています。

カスタマーボイスレポート 

カスタマーボイスシステム 

カスタマーボイスメール 

カスタマーボイスミーティング 

お客様の声 

お客様情報シート 

トップへ毎月報告 

関連部門がお客様の声を 
ニーズに合わせ検索できるシステム 

商品性中心の情報をまとめ 
メールマガジンの形で 
社員に伝える 

社内各部とフェイス to フェイスで 
お客様の声を伝えるミーティング 

受信したお客様の声をオンタイムで 
関連部門に情報発信 

 お客様相談センター 

関連部門＆販売会社 

サービス 

お客様 

製品 

カスタマーボイス 

カスタマーボイス 

カスタマー 
ボイスサイクル 

カスタマーボイスサイクル概念図 

受付件数



■ 小学生自動車相談室

小学生向けの専用フリーダイヤル

「小学生自動車相談室」を1993年以来

毎年開設しています。小学生を対象に

した専門の相談室を設置しているのは

自動車業界でも当社だけのユニークな

取り組みです。

また子供向けサイトでは、2004年3月に

環境と車の関係を分かりやすく紹介

する環境ページ「地球環境を守ろう！」

を追加するなどの大幅なリニューアル

を行いました。

その他、小学校で自動車づくりと環境に

関する授業を行うなど、子供達に

自動車産業への理解を深めてもらう

様々な活動をしています。（ P.16）

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
CHILD-SAFETY/ch i ld /

6645

パンフレット

参照 参照  

社会活動 ■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

■ お客様の声の普及活動

左記の社内へ伝える手段の他に、管理職

を対象とした｢窓口研修制度｣、また年に

数回、品質部門、生産部門、開発部門向け

の集合研修「生の声セミナー」を開催し、

お客様の意見を伝えています。

■ 安全運転の啓発活動

ホームページや販売会社で配布している

パンフレットなどを通じて、安全運転に

関する基礎知識や情報の提供を継続的に

行っています。お子様がいるお客様への

安全啓発サイト「チャイルドセーフティ」は、

分かりやすいと好評を頂いています。

生の声セミナー

小学生自動車相談室 

   0120-175-250（期間限定） 

 

■ 展示施設｢三菱オートギャラリー｣

1917年の三菱A型に始まる当社の発展と

歩みを、社員だけでなく一般のお客様にも

ご理解頂けるよう、1989年に｢三菱

オートギャラリー｣を技術センター

（愛知県岡崎市）内に開設し、以来、15万人

を超えるお客様にご来場頂いています。

■ モータースポーツ

世界的なラリーイベント｢パリ～ダカール

ラリー｣や｢WRC（世界ラリー選手権）｣を

中心に参加し、世界中のラリーファンの

皆様に喜んで頂いております。

また、ラリーという極限の闘いから

得られた技術情報は市販車の技術開発

に反映されています。

パンフレット

http://www.mitsubishi-motors.com/
corporate/about_us/kids/ j / パリダカ優勝のペテランセル選手（右）

WebWeb

ホームページ上での情報提供 ホームページ上での情報提供

ご来館の際は、 あらかじめお申込み下さい。 
◆開館時間 
　8：15～17：15  
◆休館日 
　土・日曜日（5月・8月・年末年始に連休有り） 
◆お申し込み・お問い合わせ先 
　三菱自動車工業株式会社 
　技術開発センター 企画管理部  
　コミュニケーション総括グループ 
　〒444-8501 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 
　TEL：0564-32-5204
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■ 安全な自動車の開発

安全な自動車をお客様に提供することは

自動車会社の最大の責務です。当社では、

開発段階で様々な事故を模擬した衝突

シミュレーションや衝突実験を行って

自動車の安全性を確認し、衝突安全

ボディRISE（ライズ）※1を開発しています。

乗員の安全だけでなく、衝突した時の

歩行者の安全対策も盛り込んでいます。

さらに、将来の安全な車づくりのためASV※3

（先行安全自動車）をつくり、先進技術を活

用した安全対策の研究も進めていきま

す。

安全・品質

■ 品質方針と品質マネジメントシステム

当社の品質方針は、

1. 商品・サービスを通じてお客様の満足

向上に努めること

2. 社員全員が品質に責任を持つこと

3. MMDS※4を運用して業務と商品の

品質を高めること

を基本としています。

お客様の視点での商品づくりが実現で

きるシステムを構築し、それが常に機能

しているかどうかを検証するため、

QMS(品質マネジメントシステム)の

国際規格であるISO9001:2000の認証を

2003年に全社で取得しました。（従来は、

製作所ごとにISO9002:1994を取得して

いました。）現在も内部品質監査制度を

始めとして、QMSの継続的改善に努めて

います。

クォリティゲート（ P.19）による

開発システムMMDSは、部門間の連携を

高め課題を総合的に解決し、高品質な

商品をまとめるためのプロセスマネジ

メントシステムで、eKワゴン以降、コルト、

グランディスなどの新型車はこのシステム

から生み出され、着実に品質レベルを

向上させています。

■ リコール情報の連絡

国土交通省へリコールなどを届け出た

場合、当社は販売会社を通じて、速やかに

ダイレクトメール（DM）でリコールの

内容及び無償で回収する事をお客様

(所有者)に連絡します。

また当社ホームページでリコール情報を

公開するとともに、車体番号の入力により

リコール該当車であるか否かを検索

することも可能です。

■ 製品表示における安全対策

お客様に車を安全にかつ快適に運転して

頂くため、運転者や同乗者が傷害する

恐れがある事柄に関しては、取り扱い

説明書の中に、

警告

注意

（してはならない行為）

の3つの表示を色付きで記載し、お客様へ

使用上の注意を呼びかけ、安全に対する

配慮に心掛けております。

安全運転講習会 ｢クルマの学校｣

交通事故を無くすためには、車の安全対策に並んで

ドライバーの安全運転が欠かせません。

お客様への安全啓発活動として、当社と販売会社

主催によるビギナードライバー向け講習会（参加

費用1,000円）を、年20回程度開催しています。

安全運転のための基礎知識習得、車両点検、車庫

入れ、市街地走行等の実技講習など、販売会社の

駐車場や教習所などで実施しています。

参照 参照  

オフセット衝突実験※2（グランディス）

解　説

※1：RISE（Reinforced Impact Safety Evolution)
高エネルギー吸収フロント構造と高剛性キャビン（室内）構造を持った安全強化ボディのこと。

※2：オフセット衝突
車両が真正面から障害物にぶつかるのではなく、車両全幅の40%が障害物に衝突した場合を想定したもので、正面衝突より大きなダメージが車両に加わる。

※3：ASV（Advanced Safety Vehicle）
国土交通省が推進する、先行安全自動車の研究プロジェクトに参画している安全実験車。

※4：MMDS（Mitsubishi Motors Development System)
新型車開発プロジェクト全体のマネジメントツール。

リコール情報の流れ

コルト ASV-3

車庫入れ実技

当社ホームページ 

当社 販売会社 お客様 

DM

電話 

訪問 
リーコール関連資料 
（作業依頼書など） 

情報掲載 検索も可能 

車両の点検



■ 地域社会との交流

各製作所では工場見学、地元教育施設との

関わりなどの活動を通して、地域住民との

交流を深めています。

水島製作所ホームページ

地域活動やイベントなどの情報発信、

工場見学の予約も受け付けています。

http://www.mitsubishi-motors.com/
corporate/about_us/prof i le/
mizushima/j/

8847
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■ 福祉車両「ハーティーラン」シリーズ

乗用車を中心に、福祉車両「ハーティー

ラン（｢心と心をつないで一緒に走ろう｣と

いう意味をこめた造語）」シリーズを用意

しています。車いすを必要とする方や、

歩行及び車の乗り降りが困難な方への

特別な装備を施し、幅広い車種で様々な

ニーズに対応しています。

2003年5月には新型「グランディス」に

助手席への乗降を容易にする「助手席ムー

ビングシート仕様車」を、10月には新型

「ランサー」に「セルフトランスポート仕様車」

を設定しました。

また、車や機器に実際に触れて選びやすい

よう常設展示場の設置、全国各地における

イベント・展示会・試乗会の開催・出展を

積極的に行っています。

ランサー セルフトランスポート仕様車

■ 周辺地域の清掃・緑化

各製作所では、工場周辺（一般道路や

矢作川、天神川、高梁川などの河川）の

清掃活動を毎月行っており、また地方

自治体主催の清掃活動に参加するなど、

地域の美化に協力しています。

■ 製作所の壁画制作

水島製作所本館北にある170mにも及ぶ

外壁（万代塀）は、2003年5月、地元の教育

施設の方々によって彩り鮮やかな壁画が

描かれました。

■ 地域ボランティア活動

水島製作所内の有志で結成された劇団

｢くるま座｣は、年3回ほど老健施設などを

慰問公演し、地域の方々に喜ばれています。

慰問公演の様子

福祉車両 地域社会との関わり

工場見学会 
 ・地域住民、学生／生徒、企業などを対象に実施（各製作所） 

　2003年度見学者数 ： 計22,700人 
 
学校への協力 
 名古屋製作所 
 ・地域の社会教育委員会顧問として各種学校行事に参加 

 ・市内中学校対象の野球教室を開催 

 パワートレイン製作所 
 ・高校へ講師を派遣 

 ・小学校における環境授業の実施 

 水島製作所 
 ・中高生などの企業体験型学習を受け入れ 

 ・浄化した工場廃水で育てた錦鯉を小学校に毎年寄贈 

  （2003年度は4校へ55匹） 
 

会社施設の開放 
 ・体育館やグランドなどを開放（各製作所） 

 ・桜祭りグラウンド開放（6,000人） 
 

交通安全の推進 
 名古屋製作所 
 ・カーブミラーなどの交通安全設備を寄贈 

 ・通学路の交通安全指導 

 
地元自治会への加入 
 
祭り・フェスティバルなどへの協賛 
 ・港祭りへの参加 
各製作所ファミリー祭 
 

環境関連などの団体への参加や寄付 

 ・岡崎市事業所環境I SOに登録 
 ・御室天神川を美しくする企業協議会 

 ・おかやま森づくり県民基金 

 ・蘭岡山への協賛など 

常設展示場 所在地 

三菱オートガーデン多摩 東京都多摩市唐木田1-16-1
TEL : 042-337-8860

三菱オートガーデン大阪 大阪市福島区福島7-20-1
TEL : 06-6453-3961

車いす仕様車 

乗降補助 
仕様車 

運転補助 
仕様車 

助手席回転シート 
仕様車 

助手席ムービングシート 
仕様車 

車いすに座ったままの乗り降りが可能。 

スムーズに乗り降りしやすいよう、助手席シートが回転し、 
車外へスライド。 

さらにスムーズに乗り降りしやすいよう、助手席シートが 
電動で回転し、車外へスライドダウン。 

セルフトランスポート 
仕様車 

車いすの収納がスイッチひとつで簡単に。 
車いすの方がご自身で運転する為の装置を装備。 

ミニキャップバン、 
タウンボックス 

eK ワゴン、eK クラッシィ、
COLT、ディオン 

eK ワゴン、eK クラッシィ、 
ディオン、グランディス 
 

ランサー 

Web

グランディス 助手席ムービングシート仕様車

※最新情報は、 h t tp : / /www.m i t sub i sh i -mo to r s . co . j p / j apan /hea r t y run  をご覧下さい。

ハーティーランシリーズラインナップ概要

Web

壁画制作の様子
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社員との関わり

（3）健康づくり

「健康は自ら作り、管理するもの」という

考えを基本に、各種活動を継続的に実施

しています。

● 自主健康管理・健康づくり運動

● 保健師・栄養士による「何でも健康相談」

● 健康管理の指導、体力テストなど

（4）メンタルヘルス

相談しやすい体制づくりを目指して、

下記の取り組みを実施しています。

● 精神科医・カウンセラーの配置

● 外部機関利用の健康相談（電話）

● ストレスやメンタルヘルスに関する

基礎講習会の実施（管理者教育）

■セクハラ防止

全役員及び社員に適用する「企業倫理」

（ P.43）において、セクシャル・ハラス

メントの禁止を宣言し、違反した場合の

処罰（就業規則に沿う）、啓発研修の実施、

各地区に相談窓口を設置し、全社員への

周知徹底を図っています。

■ 人事施策

（1）人事制度

当社は人事制度の改革を推進しており、

昇進・報酬などの処遇に対し、現在の

成果を重視する「成果主義」へ転換し、

管理職は2002年4月から、一般社員(非管

理職)は2003年4月からこの新人事制度

を導入しています。

（2）人財育成方針※2

新人事制度の導入に伴い、新教育体系を

2004年4月より導入しました。新しい

人財育成では、社員が『自ら学習する』

ことを大きな狙いとしています。

■ 社員福祉

社員が安心して働ける様に、育児休業

制度、介護休業制度などの支援策を

はじめ、ニーズの多様化に鑑み、ボラン

ティア休業制度の設定、社員が福祉

サービスを自由に選択できる制度（カフェ

テリアプラン）を導入しています。

■ 職場の風土

｢風通しのよい職場づくり｣を目指し、

職場・労働組合が一体となり、透明性の

アップ、コミュニケーションの向上に

向け努力しています。

■ 安全衛生

（1）安全成績

「安全は全てに優先する」を基本理念に、

究極の目標「災害ゼロ」を目指し、安全管理

システムの構築、労働災害防止活動を

継続して推進しています。安全成績は自動車

製造業の平均水準を上回っていますが、

更なる活動の強化・徹底を図っています。

（2）交通安全

社員対象の安全運転講習会、通勤車両の

一斉点検、新入社員への危険感受度テスト

などを実施しています。また、情報の

共有化、安全意識の向上の目的で、交通事故

体験などの届出を義務付けています。

参照 参照  

全災害発生状況

解　説

※1：度数率
のべ実労働時間（100万時間）当たりの労働災害発生件数で、災害発生の頻度を表す。
（度数率=労働災害派生件数÷のべ実労働時間数×1,000,000）

※2：人財
三菱自動車では、｢社員（人）｣を財産と捉え、社内の部署名にも“人財”と標記しています。
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▲自動車製造業平均 
当社 

● 
● 

● 
● 

● 

▲ ▲ 
▲ 

▲ ▲ 

● (%)

・個の尊重 

・エンプロイアビリティーの向上支援 

・学習する組織の実現 

・Chal lenge（強いWil l） 
   ｢高い目標に向ってストレッチせよ｣ 

・Change（高いSki l l） 
   ｢イノベーションに向って技術を磨け｣ 

・Career（自立Mind） 
   ｢自己実現に向って自らキャリアを築く｣ 

教育理念　3Cのサポート 

人財育成ポリシー 

活動区分 重点実施事項 

安全管理 

交通安全 

衛生管理 

そ の 他  

① 不安全行動の撲滅 

② 類似災害防止の徹底 

実施内容 

・管理監督者の安全配慮義務の徹底 
・安全の基本（ルール・行動）教育徹底 
・安全対話の推進 

・類似災害防止活動の確実な推進 

・協議会活動及び各社安全活動への取り組み支援 

・構内における火気管理の徹底 

・派遣前及び派遣先における安全衛生管理の推進 

・作業及び作業環境改善の推進 

③ 設備の本質安全化の継続的推進 

④ 構内協力会社などへの安全管理指導 

① 交通事故防止の徹底 

① クリーンで快適な職場環境づくりの推進 

② 疾病予防対策・健康づくり活動の推進 

① 火災予防 

② 海外派遣者に対する安全衛生対策の推進 

・既設･改造設備及び新設･移設設備の安全性向上 
・機械設備の自主・定期点検の推進 

・メンタルヘルスの推進 
・疾病予防活動の積極的推進 

・プライベートを含めた交通安全指導の徹底 
・構内車両災害防止の徹底 

安全・衛生に関する取り組み
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■ ENVIRONMENTAL SUSTAINABIL ITY REPORT 2004

2003年度業績概要

経済活動

単独 連結 

 売 上 高  

営業利益 

経常利益 

当期利益 

売上台数 

社 員 数  

14,210億円

297億円

212億円

△2,131億円

767千台

13,727名

25,194億円

△969億円

△1,103億円

△2,154億円

1,509千台

43,624名

■ 2003年度業績

当期の連結売上高は2兆5,194億円（前年

同期比35.1%の減収）となりました。また、

前期のトラック・バス事業の分社による

影響（7,153億円）と海外連結子会社の

会計期間変更による影響（4,334億円）

を除外すると前年同期比7.9%の減収と

なります。

営業損益では北米事業において、販売

競争激化や与信基準の厳格化に伴う販売

台数の減少と販売促進費の増加に加え、

販売金融における貸倒引当金を追加計上

したことなどにより、コスト削減効果や

■ 業績推移

対ユーロでの為替の影響による改善

があったものの営業損益が△969億円

（前年同期比1,796億円の減益）〈トラック・

バス事業の分社による影響（88億円）と

海外連結子会社の会計期間変更による

影響（△100億円）を除外すると1,808

億円の減益〉、経常損益は△1,103億円

（前年同期比1,646億円の減益）〈海外連結

子会社の会計期間変更による影響は

△131億円）となりました。

＊2002年度までトラック・バス事業を含む。
2002年度は、海外連結子会社の会計期間変更による影響を含む。
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付録

1991 ● 1991 ●

1992 ● 1992 ●

 

1993 ●

1994 ● 1994 ●

1995 ● 1995 ●

1996 ●

1997 ● 1997 ●

1998 ● 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 
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 
古紙を使用したエアクリーナーケースを 
開発し、一部新型車から適用 
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

1998 ●

エアコン用冷媒HFC-134aの使用量を 
約20%削減 
販売会社で修理交換されたバンパーを 
回収してリサイクルを開始 
コージェネレーションシステムを 
京都工場に導入 
         

1997 ●

1998 ●

1999 ● 1999 ● 

2000 ● 2000 ● 

2001 ● 2001●

企業活動 生産活動／リサイクル 先進技術 年 

原料着色樹脂製ドアガーニッシュを 
開発し新型乗用車に採用 
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 
古紙＋再生PP（廃食品容器）を使用した 
エアクリーナーケースを開発  

実験用試作車「エクリプスEV」の
四国一周公開試験を実施し、1充電で
400km超を走行
GDIエンジン生産累計100万台を突破

2002 ●リサイクル推進室を設置 
中期環境行動計画「三菱自動車  
環境サステナビリティプラン」を公表 

2002 ●東京製作所・水島製作所で廃棄物埋立 
処分ゼロ化を達成（これにより全製作所にて 
ゼロ化達成） 
ダイムラークライスラー社と欧州リサイクル 
事業での協業推進に合意 

2002 ●四国EV駅“電”に「エクリプスEV」で 
参加し東京・新居浜間を3充電で完走  
走行中のタイヤからの騒音の低減に 
関する研究が｢自動車技術会 
浅原賞学術奨励賞｣を受賞  
新型「コルト」が当社初の「超-低排出ガス」 
の認定を取得 

2003 ●三菱自動車工業(株)よりトラック・バス部門 
が分離し、三菱ふそうトラック・バス(株)が設立 
ISO9001：2000（品質マネジメントシステム） 
認証取得 

2003 ●水島製作所において、水性塗料採用の 
新塗装工場の建設を開始  

(2004年度稼動予定） 
エアバッグ布端材の再生材を使用した 
キャニスタケースを世界で初めて開発 

2003 ●コンセプトテストカー『ｉ 』 
国際自動車連盟規格の環境性能試験に
おいて、同試験初の排出ガス／燃費
とも最高格付け5ツ星を取得
燃料電池自動車『MITSUBISHI FCV』 
国土交通省大臣認定を取得 

2004 ● MFCV（燃料電池車）2004大阪国際女子 
マラソンの伴走車として走行

100g以上の樹脂部品に 
材料識別コードを刻印 

省エネルギー、超希薄燃焼の 
MVVエンジンを発表 

コージェネレーションシステムを 
大江工場に導入 

低燃費と高出力を両立したMIVEC、 
MIVEC-MDエンジンを発表 
｢リベロカーゴCNG（天然ガス自動車）｣ 
を発売 

「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 
「環境会議」を設置 

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 
全て切り替え 
生産工程におけるCFC(フロンガス)を全廃 
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 

｢リベロ電気自動車｣を一般販売  
新車における鉛使用量の削減活動を開始 

生産工程における1.1.1-トリクロロエタン 
を全廃 

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

GDIエンジン搭載車｢ギャラン／レグナム｣ 
の発売 

 取引先向け工場環境トピックスを創刊 
（年2回発行） 
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 
名古屋／京都／水島製作所がISO14001の 
認証を取得 

 環境部（現：環境技術部）を設置 
 「三菱自動車環境指針」を制定 
「三菱自動車環境報告書」初版を発行 
   

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 

MVVエンジンを新規格軽自動車に 
標準搭載 

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  
｢ミニキャブバンCNG｣を発売 

乗用車用直噴ディーゼルエンジンを 
新型｢パジェロ｣に搭載 
GDI-ASG（アイドルストップ）搭載車 
｢ピスタチオ｣を新開発 

GDI-CVTを新型｢ランサーセディア｣ 
などに搭載 
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環境活動年表　1990年代から現代に至る主要な活動と技術
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（2）環境報告書及び環境保全活動の評価 
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60
当社の環境負荷低減活動 

三菱自動車「環境報告書 2004」をご覧頂き、ありがとうございました。 

皆様からの貴重なご意見・ご感想を参考に、来年以降の環境報告書を 

より一層充実させていきたいと考えております。 
 
お手数ではありますが、裏面の本報告書に関するアンケートにご記入の上、 

ミシン目より切り離してFAXもしくは郵送にて返送していただければ幸いです。 

 

 
環境報告書 2003　アンケート結果 
 
「環境報告書 2003」（2003年7月10日発行）に対して、66件のアンケート回答を頂きました。 
（2004年7月現在） 
 

(1)関心を持たれた項目及び充実が望まれる項目（複数回答） 

三菱自動車工業株式会社 
経営戦略本部 環境技術部 

郵送先 ：〒108-8410
東京都港区港南二丁目16番4号 

FAX : 03-6719-0034
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 三菱自動車 環境報告書 2004　アンケート 
 ご意見・ご感想をお寄せ下さい。 

三菱自動車工業株式会社 経営戦略本部 環境技術部　　FAX : 03-6719-0034

Q1. 本報告書全体の評価をお聞かせ下さい。 
□ 分かりやすい    □ まあ分かりやすい    □ 普通    □ やや分かりにくい    □ 分かりにくい 

Q2. 何ページほど目を通されましたか。 
□ 1～10ページ程度　□ 10～20ページ程度　□ 半分程度　□ 半分以上　□ ほぼ全部 

Q3. 本報告書で関心を持たれた、また内容の充実が望まれるのはどの項目ですか。 

・企業概要／編集方針           □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・ごあいさつ 　　　             □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　　　                   ） 

・環境報告書 2004 トピックス    □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                           ） 

・経営方針                       □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・環境マネジメント           □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　                   　      ） 

・開発・設計                       □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　                   　      ） 

・調達                                   □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・生産                                   □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・物流                                   □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・販売／製品の使用           □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・リサイクル                       □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

 ・ その他  　　　　　　　　　　  □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                         ） 

・社会／経済活動           □ 関心を持った         □ 充実を望む （　　　　　　　　　　　                        ）          

Q4. 本報告書で紹介した当社の環境負荷低減活動をどう評価されますか？ 

□ 評価できる    □ まあ評価できる    □ どちらともいえない    □ やや評価できない    □ 評価できない 

Q5. 今後、当社に要望される環境負荷低減活動、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせ下さい。 

（                                                                                                                                                              ） 

Q6. 本報告書はどのような立場でお読みになられましたか？（複数回答可） 

□ お客様    　　　　□ お取引先       □ 株主・投資家    □ 企業・団体の環境担当    □ 環境NGO／NPO

□ 研究・教育機関    □ 学生    　　   □ 報道機関    　　□ 行政機関    　　　　　　□ 金融機関 

□ 当社事業所の近隣にお住まいの方　□ 当社・関連会社の社員・家族       □ その他（                                          ） 

ご協力ありがとうございました。差し支えない範囲でご記入下さい。 

お名前 

（フリガナ） 

性別 □ 男性  □ 女性 年齢 歳 

ご住所 
〒    　　　 -　 

E-mail
電話 

FAX

   勤務先 

学校名など 
 お使いの車 □ 三菱車  □ 三菱車以外 

ご記入頂きましたご意見・ご感想及び個人情報は、環境報告書の作成及びご返答以外の目的で使用されることは一切なく、 
弊社で厳重に管理致します。また、統計の結果においても個人を特定できる形で開示することは一切ありません。 

 
具体的に 
お書き下さい。 

具体的に 
お書き下さい。 



報告書における環境配慮 

FSC認証紙の採用 
本報告書は、森林認証制度を運営する国際NGOであるFSC（Forest Stewardship Counci l）の認証紙を使用しています。 
FSC認証紙は、違法伐採などを許さない管理された森林から、必要な量のみ伐採し、森林を取り巻く 
自然生態系への影響に配慮した、いわば循環型の森林から作られる紙です。 

三菱自動車はこの循環型森林活動に賛同し、FSC認証紙と再生紙を使途によってバランスよく 
使い分けることが、持続可能な社会づくりへの一歩であると考えています。 
当社では、この環境報告書以外に、環境パンフレット（  　　P.15）や車種カタログにおいても積極的に 
FSC認証紙を採用しています。 

インク／印刷工場 
大豆油インクの使用、水なし印刷を採用しており、印刷はISO14001認証印刷業者で行っています。 

環境省「環境報告書ガイドライン（2003年度版）」との対応表 

ガイドラインの項目 

基本的項目 

経営責任者の緒言 

報告に当たっての基本的要件 

事業の概況 

事業活動における環境配慮の方針・目標・実績等の総括 

事業活動における環境配慮の方針 

事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括 

事業活動のマテリアルバランス 

環境会計情報の総括 

環境マネジメントの状況 

環境マネジメントシステムの状況 

環境に配慮したサプライチェーンマネジメント等の状況 

環境に配慮した新技術等の研究開発の状況 

環境に関する規制の遵守状況  

環境に関する社会貢献活動の状況 

事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況 

総エネルギー投入量及びその低減対策 

総物質投入量及びその低減対策 

水資源投入量及びその低減対策 

温室効果ガス等の大気への排出量及びその低減対策 

化学物質の排出量・移動量及びその管理の状況 

総製品生産量又は総商品販売量 

廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 

総排水量及びその低減対策 

輸送に係る環境負荷の状況及びその低減対策 

グリーン購入の状況及びその推進方策   

製品・サービスのライフサイクルでの環境負荷の状況及びその低減対策  

社会的取組の状況 

社会的取組の状況 

第三者レビューについて 
報告書に掲載する情報は社内で慎重に精査し、中立性・信頼性の確保にできる限り努めていますが、 
中立性・信頼性を向上するツールの一つとして、｢第三者レビュー｣があります。 
現在、この第三者レビューそのものの中立性・信頼性を確保するため、レビューの形態・ガイドラインなどが 
種種研究されている途上にあり、こうした基盤の今後の整備状況を見ながら、第三者レビューの実施を検討していく予定です。 
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本書は、FSC認証紙と大豆油インクを使用し、 
水なし印刷を採用しています。 
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