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当社は三菱グループの「三綱領（所期奉公・処事光明・立業貿易）」の精神を受け継ぐとともに、当社の存在意
義と進むべき方向を明確にするために、2005年1月に企業理念を制定しました。すべての企業活動はこの企
業理念に基づいて進めております。

三菱グループ三綱領

私たち三菱自動車は、

大切なお客様と社会のために、

走る歓びと確かな安心を、

こだわりをもって、

提供し続けます。

事業を通じ、物心共に豊かな社会の

実現に努力すると同時に、かけがえの

ない地球環境の維持にも貢献する。

所期奉公
公明正大で品格のある行動を旨とし、

活動の公開性、透明性を堅持する。

処事光明
全世界的、宇宙的視野に立脚した

事業展開を図る。

立業貿易
し ょ き ほ う こ う し ょ じ こ う め い りつぎょう ぼう えき

読者の皆様へ―――三菱自動車の企業理念
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当社では1999年9月の初版以来、2004年までの6年

間にわたり、環境報告書を発行してきました。2005年

からは社会面をさらに充実させ、名称を『社会・環境

報告書』に改めて発行しました。

当社の事業活動に伴う社会／環境への取り組みを

ステークホルダーの皆様に誠実に報告し、当社の取り

組みを理解して頂けるように作成しています。

報告対象範囲

●社会・環境：三菱自動車　日本国内
※一部、関連会社（海外を含む）の取り組みを紹介

●経済：財務会計上の連結対象会社

報告対象期間

●2006年度（2006年4月1日～2007年3月31日）
※一部、2007年4月以降の最新情報を記載

報告書発行日

●2007年8月（前回発行2006年8月）

ウェブサイトとの連動

『社会・環境報告書2007』は、読みやすさに特に配慮

した構成としました。そのため昨年まで本報告書にて

お伝えしていた内容の一部をウェブサイトでの報告

としています。

当社では、継続的に報告を行っていくことの重要性

を認識し、今後もウェブサイトでの情報発信を充実さ

せていく予定にしていますので、当社のウェブサイト

を是非ご覧ください。

また本報告書の61ページにウェブサイトの概要を

掲載し、各ページにも関連ウェブサイトのアドレスを

掲載してありますので、是非ご利用ください。

『社会・環境報告書2007』をお読み頂くにあたって

関連情報

●三菱自動車「社会・環境への取り組み」

http: //www.mitsubishi-motors.co.jp/social/Web

表紙写真：山梨県南巨摩郡早川町「見神の滝」
「パジェロの森」 近く

▲▲▲

P.20
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トップメッセージ

「三菱自動車再生計画」は、単に収益力回復のみを目指す

計画ではなく、同時に当社の企業体質の変革をお約束して

います。リコール問題に対する真摯な反省に基づき、再び

社会からの信用を回復し、社会に受け入れて頂ける企業体

質へ変革することが最大の目標です。

そのためには、商品の品質向上や高い信頼性を確保する

ための体制整備を行うとともに、コンプライアンスの徹底

に全力で取り組んできました。また、当社のステークホル

ダーに対する情報開示を通じ経営の透明度を高め、さらに

社員一人ひとりの行動が常に社会規範から外れることのな

いよう、社員教育にも力を入れています。

また、自動車を生産・販売するという本業だけではなく、

さまざまな分野で企業としての社会的責任を果たすことを

誓いました。交通事故を減らすためにクルマの安全な運転

方法を分かりやすく指導する「クルマの学校」や、電気自動

車の試乗などを通じてクルマと環境の関わりを小学生の皆

さんに学んで頂く「体験授業プログラム」の実施、さらには

荒廃が進む国内の森林を保護・育成する活動の一環として

「パジェロの森・ふるさとの山再生活動」を立ち上げるなど、

社会の一員として貢献する企業活動に取り組んでいます。

2005年1月28日に発表した「三菱自動車再生計画」も、

いよいよ最終年度を迎えました。初年度は計画に対して1

年前倒しで連結営業損益の黒字化を達成し、2年目の2006

年度は営業利益402億円、経常利益185億円、当期純利益

87億円と、すべての利益項目において公約どおり黒字化

を果たすことができました。そして最終年度の2007年度

は、この「黒字体質の定着化」により将来の成長へ向けた収

益基盤の確立を図るため、当期純利益200億円とより高い

利益目標を掲げ、全世界ベースでの営業力強化に取り組

んでいます。さらに「将来の持続的成長に向けた基盤づく

り」を旗印とした次期中期経営計画を策定しており、2007

年度中の公表を予定しています。

商品面では、「クルマづくりの原点へ。」というコミュニ

ケーションワードのもと、三菱らしさをもった商品をお客

様にお届けしてきました。2005年度に発売した『アウトラン

ダー』、『i（アイ）』に始まり、2006年度は『eKシリーズ』、『パ

ジェロ』、『デリカD：5』と、他社にはない特長をもった新商

品を投入し、特に『 i（アイ）』は2006年度グッドデザイン大

賞、2007年次RJCカーオブザイヤーをはじめ20件以上もの

賞を頂きました。2007年度も国内に新型セダン『ギャラン

フォルティス』と新型4WDスポーツセダン『ランサー エボ

リューションX（テン）』を投入し、海外ではグローバル戦略

車、新型『ランサー』を全世界に展開していきます。

企業の社会的責任への取り組みについて三菱自動車再生計画の進捗について

地球市民として、社会や環境との共生を図ります。
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「走る歓びと確かな安心」そして「環境への貢献」。これら

は私たち三菱自動車が目指すクルマづくりへの思いです。

当社では、地球環境と共存し次の世代に豊かな自然を伝え

ていくために、この「環境への貢献」を企業経営とクルマづ

くりの最重要テーマのひとつとして取り組んでいます。

2006年度に策定した「環境行動計画2010」に基づいて、グ

ローバルな連結環境マネジメント体制の充実や、次世代の

環境基幹技術の開発を推進しています。

地球温暖化防止のため、究極の環境対応車である電気自

動車の早期市場投入を目指して、各地の電力会社との共同

研究を進めています。また、当初予定より1年前倒しの

2009年には、クリーンディーゼルエンジンを市場投入する

予定です。さらに、バイオエタノール燃料対応車をすでに

市場に投入したほか、連続可変動弁機構付エンジンや高効

率トランスミッションといった次世代環境基幹技術の開発

も推進しています。

当社では、これらの環境対応技術の開発と普及といった

側面のみならず、生産や販売などのすべての事業活動での

環境負荷の低減や、森林育成活動などの社会貢献活動も含

め、総合的に環境への貢献ができるよう、今後も取り組ん

でいきます。

三菱自動車が今後も社会の一員として認められ、社会と

環境への貢献を継続的に行っていく企業であり続けるた

めに、当社の企業行動のすべてにおいて地球市民として社

会や環境と共生していくという考え方を全社員に徹底さ

せることをお約束します。今後とも当社の取り組みに対し

忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。

環境への取り組みについて

三菱自動車のお約束

取締役社長
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企業倫理委員会のメンバー

2004年 6月、当社取締役会の諮問機関として、社外の有識者のみで構成される「三菱自動車工業（株）企業倫

理委員会」（以下、委員会）が発足しました。

委員会活動がほぼ 3年を経過したことから、当社取締役会は「信頼回復活動の取りまとめと評価・提言など」

について諮問し、この度、2007年5月21日に答申書を受領しました。

答申書では、これまでの当社の取り組みなどを振り返り、「その信頼回復活動がトップの揺るがぬ姿勢のもと

真摯かつ着実に進捗しており、初期的段階をクリアしたと判断した」など、総じて高い評価を頂いています。

その上で、社外の専門家としてその再生をさらに後押しするための指摘や提言も頂きました。

当社は、本答申を踏まえ、コンプライアンス確立への取り組みをさらに強化・推進していきます。

答申書は当社ウェブサイトでもご紹介していますが、当社の取り組みなどをより一層ご理解頂けるよう、本

編では答申書の内容をもとに、改めて委員会にご意見を伺いました。

社外の視点から見た

信頼回復への歩みと課題

答申書の全文は、三菱自動車のウェブサイトに掲載しています。

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/ethics_com/index.htmlWeb

社外の視点から見た信頼回復への歩みと課題

山本委員 川岸委員 松田委員長 宮本委員 藤本委員 村委員



当委員会が設立されたのは2004年6月でした。当時は、

2000年に続き「リコール隠し問題」が再燃したことなどか

ら、三菱自動車の品質全般への信頼が低下するとともに、

長年にわたって積み上げてきた企業自体に対する社会の信

用・信頼も一挙に失墜していました。そういう企業の存亡

に関わるかつてない危機的状況の中で、当委員会は信頼回

復、会社再生の切り札のひとつとして設立されたと認識し

ています。

さて、当委員会の目的は、コンプライアンス確立などを

中心に、三菱自動車の信頼回復活動全般について、専ら「社

外の目」「世間の常識」の視点からチェック、指導・助言など

を行うことにあります。

そして、当委員会は、取締役会の諮問機関と位置付けら

れ、その役割（特色）は、

●社外の有識者のみで構成

●取締役会への答申・提言だけでなく、CSR推進本部へ

の指導・助言を行う役割を担う

●対象範囲は企業倫理に限定せず、広く品質問題、企業

風土に関する事項をも含む

●委員会での意見などは会の終了のつど公表するなど、透

明性のある活動を行う

というものです。独立性や透明性などの点において、際立っ

た特徴があるといえるでしょう。特に、メンバーは社外の多

様な分野の有識者・専門家で構成されており、異なる視点か

らの忌憚のない意見を交わせる点が非常に特徴的です。
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2004年7月に第1回の委員会を開催して以降、2007年6

月末までに、工場・販売会社の視察4回を含め合計37回の

委員会を開催しました。検討議題は延べ90議題にものぼり

ます。それら一つひとつに対して「社外の目」「世間の常識」

から率直な疑問や意見を述べてきました。

このほか、個別事案の対応や研修・取材などへの協力を

はじめ、企業倫理・企業風土の改革と品質監査を推進する

CSR推進本部などの活動に対し、委員それぞれが有する見

識とその専門知識に基づき、指導・助言やその活動推進へ

の協力・支援などを行ってきました。

去る2006年10月30日、当委員会は三菱自動車取締役会

から、「信頼回復活動の取りまとめと評価・提言など」につ

いて諮問を受けました。

当委員会としては、今回の諮問が時宜にかなったものと

受け止め、これまでの会社の信頼回復などに向けた諸活動

を振り返りつつ、つとめて客観的な姿勢でそれらを評価し、

現時点での総括を行い、答申書を取りまとめることにしま

した。そして2007年5月21日、取締役会に「答申書」を提出

したところです。

企業倫理委員会のひとコマ

2007年5月21日、企業倫理委員会 松田 昇委員長（左）から、
取締役会事務局の内野 州馬経営企画本部長（右）に答申書が手渡されました。

企業倫理委員会について簡単にご説明ください。 この3年間の活動の振り返りをお願いします。



当委員会が最初に取り組んだのは、三菱自動車が信用を

毀損する引き金となった一連のリコール問題の総括でし

た。それを抜きに会社のコンプライアンス回復はあり得な

いと考えたからです。

この問題は、

①三菱自動車は、2000年の内部告発をきっかけに、長

年にわたり市場不具合情報の二重管理と指示改修（リ

コール隠し）を行っていたことが判明し、社会からは、

組織的なリコール隠し、隠蔽体質と厳しい批判を受け

ました。当時同社は、1998年 4月以降の不具合情報

を調べてリコール届出などを行うとともに、リコール

隠しが行われた原因などについて社内調査を実施し、

再発防止のための改善施策を策定しました。

②しかし、このときの調査や対応は、今思えば不十分で

あったと思います。そのことが2004年に、ふそう製大

型トラックのハブ問題およびクラッチハウジング問題、

さらには乗用車における過去の指示改修の問題を顕在

化させ、リコール隠し問題の再発として、社会から企

業の存在そのものを否定される程の厳しい批判を招く

ことになったのです。

③そこで三菱自動車は、今回この問題に真摯に向き合い

ました。失った信頼を回復するために、2004年5月に

「過去の膿はすべて出しきる」との経営トップの強い決

意のもと、社内の全部門から延べ4,000名を動員して、

調査対象期限を限定しない拡大調査を実施し、あらゆ

る既販車の品質の検証・精査を行い、改めて2004年9
月28日までに必要なリコール届出などの措置を完了

したのです。

④また一方で、社外弁護士を起用して過去のリコール問

題に関する事実関係と根本原因の究明調査を実施しま

した。会社はこの調査結果を公表するとともに、その調

査結果と改善施策を取りまとめて2005年3月30日に

国土交通省に報告しました。また、元役員に対する損害

賠償請求など関係者の処分などを行ってこれも公表し

ました。これにより、一連のリコール問題にひとつの区

切り（けじめ）がつけられました。
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三菱自動車のビジョン

⑤三菱自動車では、その後も引き続き「コンプライアンス

第一」「安全第一」「お客様第一」（後述）の方針のもと、

コンプライアンスの徹底やリコール業務の適正化など、

再発防止と信頼回復のための改善施策を着実に実行・

フォローし、その実施状況を3ヵ月ごとに国土交通省

へ報告しています。

という経過であったと認識しています。

当委員会は、これらの会社の一連の取り組み、中でも全

社をあげて過去の不具合案件を洗い出した調査は、その徹

底ぶりが際立っていたことおよび関係者の処分などについ

ても厳しく追及していることなどから、過去のリコール問

題にけじめをつけるという一貫した姿勢がうかがわれ、高

く評価しています。

三菱自動車では、一連のリコール問題の最大の要因が「コ

ンプライアンスの欠如」であったことから、「企業倫理の遵

守なくして企業は存続し得ない」との決意を固め、社会の信

頼を取り戻し誠実な企業といわれ認知されるよう、社員一

人ひとりの心にコンプライアンスを浸透させる活動に取り

組んでいます。当委員会は、その活動を推進する役割を担

うCSR推進本部を中心に、コンプライアンス確立のための

指導・助言を継続してきました。

当委員会では、この活動について、特に経営トップがブ

レのない一貫した姿勢で「コンプライアンス第一」の徹底を

社外の視点から見た信頼回復への歩みと課題

委員長　松田 昇
弁護士、前預金保険機構理事長
元最高検刑事部長等

過去のリコール問題への対応について伺います。

「コンプライアンス第一」の取り組みについて伺います。
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図っていることを高く評価しています。例えば、経営トッ

プ自らが「企業倫理遵守最優先宣言」をはじめ、率先垂範

してコンプライアンス第一を実行する旨社内外に約束す

るとともに、社員向けメッセージなどにコンプライアンス

の徹底を随時盛り込み直接呼びかけている点は非常に有

効です。今後も気を緩めず継続的に実施してもらいたいと

思います。

また、毎年立案し実践している「企業倫理遵守促進プログ

ラム」や2007年4月に改訂した「三菱自動車企業倫理」も、当

委員会に事前に説明があり、それに対する委員たちの意見

も反映されて、読みやすく使いやすいものになっています。

グループ各社へのコンプライアンス浸透活動も、今まで

見聞きしてきた範囲では総じて積極的に取り組んでおり、

意識の高まりがうかがえました。

コンプライアンス、あるいは企業倫理確立のための組

織・体制は一応整ってきたと思います。これからはその内

容の充実が課題でしょう。例えば、現在のコンプライアン

ス・オフィサーやコードリーダー は、副本部長

や部長などの職制ライン上の長が兼務しているケースがた

くさんあります。職場の上司では解決できない問題に対応

するという本来の職能に立ち返れば、専門スタッフ化させ

ることが望ましいでしょう。

また、コンプライアンスは、いくら組織やルールをつくっ

ても、それを実践しなければ「仏作って魂入れず」になって

しまいます。コンプライアンスを実践する「人間づくり」を進

めていくことが肝要です。その一策として、コンプライアン

ス部の業務をキャリアパスにする、コンプライアンス・オフィ

サーを定期的に交替させその経験を積ませる、その配下に

専門スタッフを配置する、コンプライアンス関連の役割を

業務として明確に位置付け、各人の人事評価へ反映させる、

などの仕掛けを検討してはどうでしょうか。ともかく、その

責務の重要性を認識させることが重要なのです。

三菱自動車では、お客様視点で適切かつ迅速にリコール

など市場措置の要否を判断すること、不具合の再発防止

を確実に行うこと、そしてクルマそのものの品質向上を目

指すことを最重要課題と位置付けて取り組んでいます。こ

れら一連のリコール問題の反省を踏まえた活動を、「安全

第一」として確実に、そして継続して実践していくことが、

品質に対する信頼を回復する唯一の道であると認識して

います。

2004年6月に新設された品質統括本部は、開発から販売、

サービスまで一貫して品質を見る組織体制で、これは他社

に類例を見ませんし、当委員会としては評価しています。

リコールなど市場措置への対応については、「隠さない」

「隠せない」「隠れない」が原則です。リコールを厳しく行い、

間違っても「隠さない」意識付けは、同社において近年かな

り徹底してきたと思います。また例えば、リコール不要と判

断した案件でも取締役会に報告する体制や、CSR推進本部

によるリコール判定プロセスの監査、お客様から寄せられ

る不具合情報を、販売会社とリアルタイムに共有する新品

委員　川岸 近衛
前証券取引等監視委員会委員、
元読売新聞論説副委員長

▲▲▲

P.25

「安全第一」の取り組みについて伺います。



09

問いかけ続けている現在の取り組みを堅持しつつ、安全問

題に詳しい専門家を社外取締役あるいは特別顧問として委

嘱するなどして、不具合の処理システムの全体について、会

社の論理とは独立した立場から提言・評価を求めることを

検討すべきではないでしょうか。

三菱自動車は信頼回復において、三菱ユーザーからの満

足を得ることはもとより、広く一般消費者からも企業活動

およびその姿勢を理解してもらうことが非常に重要である

と認識し、各種の活動に取り組んでいます。これらの活動

を「お客様第一」と総称し、販売会社の現場第一線における

お客様対応のレベルアップから、学校教育への協力や地域

社会への貢献活動まで行っています。

当委員会も、開発からアフターサービスまでの一連のバ

リューチェーンの中で、「お客様第一」の精神が浸透しつつ

あり、組織面での改革も進んでいると思います。今後はそ

れらが形骸化しないよう、継続的に、なおかつ他社以上に

取り組んでもらいたいと思います。

そういう意味では、リコールなどの市場措置が必要な場

合は、できるだけ早く措置するとともに、状況を消費者に

向けて開示することが不可欠だと思います。例えば、SQM-

BCなどのシステムを積極活用し、人命に関わるような重大

な不具合情報は、それが事実かどうか検証した上で、事実

である場合は「調査中」などの注を付けて自ら公開し、注意

を喚起することも検討すべきだと思います。

質情報システム（SQM-BC） の構築など、リコー

ルにからむ対応システムについても著しい改善が見られます。

一方、開発段階での品質の造り込みにおいて、MMDS

（Mitsubishi Motors Development System）

の仕組みは、不具合を二重三重にチェックする意味では効

果があるものの、7つのゲートを多数の要求設計品質に関

する厳格な関門とすると、開発期間が間に合わず、かえっ

てゲートが形骸化しかねません。例えばより少ない数の

ゲートを厳格に管理することとし、後は問題発見を重視

するゲートとする、などといった改善を検討してはいかが

でしょうか。

市場措置を検討する会議に当委員会がオブザーバーとし

て出席する機会があり、そこで感じた点を申し上げると、不

可抗力によりリコールが見逃される要因としては、「不具合

発生の予見可能性」が考えられます。つまり、メーカーの技

術者が認識する不具合の前兆となる現象と、一般消費者の

それとの間には乖離があると危惧されます。一般消費者の

目線でこれらを判断することを徹底することが必要です。

三菱自動車においては、過去、死亡事故まで引き起こし

たふそう製大型トラックのクラッチハウジング問題に関し、

社内で多くの人間が重大な不具合となりかねないことを予

見しつつ、リコールを見送りました。これは結局、リコール

が自社の信用を傷つける、莫大な労力と費用を要し経営を

圧迫する、という誤った「愛社精神」の故であったと思われ

ます。「コンプライアンス第一」、「安全第一」とは、こうした

誤った「愛社精神」との不断の闘いです。経営トップが率先

して全社員に不断に「コンプライアンス第一」、「安全第一」を

社外の視点から見た信頼回復への歩みと課題

▲▲▲

P.27

▲▲▲

P.13

委員　藤本 隆宏
東京大学大学院経済学研究科教授、
東京大学ものづくり経営研究センター長

委員　宮本 一子
日本消費者協会理事、前川村学園女子大学教授、
日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会常任顧問

「お客様第一」の取り組みについてはいかがですか。
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当委員会としては、三菱自動車が信頼回復活動に対して、

真摯に、実直に取り組んでいることは理解しました。しか

しながら同社に対する社会（一般消費者）の目は依然厳しい

のが現状です。そこで、社会に対して、会社の取り組みを少

しでも認知して頂くための積極的アプローチをさらに図っ

てもらいたいと思います。消費者団体を頻繁に廻っている

他の企業に比べるとまだまだ足りません。もっと上のレベ

ルを目指して、積極的に地域社会や消費者と交流し、意見

を交換して経営にフィードバックしてはいかがでしょうか。

これまでの委員会活動をとおして感じ、改めて強調した

い点があります。特に目新しくはありませんが、再び三菱

自動車が今回直面した土壇場の経営危機を招くことがない

よう、その一助になればと思います。

ひとつ目は、「危機対応についての留意点」です。コンプ

ライアンス確立の真価が問われるのは、生じたリスクの影

響をいかに最小限にとどめ得るか、という危機対応の場面

です。トップへの情報伝達の的確性・迅速性の確保と、トッ

プ自身が、社会が企業に寄せる要請の変化を鋭敏に感知す

る感性（Sensibility）を備え、的確な判断と迅速な対応を実

施することが大事です。

ふたつ目は、「危機感の共有」です。三菱自動車の再生へ

の努力は実を結びつつありますが、危機は去ったのではな

く現に継続しているとの意識を強くもつべきです。気を緩

めてはいけません。コンプライアンスの面からも、二度の不

祥事で「もう後はないのだ」という危機感を全役職員で共有

し、地道にその定着・浸透活動を続けてもらいたいと思っ

ています。コンプライアンス確立への努力に終わりはないの

です。

以上のように三菱自動車の取り組みを振り返って総括す

ると、その信頼回復活動は、トップの揺るぎない姿勢のも

と、真摯に、そして着実に前進しているといえるでしょう。

当委員会は、初期的段階をクリアしたと判断しており、総じ

てその活動や努力は評価できます。これらは、役職員一人

ひとりが危機感をもって、誠実に取り組んできた結果だと

思います。厳しい情勢の中、2006年度に黒字化を達成した

ことは、信頼回復もそれなりに進んでいる証しでしょう。

しかし、三菱自動車の信頼回復は、社内外の反応などか

ら見て今なお道半ばの段階で、信頼回復、そしてその根底

にあるコンプライアンスの浸透・定着が完全に成し遂げら

れたわけではありません。たゆみない信頼回復活動の継続

は引き続き必要であり、そのことを軽視し風化させるよう

なことがあってはならないのです。

一朝一夕には実現することではないかもしれません。し

かし当委員会としては、全役職員をあげた意識改革と努力

により、三菱自動車の再生と信頼回復は必ずや実を結ぶも

のと期待しています。

委員　山本 信之
桐蔭横浜大学コンプライアンス
研究センター講師、
（株）コンプライアンス研究センター取締役、
前日本興業銀行参事

委員　村 和男
弁護士、國學院大學法科大学院教授、
前（株）整理回収機構常務執行役員

二度と危機を招かないためにはどうすれば良いでしょうか。

最後に一言お願いします。
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Close-up
01

2004年、当社は会社存亡の危機に直面しました。販売金融の失策に端を発する北米事業の損失による赤字

転落と、当時の親会社であったダイムラークライスラー社から通告された追加資金支援の打ち切り、これに

二度目のリコール問題が追い討ちをかけ、当社は大いに揺れました。そして今、当社は「お客様第一」を会社

再生の旗印のひとつに掲げ、お客様に三菱自動車らしさを感じて頂ける、新しい価値を創造する会社になる

ことを目指しています。また、リコール問題の背景にあった風通しの悪い企業風土を改革し、社員が生き生

きと働くことのできる会社に生まれ変わろうとしています。

三菱自動車が目指す姿
お客様のために、そして社員のために
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クルマづくりの原点へ。

経営危機を契機として、私たちが何をすべきか、お客様や社会にどんな価値を提供していく存在であるべきなのか、

改めて見つめ直し、それをある言葉に託しました。

大切なお客様と社会のために

＝お客様第一主義に徹します
お客様からご満足頂くことを最優先に企業活動を行います。そ

のためには環境問題への対応や安全性の追求に全力を尽くし、お

客様のご満足をとおして社会から信頼される企業を目指します。

走る歓びと確かな安心を

＝三菱自動車のクルマづくりの方向性を明確にします
三菱自動車がお客様に提供するクルマは“走る歓び”と“確か

な安心”というふたつの考え方を反映します。クルマ本来の魅力

である走行性・走破性と、お客様に永く安心してお乗り頂ける

安全性・耐久性を両立したクルマづくりを行います。

こだわりをもって

＝三菱自動車らしいこだわりを大切にします
お客様にご満足頂けるようなクルマの新しい価値を見出し、お

客様のカーライフをより豊かなものにするために、どんな小さな

ことでもこだわりをもって、クルマづくりに取り組んでいきます。

提供し続けます

＝継続性を重視します
三菱自動車は信念と情熱をもって継続的な挑戦を行うことで、

三菱自動車らしさを進化させたクルマをお客様に提供し続けます。

新世代のグローバル4WDスポーツセダン
『ランサー エボリューションX』

リブボーンフレームの堅牢ボディ『デリカD:5』

2004年、当社は次世代を担う若手社員を集めて、会社再

建のために何をすべきか検討に当たらせました。その検討

課題のひとつは、「お客様にどのような価値を提供するの

か」ということでした。商品ラインアップの検討とともに、

それを言葉として表し、社内に浸透させるために企業理念

を策定しました。そして生み出された新しい企業理念が、

『私たち三菱自動車は、大切なお客様と社会のために、走る

歓びと確かな安心を、こだわりをもって、提供し続けます。』

です。この言葉には、当社からお客様や社会への次のよう

な「約束」が込められています。

さらにこの思いをお客様と社会に分かりやすく伝えるた

めに、コミュニケーションワードも一新しました。その言葉

が、現在当社がテレビCMや新聞・雑誌広告に用いている

『クルマづくりの原点へ。』です。これは、社内公募によって

集められた1,000件以上の候補作品の中から社員の投票に

より選ばれました。提案した社員は、「クルマづくりの原点

に立ち返り、自信をもってクルマを提供し続けることで、個

人および集団としての自信と喜びを勝ち取りたい」という

思いを込めたと語っています。当社社員は、一人ひとりが

クルマづくりの原点に立ち返り、企業理念にある「走る歓

び」と「確かな安心」、この三菱自動車らしさを大切にした

クルマづくりを通じてお客様にご満足を提供し続けたいと

考え、今、それを行動に移しています。

販売会社の店頭に貼り出したポスター



『 i（アイ）』（写真はカジュアル エディション）

13

三菱自動車のビジョン

三菱自動車再生計画発表後の新型車第一弾が『アウトラン

ダー』（2005年10月発売）、そしてそれに続くのが『ｉ（アイ）』

（2006年1月発売）です。

『i（アイ）』では、既存の軽自動車の課題であった、「デザイ

ンと居住性」、「居住性と衝突安全性」という相反する課題を

解決し、お客様に新しい価値を提供しました。その商品力

は多方面から認められて数々の賞を頂きましたが、品質向

上という観点で最も光栄だったのは、2006年日本軽自動車

初期品質調査（IQS）での1位（同率）獲得と2006年日本軽自

動車商品性評価（APEAL）調査での1位獲得　でした。

これらの受賞の裏には、設計不良、製造不良は絶対に出

さないという社員の気持ちと、それを支えるシステムや新

たな取り組みがあると、当社は考えています。

当社では商品開発の段階において、2001年から「三菱自

動車開発システム（MMDS：Mitsubishi Motors Develop-

ment System）」と呼ばれる、段階ごとに品質をチェックす

る仕組みを導入しています。また生産段階では、「イン・ス

テージ・クオリティ・クリエーション（ISQC：In Stage

Quality Creation）」と呼ばれる、生産工程の中で品質を造り

込む活動を行っています。

2006年度は、このような開発・生産段階の取り組みから

さらに一歩踏み出し、お客様のもとにお届けした車両につ

いて、使用過程で起こる問題をいち早くキャッチし、対処

するための仕組みをスタートさせました。

その核となるのが、「新品質情報システム（SQM-BC：

Strategic Quality Management-Backward Chain）」です。

このシステムは、当社から販売会社へ修理方法や修理見積

もりなどのサービス関連情報を提供するとともに、故障、不

具合、商品に関するお客様のご不満などの情報を収集し、

リアルタイムに販売店など関係者間で共有するとともに、

必要な分析を行う機能をもっています。これにより、不具

合を早期発見することが可能になりました。もちろん、リ

コールなどの判断も正確で速やかに行えることが期待され

ています。当社の場合2005年度まで、最初の不具合情報を

入手してから国土交通省へのリコール・改善対策の届出を

行うまでには、業界平均よりも長い年月を要していました。

すべてがこのシステム導入の効果とはいえないものの、

2006年度は業界平均レベルまで改善しており、今後さらに

改善が見込まれています。

またこのシステムを使って、音や振動、使い勝手といった一

般クレームの分析を行うことで、お客様の隠れたニーズを掘

り起こし、商品力の向上につなげる取り組みも始めています。

品質向上への飽くなき挑戦

企業理念やコミュニケーションワードに託した思いを、今、私たちの新しい商品に込め、一台一台心を込めて品質を

造り込み、お客様にお届けしています。

2006年軽自動車
初期品質No.1（同率1位）

2006年軽自動車
商品魅力度No.1

かつて「三菱自動車に将来はない」といわれましたが、その2年後に、初期品質において『 i（アイ）』

がトップの評価を頂くことができました。もちろん私たちの商品が完璧だ、などという思い上

がった考えはありません。何よりも、一旦三菱自動車から離れてしまったお客様から少しずつで

も再び信頼して頂けたことに、お礼申し上げたいと思います。

プロダクト・エグゼクティブ　福井 紀王

Message from Employees

※1 出典： J.D. パワー　アジア・パシフィック2006年日本軽自動車初期品質調査 SMおよび J.D. パワー　アジア・パシフィック2006年日本軽自動車商品性評
価調査 SM。軽乗用車を新車で購入後2～7ヶ月経過したユーザー3,164名の回答による。初期品質はユーザーによる不具合指摘件数、商品魅力度
は商品性に関するユーザーの評価に基づく。www.jdpower.co.jp

※1
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今、当社の経営幹部は積極的に社員と対話をしています。

例えば益子社長は、頻繁に生産や販売の現場に足を運んで職

場での課題などに耳を傾けるほか、業務改善の提案をメール

で受け付け、良い提案があれば担当部門に検討を指示するな

ど、社内のコミュニケーションの活性化を図っています。

「蛸壺文化」「組織の縦割りによる情報共有の欠如」と評

された企業風土の改革をねらい、「ローテーション制度」も

見直しています。真のマネジメント人材を育成するため、

計画的に部門間ローテーションを行ったり、顧客志向を高

めるため、お客様対応の第一線である販売会社への営業派

遣を行ったりするなど、人を育て組織を活性化する人事に

取り組んでいます。また、仕事と子育ての両立を図るため

に、育児休業・育児勤務制度、所定外労働をさせない制度

など育児に関する諸制度の整備や、有給休暇の取得促進、

育児に関する費用補助メニューの拡大など、子育て支援を

推進しています。この取り組みについては、2007年6月、厚

生労働省より次世代育成支援対策推進法の認定を受け、

「次世代認定マーク（愛称：くるみん）」を取得しました。

さらに各製作所では、団塊世代の退職による技能流出に

備えて、ものづくりの技能を若手社員に伝承する「ものづく

り道場」を開設していますが、これは若手・中堅社員のモチ

ベーション向上にも一役買っています。

一方、女性社員の潜在的な能力を活用していくために、

女性特有の感性や能力を活かし、女性社員がやりがいを感

じられる職場づくりにも取り組んでいます。例えば“FM

Seeds（エフエム・シーズ）”と呼ばれる女性社員によるプロ

ジェクト・チームは、女性ならではの視点を活かした販売

促進やプロモーションなどを企画提案・実行しています。

これからも当社は、社員が生き生きと働ける職場づくり

をとおしてその能力を高め、お客様にご満足頂ける商品や

サービスを創造し続ける企業でありたいと考えています。

社員が生き生きと働ける職場づくり

社員が生き生きと働ける職場をつくるために、さまざまな取り組みを行っています。

次世代認定マーク「くるみん」

入社1年目の社員と懇談する益子社長（右から3番目）

匠の技を伝える「ものづくり道場」 FM Seedsが企画参画した『eKワゴン マーブルエディション』

『 i（アイ）』や新型『eKワゴン』の発売時には、難しいクルマ用語を使わず、気軽に手に取って頂け

るような小冊子を作りました。また、子育てママに便利な装備を施した『eKワゴン』の特別仕様

車『マーブルエディション』には企画段階から参画し、実際にママの意見を調査し反映することが

できました。これらの活動では、女性ならではの視点を説得力のある形で提案することが必要で

した。苦労の末に自分たちの企画が実現したことで、メンバー全員が自動車会社で働いているこ

とを実感し、クルマにも愛着が湧きました。

FM Seedsリーダー、広告部　横川 千晶

Message from Employees
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環境への貢献
三菱自動車のクルマづくりへの思い

「走る歓びと確かな安心」そして「環境への貢献」。これらは私たち三菱自動車が目指すクルマづくりへの思

いです。クルマ本来の魅力である走行性能や走破性、そして永く安心してお乗り頂くための安全性や耐久性。

三菱自動車では、これらの「走る歓びと確かな安心」を追求していくとともに、地球環境と共存し次の世代に

豊かな自然を伝えていくために、「環境への貢献」を、企業経営とクルマづくりの最重要テーマとして取り組

んでいます。

二酸化炭素（CO2）の排出量削減に向けて、自動車の燃費の向上はもとより、生産工程や物流工程での省エネ

ルギー化など、さまざまな取り組みを行っています。中でも、走行中に二酸化炭素はもちろん、一切の排出

ガスを出さない電気自動車は、脱化石燃料という観点からも、次世代エネルギー車としての大きな期待を集

めており、私たち三菱自動車では、この電気自動車を環境問題の解決に向けた中核技術と位置付け、重点的

に開発を推進しています。

Close-up
02
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■ 実用化に向けて

2006年11月からスタートした電力会社との

の共同研究は、順調に進んでいます。複数の電力会社に

研究車両をお渡しし、市中走行や急速充電を行って、性

能や実用性の評価を行っています。そして2007年秋から

は、さらに台数を増やして実証走行を行うフリートモニ

ターテストを開始します。

しかしながら市販化までには、まだ多くの課題を解決

しなければなりません。大きな課題としては、車両や電

池のコストを低減することと、1回の充電で走行できる

距離をさらに伸ばすことがあげられます。

新たなる挑戦　　 i MiEV

私の電気自動車への先入観は、「静かだけど走っても楽しくない」というものでした。もとも

と車好きな私にとって動力性能の乏しい電気自動車（これも先入観ですが）は魅力的なもので

はありませんでしたが、『 i MiEV』に乗ってからはその思いが払拭されてしまいました。『 i

MiEV』は振動や騒音が少ないのは勿論のこと、走って楽しむための十分な動力性能をもっ

た車です。現在、各種の試乗会で『 i MiEV』の良さをアピールしていますが、「百聞は一乗に如か

ず」がまさにぴったり当てはまる車だと思います。

この車を世の中にしっかりアピールできるよう開発に取り組んでいるところですので、機会

があれば眺めるだけでなく一度は試乗されることをお勧めします!

MiEV推進部　高松 修

Message from Employees
九州電力（株）との共同研究車両
（長崎 オランダ坂）

ガソリン代に比べ、安価な電力を利用するた
め、同じ距離を走行するための電気代は、昼
間電力でも約 1/3、夜間電力では約 1/9と大
変お得です。

お財布にやさしい
走行中にCO2を全く排出しません。走行に必
要な電力を得るための発電所のCO2排出量を
考慮しても、同クラスのガソリン車のわずか3
割 です。

地球温暖化にブレーキを

車載の充電器を使ってご家庭の100Vあるい
は200Vのどちらの電源でも充電できるほか、
電力会社等で開発中の急速充電器を使えば短
時間で充電できます。

どこでも充電
エンジンのような上下振動を伴わない電気
モーターによって、極めて静かに走行するこ
とができます。

眠りを妨げない静かさ

            

i ガソリン車 

72%*低減 

1km走行あたりのCO2排出量
（well to wheel, 10・15モード）

東京電力（株）との共同研究車両
（東京 六本木）

近い将来の実用化を目指して、ユニークなデザインで好評の軽自動車『 i（アイ）』をベースに環境にやさしい電気自動

車　　　　　　 （Mitsubishi innovative Electric Vehicle）を開発しています。この車両は、大容量のリチウムイ

オン電池や小型・高性能モーターなど多くの三菱自動車の革新的な技術（イノベーション）を搭載した研究車両で、次

のような特徴をもっています。

一日も早くお客様に の優れた環境性能を体

験して頂けるよう、これからも研究開発を続けていきます。

*当社試算値 

低速から高いトルクを発生する小型・高効率の
永久磁式同期型モーターによって、力強く加
速します。

力強い走り

CO2

* *
*
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持続可能な社会の実現に向けて

■ 次世代クリーンディーゼルエンジンの開発

ディーゼルエンジンは熱効率に優れるため、燃費はガソ

リンエンジンに比べて2～3割改善します。

当社では、ディーゼルエンジンの課題となっている排出ガ

スのクリーン化を図り、ガソリンエンジン並みにきれいにす

るクリーンディーゼルエンジン技術の開発を進めています。

欧州の次期排出ガス規

制「Euro5」をクリアした

上で、北米・日本市場も

視野に入れ、クラストッ

プレベルの高出力と低燃

費性能の実現を目指して

います。

■ バイオエタノール燃料対応車の開発

大気中のCO2を吸収して育つ植物からつくるバイオエ

タノール燃料は、京都議定書に基づく二酸化炭素排出量の

計算方式において、排出量ゼロ（いわゆるカーボンニュー

トラル）とされています。

当社では、ガソリン、バイオエタノール、およびそれらの

混合燃料でも走行可能なフレキシブル・フューエル･ビーク

ル（FFV）の開発を進め、2007年6月にブラジル市場に投入

しました。

このFFVシステムは、排気系に装備されている排出ガス

濃度センサーの出力から、燃料中のバイオエタノール比率

を推定し、最適な燃焼を実現します。これによりバイオエ

タノール比率0～100%の混合燃料への対応を可能としなが

ら、動力性能や排出ガスの面でもガソリン車と同等レベル

を実現しています。

■ 次世代高効率トランスミッション Twin Clutch
SSTの開発
マニュアルミッションのスポーツ性（ダイレクト感、高変速

レスポンス）とオートマチックトランスミッションの快適性

（イージードライブ）をあわせ持ち、かつマニュアルミッショ

ン並の低燃費を実現できる次世代高効率トランスミッショ

ンTwin Clutch SST（Sport Shift Transmission）の開発を進

めており、新型高性

能スポーツセダンに

採用する予定です。

乗用車用クリーンディーゼルエンジン

Twin Clutch SST

『パジェロ TR4 Flex』

エネルギー多様化 
（脱石油・省資源） 

地球温暖化防止 環境汚染防止 

・触媒技術 

・リサイクル技術 
・CNG車 

・FCV
・HEV

・バイオ燃料対応 
 （エタノール車） 

・クリーンディーゼルエンジン 
・高効率トランスミッション 
・グリーンプラスチック 

・可変動弁系エンジン 
・可変排気量エンジン 

・軽量化技術 ・低排出ガス車の展開拡大 

・有害物質の使用削減 
 （規制・自主目標の先取り） 

地球温暖化防止に向けた技術開発

自動車が解決しなければならない環境問題には、「環境汚染防止」や「地球温暖化防止」、そして近年では脱石油という

観点からの「エネルギーの多様化」などがあげられます。中でも、石油などの化石燃料からの脱却は、それらの資源が

有限であることともあいまって、地球温暖化防止のために二酸化炭素（CO2）などの温暖化ガスを排出抑制することは、

自動車技術が解決すべき最優先課題です。
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｢私たちの地球のために少しでも環境負荷を和らげたい｣という思いで、植物由来樹脂や生長の

早い植物繊維などの循環型資源に着目し、「グリーンプラスチック」の研究・開発を推進してい

ます。中でも私が担当する竹繊維とPBS（ポリブチレンサクシネート）樹脂による内装部品では、

竹繊維とPBSをうまくブレンドする方法を見つけるのに大変苦労しました。

まだまだ小さな一歩だとは思いますが、やがて大きな歩みとするために、これからもあらゆる植

物由来材料に目を配りながら研究・開発に取り組んでいきます。「地球と人にやさしい素材」「地

球と人にやさしい自動車」を世の中に提供していくこと、それが今私たちに課せられた使命だ

と思っています。

材料技術部　常岡 和記

Message from Employees

■ ガソリンエンジンの効率向上

当社では2004年以降、高性能、低燃費、低排出ガス、軽

量・コンパクトを共通コンセプトとして、乗用車用ガソリ

ンエンジンのラインアップ刷新を進めてきましたが、2006

年秋発売の米国向けアウトランダー用新開発3.0L V6

MIVECエンジン（Mitsubishi Innovative Valve timing

Electronic Control Systemの略で可変バルブタイミング機

構を備えたエンジンの総称）で、このラインアップ刷新を完

了しました。

新エンジンシリーズは、MIVECシステムの採用、シリン

ダブロックのアルミ化などに

より、トップクラスの最高出力

と最大トルクなど高性能化を

実現するとともに、従来エンジ

ンに比べ、大幅な軽量化や燃

費改善を実現しています。

■ カーエアコンの省動力化

カーエアコンの省動力化は、実走行における燃費の改善

に寄与し、CO2の排出量を減らすことになります。

当社と三菱重工業が共同で開発した「省動力カーエアコン」

がエアコンシステムの消費動力低減を実現したことを評価さ

れ、米国環境保護庁（EPA）から

2007年 の Climate Protection

Awardを受賞しました。

米国の自動車技術会（SAE）とEPAは2004年に「カーエ

アコンシステム改良プログラム」を立ち上げ、30%以上の効

率向上を目標として掲げましたが、このシステムはこの目

標をクリアしています。当社はこのシステムを2007年秋発

売の米国向けアウトランダーを皮切りに展開していきます。

■ グリーンプラスチック

当社では、植物由来樹脂技術

の総称を「グリーンプラスチッ

ク」と名付けて、開発を推進し、

順次実用化を目指しています。

植物由来樹脂は植物から製造されるため、石油資源の節約

になります。また、カーボンニュートラルであることからCO2排

出量を低減することができ、地球温暖化防止にも寄与します。

これまで、竹繊維とPBS（ポリブチレンサクシネート）による

内装部品や、PLA（ポリ乳酸）繊維フロアマットを実用化して

います。

Climate Protection Award 2007

竹繊維 PBS（ポリブチレンサクシネート）内装部品

PLA（ポリ乳酸）繊維フロアマット
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企業市民の一人として

私たち三菱自動車は、企業理念である「大切なお客様と社会のために」を踏まえ、環境問題への対応や安全性

の追求を図り、お客様のご満足をとおして社会から信頼され、将来に向けて持続可能な企業となることを目

指しています。

同時に当社が責任を果たすべき役割として、地域発展への貢献を含めた環境保全活動、将来世代に向けた環

境教育、地域交流などの社会貢献活動を推進するとともに、「企業市民」として私たち一人ひとりができるこ

とは何かを常に考えて、継続的に活動に取り組んでいます。

社会への貢献
企業市民の一人として

Close-up
03

2007年6月14日「パジェロの森」育林活動開始式



れは、南オーストラリア州政府に法人販売した台数（280台）

に見合った植林活動で、22ヘクタールの土地が森林として

生まれ変わることになります。

■ 北アメリカ大草原復元プロジェクト

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ（以下MMNA）

は、イリノイ州の大草原を自然に戻すプロジェクト（暖地系

野草と26種類の野生の花を育成する）に協賛し、1999年か

ら復元活動を推進しています。このプロジェクトはMMNA

工場近郊の3.9エーカー（約1.6ヘクタール）をカバーしてお

り、周辺の地域では自然の大草原が同プロジェクトによっ

て大きく復元しつつあります。
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地球温暖化防止への貢献

現在、人間の経済活動・社会活動が地球環境に与える影響は、限界を超えるレベルに達しているといわれています。地

球規模での気候の変化が現実に起こりつつある深刻な問題として認識されるようになり、国際社会が協力して森林の

保全を推進することが急務となっています。当社は環境保護活動の観点から、日本ばかりでなくオーストラリアやア

メリカでも森林などの保護育成に携わっています。

森の澄んだ空気は、人間にとって非常に大切なものです。森の中にいると、疲れが癒され、精神が

洗浄されていくような気分になります。普段はあまり強く意識することはありませんが、私たちも

「自然の一部」であり、「自然からの恵み」があってこそ、私たちは生かされているのだと思います。

たとえ小さなことしかできないとしても、自然界に、森に、何か恩返しをしたいと思っています。

「パジェロの森」実行委員、一般資材調達部　末廣 幸恵

Message from Employees

■ パジェロの森

私たちの環境問題に対する取り組みの一環として、南ア

ルプス山麓に広がる山梨県早川町の山林（約3ヘクタール）

を「パジェロの森」と命名し、本年度から7年以上にわたり、

森林の保護・育成活動に取り組むとともに、ボランティア活

動などを通じ地域との交流を深める活動を開始しました。

今後は当社社員による環境保全・社会貢献活動の一環とし

て育林活動への参加など地域との交流を行うとともに、本

活動をきっかけとして、お客様とともに自然と親しむイベ

ントを早川町内で開催していくことも計画しています。

なお、2007年6月14日には、「パジェロの森・ふるさとの

山再生活動」育林活動の開始式を実施し、早川町長や当社

社長ほかによる記念植樹を行いました。

■ オーストラリアでの環境保全活動

ミツビシ・モーターズ・オーストラリア（以下MMAL）では、

2006年にAustralian Carbon Biosequestration Initiative

の協力を得て、MMALの走行試験コースへの約7,000本　

の植林を社員・ボランティアの参加のもと実施しました。こ

※1 オーストラリアでのCO2を削減する運動を推進している組織
※2 一般的に乗用車1台当たりが排出するCO2の量は、25本の苗木が生

長した段階で吸収するCO2の量と同一といわれています。

益子社長による記念植樹

MMAL走行試験コースでの植林

MMNA近郊の草原復元状況

※1

※2
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交通安全への貢献

「走る歓びと確かな安心」をお客様に提供する一環として、交通事故低減や児童向けの交通安全啓発活動などを継続

的に実施しています。ドライバーだけでなく、交通に関係するすべての皆様に向けた活動に取り組んでいます。

1995年の「クルマの学校」立ち上げから企画・監修まで、講師として皆様と一緒に勉強してきまし

た。愛車の点検から市街地走行・車庫入れ・縦列駐車体験や、環境にやさしい運転など、スタート当

初からさまざまな内容を行ってきました。これからも多くの方々に「クルマの学校」に参加して頂き、

運転の楽しさを知って頂けるよう努めていきます。一緒に勉強していきましょう。

（株）ラリーアート ドライビングインストラクター 熊沢 祥人

Message from Employees

■ クルマの学校

1995年から交通安全啓発活動の一環として、参加者の皆

様と一緒に考え、一緒に学び、一緒に楽しむ学校として開

催している初心者向けドライビングスクールです。参加者

一人ひとりの方の不安や疑問に丁寧に応えるため、講習会

は少人数で行い、コミュニケーションをとても大切にして

います。苦手と感じている人が多い「車庫入れ」や「縦列駐

車」をはじめ、「パンクの対処法」「発煙筒の使用法」など、運

転の基本、知っていると便利なポイントや緊急時の対処法

などを、経験豊富な講師陣が幅広くアドバイスしています。

和やかで楽しい雰囲気の中、「運転のコツ」をしっかり学び、

「クルマの安全」や「クルマと環境」についても、一緒に考え

ていきます。「クルマの学校」を通じて、一人でも多くの方に

運転の楽しさを知って頂けるよう、これからも積極的に活

動を続けていきます。現在では、全国各地の三菱自動車販

売会社店頭を中心に、毎年20回ほどのペースで継続的に開

催しており、10余年にわたるその生徒数は2,000人以上に

ものぼります。

今後は高齢化時代に合わせた「シルバーコース」や、ご家族

を対象にした「ファミリーコース」など、お客様のニーズ・レ

ベルに応じた新しい講習会も開催していく予定です。

■ 自動車事故から子供たちを守り続けるための

アメリカでの活動

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカでは、車内での

子供たちの安全を守るための非営利団体キッズセーフティ

ファーストを従業員が設立し、運営しています。キッズ セー

フティファーストは当社ほかから資金提供を受け、クルマの

安全に関する分かりやすい教材を英語とスペイン語で作成

し、2006年度には全米50の州で、警察署、消防署、病院、小

学校などに無料で配布しました。その数は50万セット以上

になります。

キッズセーフティファーストは、全国子供添乗安全週間

の活動の一環として全

米のラジオ局での啓発

活動を計画するととも

に、教材を各地のライ

フセイバーズ（全米規模

の交通安全会議が主催

するイベント名）などで

も配布しました。

企業市民の一人として

キッズ セーフティ ファースト ステッカー
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子供たちの未来のために

未来を担う子供たちのために教育活動や社会貢献活動などを推進することは、企業の社会的責任のひとつであると

考えています。学校・非営利団体（NPO）・業界団体などと協力しながら、将来世代の豊かな感性の醸成と健全な精神

の育成のお手伝いを今後とも進めていきます。

小学生体験授業を通じて、子供たちの環境への関心の高さや、大人にはない自由な発想に、毎回

驚かされます。何より、子供たちが講座を受けている間の輝く目を見るだけで、大きなパワーとや

る気をもらっています。この活動が、少しでも子供たちの記憶に残り学習の一助となれば、これほ

ど嬉しいことはありません。

今後少しでも多くの子供たちに喜んでもらえるように、教育支援活動の充実に努めていきたいと

思っています。
お客様関連部　松井 貴子

Message from Employees

■ 三菱自動車体験授業プログラム

1993年から毎年7月～11月の間、小学生を対象に、フリー

ダイヤルや手紙などで質問を受け付けて回答する「小学生

自動車相談室」を開設しています。2005年度から、自動車産

業のことをより良く理解して頂くために、実際に社員が小

学校を訪問し、自動車について説明する講座を開設しまし

た。電気自動車の試乗体験を中心とした環境体験授業では、

98%の受講生が「環境に興味をもつようになった」と回答し

ており、環境への意識向上に役立っています。

また、当社デザイナーの指導によるデザイン体験授業で

は、「デザイナーになってみたくなった」などの感想も出る

など、いずれも大変好評です。現在では各製作所所在地で

も開設しており、2006年度は24校1,489名の子供たちが講

義を受けました。（2005年度は11校1,145名）

■ 子供の創造性を育むキッザニア

次世代を担う子供たちに夢や目標、そして働く喜びを体

験してもらう日本初の子供向け職業・社会体験施設「キッ

ザニア東京」へ、2006年10月から出展しています。“お客様

を第一に社会の一員として貢献する企業を目指す”という

当社の企業姿勢が、そのコンセプトにマッチしたものです。

当社パビリオンでは、身近な存在であるクルマがどのよう

に売られ、どのように機能し、活用されているのかを本人

が参加して楽しみながら学ぶことができる一方、社会生活

の中で必要な協調性・積極性、および人とのコミュニケー

ション能力を身に付けることができます。このように、今後

とも子供たちにクルマの楽しさを感じてもらうとともに、

将来の職業体験を通じた教育活動に少しでも貢献していき

たいと考えています。

体験授業（電気自動車（EV））

小学生からのお礼状体験授業（デザイン）

「キッザニア東京」のディーラーおよびレンタカー体験
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三菱自動車の社会への取り組み

三菱自動車の社会への取り組み
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当社は、コンプライアンスの実践、ステークホルダーへの積極的な情報開示による透明性の向上、経営責任の明確化

を柱として、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンスと内部統制システム

制の適切性・有効性を検証し、結果を当社および関係会社

の経営陣に報告しています。2006年度は、社内25部署、国

内販売会社・関係会社について新規監査15社、フォロー監

査12社を実施しました。

また海外関係会社については、現地内部監査部門との合

同調査4社を含め9社の監査を実施しました。

なお、監査役は、業務監査部、品質監査部、コンプライア

ンス部および会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携

強化に努めています。

取締役会に対する諮問機関であり社外有識者6名からな

る「企業倫理委員会」から、コンプライアンス意識の浸透に向

けた外部の目による指導・助言を頂いています。

また、社外有識者と株主6名からなる「事業再生モニタリ

ング委員会」からは、三菱自動車再生計画の必達に向けた

助言を頂いています。

「内部統制システム構築に関する基本方針」を制定し、内

部統制システムを整備しています。内外環境の変化に応じ

不断の見直しを行っており、2006年8月には「監査役監査に

関する要綱」を改定し、監査役監査の円滑化・効率化を図り

ました。今後も法令の遵守、リスク管理、業務執行の適正

性・効率性の確保などに向けた改善・充実を図り、一層のガ

バナンスの強化に向け取り組みます。

特に、財務報告に関する信頼性の確保については、「内部

統制推進委員会」を中心に体制の整備を図っています。

当社は、監査役・監査役会制度を採用しています。また法

定の機関・ガバナンス体制に加え、執行役員制度、および諮

問委員会の導入などを通じてコーポレート・ガバナンス体

制を改善・強化しています。

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督

を行っています。また執行役員制度を導入し、取締役と執行

役員の機能・責任の明確化を図っています。社内の意思決

定機関として取締役、執行役員、監査役で構成される常務

会を原則隔週で開催し、意思決定の迅速化を図っています。

監査役は、取締役会などの重要会議への出席や、重要書

類などの閲覧、内部監査部門や子会社、会計監査人からの

報告聴取などを通じて、当社および子会社の業務執行状況

を監査しています。2006年6月に1名増員して体制を強化し

ました。

またこれとは別に、業務執行部門から独立した品質監査

部および業務監査部をCSR推進本部内に設置して、客観的

な立場から内部監査を行っています。

品質監査部は、品質統括本部が自動車の開発・生産に関

する各国の諸法令を遵守して業務を行っているかどうかを

モニタリングしており、2006年度は延べ77回の監査を行い

ました。その結果を経営トップに逐次報告するとともに、企

業倫理委員会にも年2回報告しています。

一方、業務監査部は、国内外の関係会社を含め適切な業

務運営のために内部監査を計画的に実施しています。その

中でコンプライアンス体制やリスク管理を含む内部管理体

コーポレート・ガバナンス体制

内部監査および監査役監査の状況
諮問委員会からの指導・助言

内部統制システムの整備

株主総会 

会　長 

社　長 

答申・提言 

答申・提言 監査・報告 

指導・助言 

業務監査 

品質監査 

業務監査 

監査・報告 
会計監査 

報告 
報告 

取締役会 
取締役 13名 

（うち社外取締役 2名） 
会計監査人 

品質統括本部 

常務会 18名 
副社長（事業再生推進担当） 

関係会社 

各部門 

監査役・監査役会 5名 
（うち社外監査役 3名） 

CSR推進本部 

事業再生 
モニタリング委員会 

企業倫理委員会 

コーポレート・ガバナンス体制（2007年6月22日現在）

▲▲▲

P.05
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社会への取り組み ● コーポレート・ガバナンス

三菱自動車グループ各社への浸透活動

信頼を回復するためにはグループ一体となった取り組み

が必要であると考え、2005年度より国内のグループ会社（特

約販売会社を含む）を先行し取り組みを実施しています。

2006年度は、ほぼ全社で企業倫理遵守体制の構築を完了し

ました。企業倫理問題の解決方法、事例展開などについて

の研修会も定期的に実施しています。

海外主要関連会社については、コンプライアンス体制・

活動の実態把握を行いました。今後は具体的な推進体制の

構築を行っていきます。

その他の主な取り組み

リコール問題など過去の過ちを風化させないため、ふそ

う製大型トラックにおける2件の死亡事故が発生した1月

10日と10月19日を「安全への誓いの日」とし、全社員で黙

祷を行うほか、前述の企業倫理問題検討会もこの前後に行

うこととしています。

これらの活動状況は、取締役会の諮問機関として社外の

有識者で構成される企業倫理委員会に報告し、「社外の目」

「世間の常識」の観点から指導・助言を頂いています。2007

年度は「再生から未来へ」をテーマに、2006年度の取り組み

をさらに継続・発展させていきます。

今後も、コンプライアンス確立への取り組みを継続し、さ

らに強化・推進していきます。

当社は、社会から誠実な企業であると認めて頂くために、

当社グループ企業の全役職員に企業倫理遵守を徹底する

ことが不可欠であると考えています。

2004年6月に、コンプライアンスの徹底と企業風土改革

を推進するCSR推進本部を新設するとともに、企業倫理遵

守推進体制を再構築しました（右図）。企業倫理担当役員の

指揮のもと、各部門にコンプライアンス･オフィサー18名

（2006年度）を任命し、さらに各部長をコードリーダーとし

て、社員一人ひとりにまで企業倫理遵守が浸透するよう組

織体制を強化しています。

2006年度は「受身から自立へ」をテーマに、従来の全社施

策の継続に加え、社員一人ひとりの自主的な取り組みを推

進しました。

意識啓発活動

企業倫理遵守のキーパーソンであるコンプライアンス・

オフィサー、コードリーダーを対象とした研修を年3回実

施し、延べ816名が参加しました。

また、各職場での身近な企業倫理問題を洗い出し、解決

に向けて議論する企業倫理問題検討会（年3回実施）は、事

例を使った討議を通じた倫理意識の向上やコミュニケー

ション改善の良い機会となっています。

規定の整備・周知

当社は、不祥事の防止・早期発見ならびに自浄作用を発

揮する透明性の高い職場環境をつくるために、内部通報制

度を重視しています。すでに社内相談窓口（社員相談室）お

よび外部弁護士による社外相談窓口を設置し整備していま

す。2006年4月には、公益通報者保護法の施行に伴い、内部

通報制度に関する業務基準を制定し、通報者への不利益取

り扱いを禁ずるなどの社内規定の整備も行いました。2006

年度は、113件の相談がありました。また、内部通報しやす

い体制とするため、説明会の実施や社内報への掲載など社

内周知に努めています。

2007年4月、より実務に即した社員の行動のガイドライ

ンとなるよう、当社の企業倫理基準である「三菱自動車企業

倫理」を全面改訂しました。この冊子を全役職員に配布し、

日々活用することで企業倫理遵守の徹底を図っています。

コンプライアンス

企業倫理遵守推進体制の整備

コンプライアンス実践への取り組み

取締役会 

会長 

社長 

部門長・本部長 

部長=コードリーダー 

答申・提言 

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  
社員相談室 

ヘルプライン 
外部弁護士 

指
導
・
助
言 

指
揮
・
監
督 

具体的施策の 
指示・指導 

伺出・報告 

報告 企業倫理遵守徹底 

相談・報告 企業倫理遵守徹底 

企業倫理遵守徹底 企業倫理問題相談 各種の相談 
企業倫理 
問題相談 

各
種
の
相
談 

コンプライアンス・オフィサー 

当社と雇用契約のある社員 関連会社・販売会社社員、派遣社員、OB

企業倫理委員会 
（社外有識者により構成） 

企業倫理遵守推進体制
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当社は、国際的な平和および安全維持の観点から、大量

破壊兵器などの不拡散や通常兵器の過度の蓄積を防止する

ための厳正な輸出管理の重要性を深く認識しています。当

社は、この厳正な輸出管理を行うための管理規則として、

｢安全保障貿易管理基準｣を制定。社長を安全保障貿易管理

の最高責任者とし、その下に安全保障関連法規遵守委員会

を設置した管理体制により、輸出取引の適法性を確保して

います。

当社は、管理本部内に設置したリスクマネジメント推進

チームを中心に全社的なリスク管理体制の基盤づくりを進

めるとともに、社内におけるリスク情報の共有化を推進し

ています。リスク管理体制をより体系的に推し進め、かつ

継続した取り組みとするために、「リスク管理規則」を制定

し、また各統括部門あるいは本部に計17名（2007年5月末

時点）の「リスク管理責任者」を任命し、この責任者を核にリ

スク管理体制の確立・強化を図っています。

また不測の事態が発生した場合に備え、速やかに取締役

などへ情報を伝え、迅速で的確な対応ができるよう体制を

整備しています。

当社は、事業活動において重要な情報資産（情報や、それ

らを取り扱う情報システム、機器、媒体、設備）を適切に保

護することが、社会的責任を果たしステークホルダーの信

頼を得るために重要であると認識し、情報セキュリティ管

理の維持に取り組んでいます。

2006年4月に「情報セキュリティポリシー」およびISO27001

に準拠した社内規定などを制定して、研修会やeラーニン

グなどで継続的な社員教育を実施し、段階的なレベルアッ

プを図っています。

当社は、2005年4月に「個人情報保護についての方針」を

制定し、社内規定の整備や個人情報管理責任者のもとに本

部責任者および部門責任者を設置するなど、管理体制を構

築しました。また、研修会やeラーニングを通じて、継続し

て社員への教育を実施しており、個人情報保護の実践に適

切に取り組んでいます。

リスク管理

リスク管理体制の整備

情報セキュリティ管理

個人情報保護

安全保障貿易管理
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お客様とともに

市場での品質改善の迅速化

■ 新品質情報システム（SQM-BC ）の導入
2006年10月に全国展開を完了し、販売会社からの市場不

具合情報が電子媒体を通じてリアルタイムで入手可能にな

りました。情報入手期間の短縮や販売会社間での情報共有

化を図るとともに、不具合発生時点の実車確認を迅速に行

い、原因の早期究明に努めています。

開発品質・製造品質の造り込み

■ MMDS（Mitsubishi Motors Development System）
商品開発のすべてのプロセスで品質を保証し、改善して

いくマネジメントシステム「MMDS」を導入しています。こ

のシステムでは、全部で7段階のクオリティーゲートを設け

ており、各ゲートで、開発・製造各工程が達成すべき水準を

定め、すべての要件が満たされているかどうか審査・評価

した上で、次の段階に進みます。

■ ISQC（In Stage Quality Creation）
製品完成後だけでなく、製造ラインの各工程でも品質確

認を行う仕組みを全製作所に展開しています。溶接・塗装・

組立の重要な工程ごとに配置した経験・知識の豊富な

ISQCスタッフのチェックをクリアしなければ、製品は次の

工程に進めない仕組みとしています。

このシステムの目的は、単なる製造工程内における品質確

認の厳格化に留まらず、そのプロセスにおいて判明した不具

合を検証し、設計や生産設備の改善に結び付けることです。

人づくりへの取り組み

品質向上のための改善施策を活かし、良いものをつくる

基盤として、それに携わる人の質を高め、社内への品質意識

の定着が欠かせないとの認識から、品質工学、FMEA/FTA

などをテーマに実践的な社内教育を展開しています。

当社では過去のリコール問題の反省を踏まえ、お客様

の視点で適切かつ迅速にリコールなど市場措置の要否を

判断すること、不具合の再発防止・未然防止を確実に行う

ことを最重要課題と位置付けて以下の改善施策に取り組

んでいます。

リコールなど判定プロセスの見直し

■ 専門家による初動体制とお客様視点での判断

開発・生産の技術専門家による「一次判定チーム」が、販

売会社から寄せられる不具合の初回情報入手時点で即座に

適切な調査を開始できる体制を整えています。また、市場

措置の要否を判断する会議に、お客様関連部も出席してお

客様からの声を反映しています。

■ 経営トップ・CSR推進本部によるチェック
市場措置が必要と判断された案件だけでなく、市場措置

不要と判断した案件についても取締役会に報告し、経営

トップがすべてチェックする仕組みとしています。また

CSR推進本部の品質監査部が、市場措置判定にかかわる

すべての会議に出席し、判定プロセスと判断の妥当性につ

いて監査しています。CSR推進本部が3ヵ月ごとに開催す

るリコール監査会では、品質および開発・調達・生産・販

売の各部門を集め、リコール業務の適正化と迅速化などに

向けて協議しています。

品質の高い商品を提供するために

※1 SQM-BC：Strategic Quality Management-Backward Chain
※2 FMEA： Failure Mode Effect Analysis（故障モード影響解析）、FTA： Fault Tree Analysis（故障系統図解析）

※1

※2

品質情報連絡書 

審議 

監査 監査 監査 報告・提言 報告・提言 報告・提言 

報告 

決議 報告 

市場措置判定 
プロセス 

CSR推進本部の 
モニタリング 

お客様相談センター 

販売会社 

市場措置不要 

判定会 

企業倫理委員会 
報告 

常務会（決定） 取締役会（報告） 市場措置届出 
品質会議 

受付（一次判定） 

お客様 

市場措置検討会 品質対策会議 

CSR推進本部（品質監査部）の日常監査 リコール監査会（CSR主催） 

お客様からの品質情報の流れ

社会への取り組み ● ステークホルダーとともに

ステークホルダーとともに
当社は、「お客様」、「株主・債権者」、「社会」、「調達パートナー」、「販売会社」、「社員」をステークホルダーと位置付け、

社会・環境に配慮した事業活動を行っています。



28

MMC Social and Environmental Report  2007

社
会
へ
の
取
り
組
み

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
と
も
に

当社は、クルマを使って移動する便利さ・快適さを、より

多くの方にお届けしたいとの考えから、国内では1991年に

福祉車両『ハーティーラン』シリーズの発売を開始しました。

現在、車いす仕様、乗降補助仕様、運転補助仕様など、乗る

方に合わせたさまざまな車種・タイプをラインアップして

います。常設展示場として「三菱バリアフリーラウンジ多

摩」「三菱バリアフリーラウンジ大阪」を設けているほか、各

地での福祉展示会へ積極的に出展するなど、『ハーティーラ

ン』に触れて頂き選びやすくなるような機会をご提供して

います。

ドイツの販売子会社ミツビシ・モーター・ドイッチェラン

ドでは、福祉車両の販売のほか、障がい者の社会参加を支

援するさまざまなプログラムを提供しています。また、ドイ

ツ車椅子スポーツ連盟の後援も行っています。

当社ではお客様からの声を直接承る窓口として「お客様

相談センター」を1968年より設置し、「迅速・的確・親切」を

モットーにさまざまな取り組みを実践しています。

受付体制は12/31～1/3を除き無休とし、お客様の利便

性向上を図っています。

お客様の声のフィードバック

お客様から頂いたご意見・ご指摘は、全社員向けに発行

しているメールマガジンやイントラネットなどを通じて社

内にフィードバックしています。また、情報の内容に応じて

担当部門に個別にフィードバックし、お客様の声を商品や

サービスの向上に反映させています。

例えば、開発部門にお客様の生の声を詳しく伝え、商品

改良や次期車開発の参考情報として活用しています。また、

お客様から当社に直接寄せられた不具合情報に基づいて品

質情報連絡書を作成し、リコールなどの市場措置判定の基

礎資料として活用しています。

ホームページでの情報提供

インターネットご利用のお客様のために、ホームページ上

にお問い合わせのページを開設しています。FAQコーナーで

はお客様ご自身で不明な点を調べられたり、メールでご質問

頂けるなど、電話受付時間外の利便性向上を図っています。

お問い合わせページ

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） 

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/reference/
index.html

Web

お客様とのコミュニケーションのために 一人でも多くのお客様に移動する自由を

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/heartyrun/
index.html

Web

『eKワゴン』助手席ムービングシート仕様車
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株主・債権者とともに

株主や投資家の皆様に当社の活動を十分理解して頂く場

と位置付け、少しでも多くの方にご出席頂けるよう、集中

日の開催を避け、会場もできるだけ多くの方を収容できる

場所の選定に努めるなど、開かれた総会を心がけています。

また、株主様からの質問に対しても、できるだけ多くの方

の質問にお答えできるよう努めています。

なお、2006年6月23日に開催した株主総会には、1,570名

の株主様にご出席頂き、積極的な質疑応答を行うなど、当

社への理解を深めて頂けるよう努めました。

●アニュアルレポート（日本語、英語）を発行しました。

●ファクトブック（日本語、英語）を発行しました。

●当社ウェブサイトの投資家情報を2007年6月にリニュー

アルし、内容の充実、使い勝手の向上を図りました。

各種刊行物の充実など、株主や債権者の皆様により深く

当社をご理解頂けるよう情報開示に努めています。

当社は、開示情報の種類、開示の基本原則、責任者、担

当部門、開示プロセスなどを明文化した重要情報の適時開

示に関する指針を2006年12月に策定し、公表しました。

企業の社会的責任（CSR）を果たしていくには、ステークホ

ルダーに対し適時・適切な情報開示を行い、説明責任を果

たすことが重要と考えています。

今後も引き続き企業の透明性を保つよう、情報開示に努

めます。

『株主通信ROUTE（ルート）』を2006年6月および12月に

発行しました。当社の業績、企業活動、計画などを分かり

やすく説明することで、当社への興味・関心の維持・向上

を図っています。

一人でも多くの個人株主様に当社および三菱車のファン

になって頂けるよう、商品情報を充実させた構成としてお

り、今後も年2回発行する計画です。

『株主通信ROUTE（ルート）』を発行

重要情報の適時開示に関する指針を公表

株主総会

その他情報開示の充実

2006年12月発行
『株主通信ROUTE（ルート）』

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/
ir/irlibrary/index.html

Web

アニュアルレポート ファクトブック

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/
ir/irlibrary/index.html

Web

社会への取り組み ● ステークホルダーとともに



グリーン調達

当社では2000年11月から、調達における環境保全活動、

いわゆる「グリーン調達」に取り組んでいます。

この取り組みの一環として、生産車両に使用される部品

や資材を調達しているすべてのお取引先に対し、ISO14001

（環境マネジメントシステムの国際規格）認証取得をお願い

しており、認証取得率100%を目標としています。

取得まで1年以上の活動期間を必要とする認証取得に対

し、お取引先にご理解頂き、活動頂いた結果、2006年度末

時点での取得率は96.8%となっています。

調達先・お取引先との信頼関係・協力体制の強化は、自

動車の開発・生産に不可欠なものです。

当社は「長期的な取引を前提としたさらなる相互協力関

係の構築」の調達方針のもと、さまざまな活動を通じ、信頼

関係の構築に努めています。

その具体的な活動のひとつとして、一昨年よりお取引先

と「工場パフォーマンス改善活動」に取り組んでいます。

この活動は、購買部門に加え社内関係部門の専門家も参

画し、お取引先の工場を訪問して、工場全体のパフォーマ

ンスを全方位から改善する提案を行い、お取引先と同じ視

点でともに取り組んでいくものです。2006年度は、40社を

超えるお取引先にこの改善活動に参加して頂いています。

また、お取引先との新たな信頼関係を構築するとともに、

連帯感の醸成、強いパートナーシップの実現を目指して

2005年6月に発足した「三菱自動車協力会」は、4つの各部

会「部品部会」、「材料部会」、「資材関係部会」、「加工部品部

会」において活発な活動に取り組んでいます。

2006年度の参加企業数は、主要なお取引先を中心に166

社となっています。

当社では、各部会活動での相互研鑽を通じ、これらのお

取引先と意思疎通を深め、信頼・協力体制を強化していき

たいと考えています。
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調達パートナーとともに
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調達方針と信頼・協力体制 環境対応でのお取引先との連携

部品部会 材料部会 加工部品部会 

取引先166社 

三菱自動車協力会 

資材関係部会 

三菱自動車協力会組織図

取得社数（左軸） 取得率（右軸） （社） （%） 

2004 2005 2006
0

100
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100

［年度］ 

ISO14001認証取得状況（社数）の推移

※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。

※1
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社会への取り組み● ステークホルダーとともに

社会・地域コミュニティとともに

各事業所最寄の小学校に出向き、電気自動車（EV）やエ

ンジンカットモデルなどを使った環境への取り組みを体験

する授業や、デザインスケッチやクレイモデル実演などに

より自動車メーカーの仕事を体験してもらう授業を実施

（2006年度は24校1,489名が参加）し、大変好評を頂いてい

ます。

また、総合学習の一環として修学旅行時などに当社を訪

問される中学生を受け入れ、2006年度は14校63名の生徒

が来社されました。

ショールームでの実車見学、当社の環境・安全への取り組

みの紹介をベースに、自動車産業への理解を深めて頂くた

めの説明会を開催し、さまざまな質問にお答えしています。

寄付や教育といった社会貢献を実施しているほか、工場

見学などの活動を通じて、地域の住民の皆様との交流を

深めています。

当社は、交通遺児への支援という主旨で運営されている

（財）交通遺児育成基金の活動に賛同し、同基金に寄付を行っ

ています。また、自然災害などで被害を受けた地域の支援も

行っており、2006年度はインドネシア・ジャワ島中部地震の

被災地に対し、義捐金の拠出を行いました。

北米子会社のミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカでは、社員

から集めた約12万ドルの募金を米国NPO団体のユナイテッ

ド・ウェイに寄付するなど、各種慈善団体への寄付を行いまし

た。また、近隣の学校・消防署などに車両を寄贈しています。

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。また子供向けパンフレット

『こんにちは三菱自動車です。』では、自動車ができるまでの

工場ラインをイラストで分かりやすく説明したり、環境へ

の取り組みを紹介しています。

また、子供向けサイト『こどもクルマミュージアム』では、

環境と自動車の関係を分かりやすく紹介する「地球環境を

守ろう！」を開設しています。

小学生自動車相談室

寄付/義捐金

学校教育への協力

中学生の職場体験学習

体験授業（電気自動車（EV））

体験授業（デザイン）

小学生向けパンフレット『こんにちは三菱自動車です。』

子供向けサイト『こどもクルマミュージアム』

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/
exchange/kids/index.html

Web
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パワートレイン製作所では、秋の紅葉シーズンに京都市

が実施している嵐山などの観光地へのマイカー乗り入れを

抑える施策「パーク＆ライド」の駐車場として本館前駐車場

を提供し、地域の交通渋滞緩和に協力しています。

この取り組みは2005年から始まり、観光地を中心に発生

する自動車渋滞などの交通問題を解決するため、観光地駅

周辺の企業が駐車場を提供し、そこからシャトルバスで公

共交通機関に乗り換えて観光地へ移動するという交通施策

で、毎年11月の土・日曜日に実施されています。

当所も地域貢献活動として2006年から協力しています。

2007年8月8日に東京地方裁判所および東京高等裁判所に

おいて本訴訟の和解が成立しました。

当社は他の被告企業6社とともに、原告への解決金の支払

いや東京都が創設する医療費助成制度への資金拠出を行う

こととしています。

水島製作所では、水島フラワーロード活動に参加してい

ます。これは、岡山国体開催を機に、倉敷水島ライオンズク

ラブ・倉敷市水島にある八間川沿いの企業および地域団

体・倉敷市がタイアップした地域活動で、2004年から続い

ています。

毎年梅雨の時期に社員約200名が参加して、水島製作所

前の八間川沿いにコスモスや百日草の種をまき、秋にはき

れいな花が咲き誇っています。

岡崎野球部では、恒例となっている岡崎市教育委員会と

のタイアップにより、オフシーズンを利用して野球教室を

開催しています。2006年度は19中学校、約100名が参加し

ました。

また、グラウンド・テニスコート・体育館などの会社施設

を地域の皆様に開放するなど、地元とのコミュニケーショ

ンにも努めています。

社員による種まきの様子

岡崎野球部による野球教室

観光客の駐車場利用風景

名古屋製作所（愛知県）の取り組み

水島製作所（岡山県）の取り組み パワートレイン製作所（京都府）の取り組み

東京大気汚染公害訴訟への対応
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2006年10月1日付で、カスタマーサービス向上などの観

点から国内サービス体制を見直し、これまで分散していた

アフターサービス機能を「品質・サービス技術統括部門」に

集約しました。新車・サービス・中古車の強固なバリューチ

ェーン構築を目指し、より一層のお客様満足度向上に向け

て取り組んでいます。

サービス技術力・お客様対応力の向上

サービススタッフの社内資格制度である「三菱サービス

技能資格制度」について、2005年度は技術力の維持・向上を

ねらい制度を改正し、2006年度は販売会社の人材育成を促

進するために「マスターアドバイザー」の資格を新設しまし

た。これは、基本的な整備技術と整備内容の説明などのお

客様対応能力に優れたサービススタッフを資格認定し、後

進の指導に当たらせて販売店全体のレベルアップとCS向

上を図ることがねらいです。

2007年3月末現在で282名が認定を受けています。また、

公的な整備資格の最高峰である一級自動車整備士の資格を

2006年度には44名が取得し、合計で76名が保有しています。

三菱標準整備受付スタイルの浸透・定着活動

整備受付からお客様への引き渡し・アフターフォローま

での標準スタイルの浸透と定着を図るため、2004年度に設

定した「三菱標準整備受付スタイル」の研修会を、全国の販

売会社に対して実施しています。これまでの受講者の合計

は8,967名となりました。

さらに、お客様にご満足頂けるよう販売会社での実践状

況をフォローするため、「店舗内10 項目チェック票」による

浸透度調査を3ヵ月ごとに実施・集計・分析し、さらなる改

善につなげています。

当社では、新車の販売、修理・点検、お問い合わせや苦情

への対応など、さまざまな場面でお客様によりご満足頂く

ため、店舗のリニューアルや販売会社の能力向上などの

取り組みを行っています。

相談しやすい雰囲気で、いつでも気軽にお立ち寄り頂け

る――そんなお店の実現に向け、全国で順次店舗のリニュー

アルを行っています。2006年度は、29店舗のリニューアルを

実施しました。

当社では、販売会社の営業部門・サービス部門を対象に、

商談力、技術力の向上を目指してさまざまな研修を実施し

ています。

2006年度は、店頭における基本接遇・商品知識・商談技

術の総合力を競う「全国ロールプレイ大会」を初めて実施

し、お客様にご満足頂ける接遇を目指しています。

お客様が居心地の良いお店づくり

店舗の総合力向上に向けた研修

アフターサービスの強化

販売会社とともに

全国ロールプレイ大会
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販売会社に対する技術サポート力強化およびお客様対応支援

2005年11月に販売会社支援・現場調査能力の強化を目

的に新設されたテクニカルセンターを擁する「テクニカル

サポート部」を、2006年10月に「国内サービス技術部」と改

称し、「品質統括本部」から「アフターサービス本部」へ移管

しました。これにより、さらなる販売会社指導、および販売

会社へのサービス技術力支援強化を図るとともにお客様対

応の支援を行っています。

お客様からの苦情を早期に解決するためには、直接お客

様と対応している販売会社との密接な連携が重要となり

ます。当社「お客様相談センター」では、定期的に販売会社

のお客様相談室と研修会を開催し、販売会社との連携強化

を図っています。

国内販売会社の環境マネジメントのレベルアップを図

るため、環境省が策定した環境マネジメントシステム「エコ

アクション21（EA21） 」の国内販売会社への導入を推進し

ています。2005年度より準備を進め、2006年7月に愛知中

央三菱自動車販売（株）（現：中部三菱自動車販売（株））、

2007年2月に埼玉三菱自動車販売（株）（現：関東三菱自動

車販売（株））にて認証を取得しました。

今後、全販売会社への導入を目指し、CO2排出量や廃棄

物の削減、リサイクルの推進によって、三菱自動車グルー

プ全体で環境保全や環境負荷の低減を積極的に進めてい

きます。

CSI（お客様満足度）の向上

J.D. パワー アジア・パシフィックによる「2006年日本

自動車サービス満足度（CSI）調査」では、メーカー別の総合

ランキングで他の国内メーカー2社と並び第2位となりま

した。これは海外メーカーを除いた中ではトップの評価に

なります。

この結果は、販売会社各店の店長をはじめとしたスタッ

フ全員による店頭での接客対応が着実に向上してきている

ためと考えており、地道な活動ですが、引き続き標準受付

スタイルの実践を通じて、今後もお客様対応の向上に取り

組んでいきます。

苦情の早期解決に向けた連携

環境保全に向けた連携

※1 エコアクション21（EA21）：環境省が ISO14001 をベースに策定した環境マネジメントシステムのガイドライン。
2004 年10 月から第三者認証による登録制度がスタート。

標準整備受付スタイル研修の模様（名刺交換・聞き取りなどのロールプレイ）

※1
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とから、技能・技術の伝承、人財の確保などを目的に継続雇

用制度である「シニアパートナー制度」を2006年4月に導入し、

2007年3月末までの1年間で66名の再雇用を行いました。

また、障がい者の雇用にも力を入れており、近隣福祉施

設、団体、職業安定所などとの連携を強化し、積極的な採用

活動を行っています。

2007年4月には、子会社MMCウィングを設立し、新たに

知的障がい者の活躍の場を創出しました。

社員福祉

「社員が能力を発揮しやすい環境づくりに資する」との

基本方針に則り、独身寮・社宅の完備をはじめ、社員が福祉

サービスを自由に選択することができるカフェテリアプラ

ン制度を導入しています。また、育児や家族の介護が必要

な社員のための支援策として、育児・介護休業制度の設定

や、勤務時間の配慮など、諸制度の充実に努めています。

安全衛生

「安全はすべてに優先する」を基本理念に、「三菱自動車で

働く仲間全員」が安全で健康に働ける職場の実現に向けて

取り組んでいます。2006年度の休業度数率　は0.06でした。

交通安全

自動車メーカーに勤務する社員の責務として交通ルール

の遵守を徹底するため、社員への安全運転講習会、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･違反など

の届出を義務付けています。

特に重大な違反･事故に対しては厳しく臨むとともに、そ

の撲滅に向け、全社員一丸となって取り組んでいます。

健康づくり

「健康は自らつくり、管理するもの」を基本に、継続的な

活動を実施しています。

●自主健康管理・健康づくり運動

●保健師・栄養士による保健指導･健康相談、疾病予防教

育、体力テストなど

社員一人ひとりが、やりがいをもって仕事に取り組めるよ

うな仕組みづくりを行っています。

会社は社員にとって「創造性の発揮と仕事を通じた自己

実現の場である」という考えから、当社では社員を「自立し

た個人」として、お互いに「高い志を共有する対等の関係」で

あるというスタンスに立ち、2002年から管理職そして一般

社員の人事制度を改革しています。会社を支える人財　の

育成に取り組み、これらを推進する人事部門では、各種人

事施策のPDCAを着実に実行していくとともに、社員のサ

ポートに徹しています。

社員制度・配置

それぞれのポジション・職務に期待される「役割」を基軸

として、各人の役割の遂行度合いや役割に応じた目標の達

成度合いを、年齢や過去の功績ではなく、時価主義の観点

から評価・処遇（昇進・昇給）を行います。

また、企業風土改革のための「人の流動化」を目的に、会

社の将来の成長につながる異動・ローテーションを実施し

てきており、2006年度では、約400名（対象社員約6,000名

中）が異動しました。

さらに、女性社員の特性や能力を活かし、生き生きと長

く働き続けられる職場環境づくりの実現に向け、女性社員

の一層の活性化を推進しています。

人財育成方針

自立したプロフェッショナル人財の育成を目指して、キャ

リア開発支援を行います。

戦略的な次世代ビジネスリーダー育成の「リーダーシッ

プ教育」、体系的なマネジメントスキルを強化する「マネジ

メント教育」、専門知識やスキルアップを目指した「エンジ

ニアリング教育」、「品質教育」、技術の向上・伝承のための

「ものづくり教育（ものづくり道場）」など、教育体系に基づ

き充実した研修を実施しています。

高齢者の雇用については社会的要請が拡大しています

が、三菱自動車においても、今後、定年退職者が増加するこ

社員とともに

人事施策

高齢者・障がい者の雇用

安全衛生・交通安全

※1 人財：当社では、「社員（人）」を財産と捉え、社内の部署名も“人財”と表記している。
※2 休業度数率：延べ労働時間100万時間あたりの労働災害による休業者数を表したもの。

※1

社会への取り組み● ステークホルダーとともに

※2
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イントラネット動画配信（REBORNビデオニュース）

お客様の声、販売会社の声、製造現場の改善の取り組み

など、文字や写真では伝えきれない情報、ニュースを厳選

して社内イントラネットに掲載しています。

社員からの素材提供の協力もあり、2006年度は37本を配

信しました。

社内イントラネット

当社内外の情報を集約し、直近の出来事の記事から、会

社の業務標準などの基本情報まで、広範囲にわたる情報を

提供し、社員の業務を多角的にサポートしています。

社長との対話の場「ふらっと」

当社では、社長をはじめとする経営陣が積極的に社員と

の対話を行っています。特にその中で、社長と社員の対話

会や、社長による職場訪問を「ふらっと」と呼んでいます。

このようなダイレクトコミュニケーションの機会を通じ、

トップの信念や考えを直接社員に語りかけるとともに、社員

からの生の声や現場からの問題提起に耳を傾けています。

社長ダイレクトライン

社員のアイデアや意見を直接社長に提案できるように、

窓口を設置しています。寄せられた社員の声に対して、社

長や関連部門から回答するとともに、その意見はさまざま

な方面に反映されています。

メンタルヘルス

日常のコミュニケーションによる早期発見・早期治療が

抑止効果として重要と考え、相談しやすい体制・環境を構

築し、取り組んでいます。

●精神科医・カウンセラーの配置（面談）

●健康保険組合での健康相談（電話）

●管理者へのメンタルヘルス教育

事業再生をスムーズに実行するには、会社と社員が同じ

目的意識をもつことが大切です。そのためには、会社と社

員をつなぐ社内コミュニケーションが重要な役割を果たし

ます。当社では、社内報、イントラネット、トップとの対話

会など、いろいろな場を通じて社内外の情報やトップの方

針を共有し、社員とトップの双方向の交流を行っています。

社内報『REBORN（リボーン）』国内版/海外版

事業再生の状況を社員に伝えるため毎月発行している社

内報『REBORN』を、2006年4月に『三菱自動車グループ社

内報』と銘打って一部リニューアルしました。国内版/海外

版の特集記事を同一とすることで、グローバルに事業再生

の情報を共有しています。国内の社員には紙版または電子

版を、海外の三菱自動車グループで働く社員には電子版

（英語）を配信しています。

社内コミュニケーション

社内報『REBORN（リボーン）』

▲▲▲

P.14

滋賀工場の現場で
社員と対話する益子社長
（左から2番目）

菱発汽車（上海）
を訪問した
益子社長
（左から7番目）
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初夏の誘い――大唐松山（山梨県南巨摩郡早川町）
※環境への取り組みおよび表紙の風景写真は、「パジェロの森」のある山梨県南巨摩郡早川町の風景です。写真は株式会社サンニチ印刷様からご提供頂きました。
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当社は、1999年に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」を策定しました。

「環境指針」では、環境保全が当社の最重要課題のひとつであると認識し、継続的に環境保全に取り組むことと、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ことを宣言しています。

クルマ本来の魅力である走行性や走破性、永く

安心してお乗り頂くための安全性や耐久性。当

社では、これらの「走る歓びと確かな安心」を追

求していくとともに、地球環境と共存し次の世

代に豊かな自然を伝えていくために「環境への

貢献」を企業経営の最重要テーマとして取り組

んでいます。

当社の環境への取り組みは、さまざまな環境対

応技術のみならず、生産や販売などのすべての

事業活動、そして自動車の開発・生産・販売と

いった事業以外での「社会貢献活動」にも及んで

います。

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意識し

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。

三菱自動車　環境指針

環境と共存し、持続可能な社会の実現に貢献します。

環境への貢献 

確かな安心 走る歓び 

商品・技術開発 
・MiEV 
・クリーンディーゼル 
・バイオ燃料対応 
・グリーンプラスチック 

生産・販売 
・工場の省エネ 
・オフィスの省エネ 
・販社での環境活動 
　　　　　　　　など 

事業以外 
＜社会貢献・社員意識向上＞  
・「パジェロの森」森林育成 
・小学校への訪問授業 
　　　　　　　　　　など 



39

環境への取り組み● 環境取り組み

環境取り組み組織体制

当社では1993年から社長を議長とする「環境会議」を年1回開催しており、この環境会議では環境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。そこで決定された目標は、四半期ごとに

フォローアップし、目標達成に向け進捗管理を行っています。

当社の2010年度に向けた環境取り組み計画である『環境行動計画2010』も2006年5月の環境会議で審議・決定されたもので

あり、2007年度以降の環境会議で毎年フォローしていきます。

なお、環境マネジメント・リサイクル部会については、より機能的に活動できるように3つの分科会に再編成しました。

2007年5月に開催された「環境会議」の様子

環
境
会
議 

事
務
局  

環
境
技
術
部 

議
　
長  

社
長 

部会長 ： 商品開発統括部門担当 
　　　  （相川常務取締役） 

部会長 ： 生産統括部門担当 
　　　  （前田常務取締役） 

部会長 ： 渉外・環境・安全保障担当 
         （大道執行役員） 

生産部会 

商品部会 
技術戦略委員会 

・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 

環境保全推進チーム 

省エネルギー推進チーム 

生産技術分科会 

製品物流分科会 

三菱自動車グループ工場環境連絡会 

海外環境生産部会 

物流合理化推進チーム 
（工場内の物流改善） 

環境マネジメント分科会 

リサイクル分科会 

情報公開分科会 

環境マネジメント・リサイクル部会 

連携 

連携 

：
 

：
 

《 環境組織体制 》 2007年5月16日現在
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自動車ライフサイクルにおける環境負荷

2007年度環境月間ポスター
田沢 舞さん（中2）

ページの右上に掲載されている絵画作品は、当社の2007年度環境月間活動に当って、社内啓発ポスター用
に募集した当社社員のお子様より寄せられた作品の一部です。力作揃いですので、是非ご鑑賞ください。

自動車は、その一生～「つくる」「つかう」「もどす」～を通じて、さまざまな形で環境に対して負荷を与え、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。

自動車ライフサイクル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。

●会議資料のペーパーレス化
●ハンドドライヤーの使用中止
●Cool Biz / Warm Biz など

オフィスでの主な取り組み

●エアバッグ類の回収・リサイクル
●フロン類の適正処理
●ASRリサイクル　など

リサイクルでの主な取り組み

●低燃費・低排出ガス車開発
●環境配慮設計　など

開発・設計での主な取り組み

●モーダルシフトの推進
●アイドリングストップの実施
●ラックのリターナブル化　など

物流での主な取り組み

●エコドライブの啓発
●環境性能の情報提供　など

販売での主な取り組み

主な車の 1km走行あたりの CO2排出量[g-CO2/km]

『eKワゴン』
『eKスポーツ』
『 i（アイ）』
『コルト』

108 ～
122 ～
121 ～
113 ～

『アウトランダー』

『デリカ D:5』
『パジェロ』

200 ～
223 ～
261 ～

CO2

SOx
NOx
排水量
産業廃棄物
騒音など

334千 t-CO2

24.8t
91.1t
3,586千m3

180千 t

CO2

NOx
CO
HC
PM
騒音など

CO2

NOx
CO
HC
PM
騒音など

●エネルギー使用量低減
●最終処分量のゼロ化　など

生産での主な取り組み

エアバッグ
フロン
ASR
など

47,249台 / 89,884個
226,999台 / 70,141kg

318,888台 / 51,480t

OUTPUT

INPUT

電力
都市ガス
石油類
用水など

600GWh
1.44×106GJ
0.33×106GJ
4,695千m3

ガソリン
軽油など

●チーム・マイナス6%への社員登録
●販売会社でのエコバッグの配布

家庭での主な取り組み

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUTINPUT

ガソリン
軽油など

INPUT
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環境への取り組み● 環境取り組み

環境行動計画2010
当社では、環境への取り組みに関して、2010年度に向けた新しい計画「環境行動計画 2010」を策定し、2006年 7月
に発表しました。これは2005年度まで推進してきた「環境サステナビリティプラン」に続く計画で、この計画を推進
することによって、環境との共生と、企業の再生・成長との両立を図り、持続可能な社会の構築に寄与することを目

指しています。2006年度はこの計画の初年度にあたり、いくつかの新しい項目にも取り組みましたが、概ね計画ど
おりに進捗し、所定の成果をあげることができました。

リサイクル・

省資源

環境汚染

防止

地球温暖化

防止

環境

マネジメント

グローバル環境
マネジメント体制の構築

お取引先との連携

環境配慮設計（DfE）の
推進体制整備

教育・啓発・情報公開の充実

社会貢献活動・環境事業の充実

●環境マネジメントシステムの非生産関連会社（含む海外）への拡大
●国内販売会社での環境マネジメント認証 EA21取得を推進

●お取引先での ISO14001など環境マネジメントシステムの取得推進

●国内生産拠点での LCAデータ集計システムの構築
●お取引先からの LCAデータ収集体制の構築

●MMCグループの環境意識の向上
●社会・環境報告書、ウェブなどでの情報開示の継続と内容充実

●小学校への訪問授業の拡大

環境マネジメントガイドラインを制定
トライアル販社 2社がEA21認証を取得

97%が取得済み

データ収集方法について検討
ー

チームマイナス6%個人登録
環境ウェブサイトをリニューアル

24校で体験授業を実施

自動車の燃費向上

次世代低燃費基幹技術の開発

エネルギー多様化への対応

植物由来樹脂の開発・実用化

小温暖化係数冷媒エアコンの開発

生産・物流における
CO2排出量低減

●新型車への低燃費技術の導入による着実な燃費向上（全世界）
日本：2010年国内燃費目標基準を2007年に全区分で前倒
し達成（ガソリン乗用車）

●次世代クリーンディーゼルエンジンの開発・商品化
●次世代高効率トランスミッションの開発・商品化

●バイオ燃料対応車の開発と市場投入

●独自の植物由来樹脂技術「グリーンプラスチック」の開発・実用化

●HFC134a に替わる冷媒を用いたエアコンの開発・実用化

●生産におけるCO2総排出量：1990年度比 20%以上低減
●物流におけるCO2排出量原単位：年率 1%以上削減

新世代ガソリンエンジンの展開拡大
2,000kg区分を新たに達成

商品化に向け開発中
商品化に向け開発中

ブラジル向けに投入済み

量産技術目処付け完了

CO2エアコンを車載評価済み

2010年達成に向け推進中
実績把握・低減のための体制整備

次世代電気自動車の開発推進

低排出ガス車の普及推進

車室内VOCの低減

製品に含まれる環境負荷物質の
管理充実と使用削減

工場における環境負荷物質の削減
（VOC,PRTR）

●軽自動車ベースの次世代電気自動車を2010年までに市販化
することを目指し、研究開発を推進

● 2010年までに大半の登録乗用車を4☆レベルとする

●日本自動車工業会自主目標（2007年 4月）を、2006 年発売の
新型車から順次前倒しで達成

●部品・材料などに含まれる環境負荷物質の情報管理の充実
●六価クロムなど環境負荷物質の使用禁止規制への前倒し適合
●鉛フリーはんだへの切り替え

●VOC排出量原単位を2000年度比 30%以上削減
● PRTR対象物質排出量および移動量の削減
● PCB 廃棄物の適正処理の推進
●アスベストによる健康被害の防止

電力会社との共同研究を開始

4☆車を計画通り新規投入

2006年度投入車はすべて目標達成

新型車のデータを追加
欧州向け車両の六価クロムフリー化完了
ー

前年度比12%低減し、計画通り推進
優先度の高い化学物質から排出抑制
長期処理計画を策定済
対策を計画通り推進

使用済自動車のリサイクル

3R 対応技術の開発と適用拡大

生産における3R の推進

●国内：ASRの再資源化率 70%（2015年法規制値）の早期達成
全部再資源化の推進（2009年度末：全部再資源化比率 20%以上）

●欧州：廃車回収システム構築、リサイクル可能率指令への対応

●ワイヤハーネス・モーター類の取り外し性の向上
●再生材を使用した部品の採用拡大

●埋立て処分量の全工場ゼロ化を維持
●リサイクル率 98%以上の継続
●売上高あたりの鋳物廃砂、金属くず発生量を2006年度に2001年度比 1.7%低減
●水資源の有効利用　水使用量 2000年比 5%以上削減

ASR の再資源化率 70%達成

各国実情に合わせた体制をほぼ構築済み

取り外し性評価手法のガイドライン化
2005年度の23部品から
40部品に拡大

2002年度から継続達成
2001年度から継続達成
11.2t/億円で2001年度比 18%低減
2001年度から継続達成

項目 具体的な実施事項・目標など（特記なき目標達成年度は2010年） 2006年度実績

EA21 : エコアクション 21
DfE : Design for Environment
LCA : Life Cycle Assessment
VOC : Volatile Organic Compounds

4☆ : 平成 17年基準排出ガス 75%低減レベル
PRTR : Pollutant Release and Transfer Register
PCB : ポリ塩化ビフェニル
ASR : Automobile Shredder Residue
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主な環境活動

企画・開発 調達・生産・物流 販売・アフターセールス

国内生産関連会社については「工場環境連絡会」を年2回開催し、情報の共有化を推進。海外生産関連会社は「海外環境生産部会」で重点取り組みや目
標を設定

グローバル環境マネジメント

▲▲▲

P.44,45

辻 絢音さん（中2）

環境マネジメントの国際規格 ISO14001の認証取得を促進し、97%のお取引先が認証を取得

グリーン調達

▲▲▲

P.30
エコアクション21の導入を推進

販売会社との連携

▲▲▲

P.34

ASRリサイクル施設や全部再資源化事業者な
どに対して定期的に監査を実施

環境監査
●CLAの普及のため、評価結果を社内共有化
●一部の部品では、ライフサイクル全体での

CO2排出量を確認しながら開発推進

環境配慮設計

▲▲▲

P.46

●次世代高効率トランスミッション（Twin
Clutch SST）を開発

●バイオエタノール燃料でも走行可能なフレ
キシブル・フューエル・ビークルをブラジル
で販売開始

●「グリーンプラスチック」の実用化推進
●「省動力カーエアコン」が米国EPA Climate

Protection Awardを受賞

燃費向上

▲▲▲

P.17,18,48

電動加圧式溶接機など高効率機器の導入を
推進

工場での省エネ

▲▲▲

P.49

●輸送実績の集計体制を構築
●省エネ啓発の推進

物流での省エネ

▲▲▲

P.50

「スピードは控えめに。エコドライブで環境に
やさしく」をキーメッセージに製品カタログな
どで啓発活動を推進

エコドライブ啓発

カタログに環境情報掲載、ウェブ上で環境
情報を公開するなど、環境性能の情報公開
を実施

環境性能情報公開 Web

●次世代電気自動車『 i MiEV』の実用化に向
けた開発を推進。実用性評価を開始

●ガソリン乗用車においては低排出ガス車（4
☆）の販売を拡大

低公害車

▲▲▲

P.16,52

● IMDSによる環境負荷物質情報の収集を推進
●ボルト、ナットなどへの六価クロムの使用廃
止を推進

環境負荷物質の削減

▲▲▲

P.54

●PRTR法対象物質の排出抑制
●水性塗装の導入などVOC（揮発性有機化合
物）の低減推進

●PCB、アスベストに対しても適切な管理を
行うとともに処理を推進

化学物質の適正管理・削減

▲▲▲

P.53

●廃棄物の90%を占める鉄くず・鋳物廃砂の
発生を抑制

●接着材のドラム残量の削減などを推進

廃棄物の発生抑制

▲▲▲

P.57●『デリカ D:5』などの新型車への3R設計を
推進

●ワイヤハーネス類の取り外し性評価基準を設定
●回収バンパー再生材の適用部位を拡大

3R技術

▲▲▲

P.56

使用済自動車から発生するシュレッダーダス
ト（ASR）・エアバッグ類・フロン類の3品目を
引き取り、再資源化を推進

リサイクルの推進

▲▲▲

P.58
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環境への取り組み● 環境マネジメント

自動車は、開発から生産、そしてお客様に使用して頂く

期間中、さらに廃車処理に至るまで環境に負荷を与えてい

るため、ライフサイクル全体での環境対応が必要です。

また当社では自動車の開発、生産、販売などの企業活動

を世界各地で展開していることから、グローバルな観点か

らの環境対応が重要です。

したがって、生産工場のみならず販売会社などの非生産

分野の会社も含め、三菱自動車グループ全体として世界各

地の連結会社が一体的に環境改善活動を推進するために、

「グローバル環境マネジメント」に取り組んでいます。

例えば環境マネジメントシステム（EMS）の導入に関して

は、国内海外の生産会社においては国際規格である

ISO14001の認証を取得済みであり、また国内の販売会社に

おいては、環境省が策定した「エコアクション21（EA21）ガ

イドライン」に基づく認証取得を推進中です。

今後も世界各地のグループ会社において環境負荷の把握

と低減活動を推進し、グローバル環境マネジメントによる

一体的な目標管理を実施していきます。

自動車のライフサイクル全体での管理が必要な環境配慮

設計（DfE）については、当社ではライフサイクル全体での

CO2排出量と、廃車時の「廃棄物の発生抑制（Reduce）」「再

使用（Reuse）」「再生利用（Recycle）」といった、いわゆる

「3R」の容易性の2つの環境性能の向上を中心に取り組んで

います。

環境改善活動のコストと効果を算出する環境会計につい

ては、世界的に統一された定義や手法が未確立なため、環

境省のガイドラインを参考に当社独自の条件により当社単

体の集計を行っています。今後は、グループ会社も含めた

グローバル環境会計への拡大を検討していきます。

また、社員一人ひとりの環境意識を高めて、環境に配慮

し自発的に行動する人材を育成するために、社内の環境教

育･啓発活動を推進しており、今後はグループ会社への展開

も図っていきます。

当社の取り組み

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/management/Web

深緑／新緑の奈良田（山梨県南巨摩郡早川町）

商品の環境負荷低減はもちろんのこと、開発・生産・物

流・販売・使用済自動車の処理といった、企業活動のさ

まざまな局面での環境負荷の低減を図るとともに、海外

の生産工場や関連会社、さらにはお取引先も含めた広い

視野での環境負荷低減活動を推進するため、私たち三菱

自動車は、環境マネジメントの強化を進めています。

環境マネジメント

グローバル環境マネジメント
環境配慮設計
環境コミュニケーション
環境教育・啓発

環境会計

................................... 44
....................................................... 46

......................................... 46

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/management/education.html

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/management/account.html
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●工場環境連絡会（国内）、海外環境生産部会（海外）の開催

●連結環境マネジメントの対象とする非生産関連会社の選定

●環境ガイドラインの制定

主要生産会社であるパジェロ製造（株）は、当社の環境会

議生産部会の一員（パジェロ製造分科会）として、環境取り

組みを連携して、推進しています。さらに、2006年度からは

3R推進チームを立上げ、協力して廃棄物の発生抑制などを

推進しています。（3R活動　　　　　）

また、生産関連会社と｢三菱自動車グループ工場環境連

絡会｣を開催し、三菱自動車グループとしての環境目標の

設定に関する協議や環境管理上の技術的課題、メンバー会

社の環境への取り組み状況などの情報交換を行いました。

2006年は7月と11月に、水島工業（株）と水菱プラスチック

（株）の2社合同で開催しました。

グローバル環境マネジメント（関連会社との連携）

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

国内生産関連会社との連携体制

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/management/system.htmlWeb

安藤 美帆さん（小3）

開発・営業拠点 

生産拠点 

MME

MMGF

MMTh/MEC

MMPC/ATC

MMC

MMNZ

MMNA

MMNA

MMSC

MMAL

NedCar

環境マネジメントシステム（EMS）の導入
環境負荷の把握と目標管理活動の推進
環境リスクマネジメント
環境教育・啓発の推進
連結環境会計の拡大

2006年度グローバル環境マネジメント対象会社

国内

海外

開　発 生　産 物　流 販　売 サービス

●三菱自動車エンジニアリ
ング

●パジェロ製造

●水菱プラスチック

●水島工業

●MMNA（北米）

●NedCar（オランダ）

●MMAL（オーストラリア）

●MMTh（タイ）

●MMPC（フィリピン）

●三菱自動車ロジスティクス ●三菱自動車カーライフプロダクツ

●販売会社（29社）

●部品販売会社（9社）

●MMNA（北米）

●MME（欧州）

●MMNZ（ニュージーランド）

●MMSC（プエルトリコ）

●MMGF（UAE）

●三菱自動車テクノサービス

次の活動をグローバルに統括する体制の構築

▲▲▲

P.57



Check! 2006年度自己評価

国内生産関連会社については、年2回のグループ工場環

境連絡会をとおして、環境情報、問題点の共有化ができま

した。

海外生産関連会社については、海外環境生産部会をとお

した意見交換により、重点取り組みや三菱自動車グループ目

標の設定などを決議し、より緊密な推進体制を築くことがで

きました。

非生産関連会社については、CO2排出量の削減と廃棄物

量の削減（国内）を共通の取り組みテーマとして、それぞれ

管理指標を設定し、数値管理を導入しました。

国内生産関連会社については、引き続き情報交換を行い、

緊密な連携体制を維持していきます。

海外主要工場については、2007年度から、MEC（タイ）、

ATC（フィリピン） も対象工場に加え、現地スタッフとの

交流会も実施して現地状況を把握し、よりグローバルな環

境活動を進めていきます。

非生産関連会社については、今後も継続的に国内・海外

の関連会社と連携して環境負荷低減の目標管理を実施し、

取り組みの成果を公表していきます。

45

環境への取り組み● 環境マネジメント

グローバル環境マネジメント（関連会社との連携）

http://www.pajero.co.jp/（パジェロ製造）
http://www.mizushima-kogyo.co.jp/（水島工業）
http://www.suiryo.co.jp/（水菱プラスチック）Web

※2

※1

タイ工場での担当者交流会の様子

Action! 今後の課題・計画

海外主要工場であるMMNA（米国）、NedCar（オランダ）、

MMAL（オーストラリア）、MMTh（タイ）、MMPC（フィリピ

ン）と環境保全取り組み状況について年2回の情報交換を行

い、各国の環境保全への取り組みや環境関連法に対する遵

守状況を確認しました。

国際生産会議の一部として、2006年6月にMMTh、2007

年2月に京都・滋賀工場、2007年7月にMMPCにて海外環

境生産部会を開催し、環境活動の状況についての意見交換

や三菱自動車グローバルポリシーを協議しました。

海外環境生産部会では下記について重点的に取り組むこと

とし、三菱自動車グループ目標を設定することを決議しました。

1. 工場環境保全

2. 地球温暖化対策

3. 3R（Reduce、Reuse、Recycle）の推進

また、海外工場との共同取り組みとして、2007年6月に

MMThにて、地球温暖化対策と3Rの推進に関して現地ス

タッフとの交流会を実施し、懸念事項や推進体制などにつ

いて協議しました。

車の開発、生産、販売､サービスなど、すべての企業活動を

通じて総合的に環境負荷低減に取り組むため、環境マネジメ

ントの対象を非生産関連会社へも拡大して推進しています。

2006年度は、非生産関連会社向けの「連結環境マネジメ

ントガイドライン」を策定し、2007年2月に各社に案内し

て、積極的な取り組みを要請しました。

海外生産関連会社との連携 連結環境マネジメントガイドラインの策定

国際生産会議の様子

※1 MEC：タイにある自動車エンジンの製造会社（連結子会社）
※2 ATC：フィリピンにある自動車トランスミッションの製造会社（連結子会社）
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Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

●環境取り組み情報の継続発信

●環境コミュニケーションツールの配布

当社は、本報告書のほか、ウェブサイトを利用した情報

公開、プレスリリース、各種外部イベントへの参加など、さ

まざまな形で情報発信を行っています。

各製作所において、独自の「環境レポート」を作成し、地

域の方々など工場見学に来られたお客様に配布していま

す。また、敷地境界の水質・騒音などの測定を行い、近隣へ

の影響がないことを確認し、報告しています。

2006年度は、環境に重大な影響を与える事故の発生はあ

りませんでした。製作所への苦情については臭気、騒音な

ど13事例があり、原因究明し発生源対策を行いました。ま

た、新たな苦情の防止のため工場周辺の巡回を行い、不具

合の早期発見に努めました。

目標とした情報発信の継続はできているものの、連結

ベースで見るとなお情報公開が不足している面があり、ま

た製作所ごとに環境コミュニケーションへの取り組みに差

があります。今後、全社および連結会社間のさらなる連携

を推進する必要があると考えています。

情報公開の連結化を進めるとともに、一方向のコミュ

ニケーションとならないようにコミュニケーションツール

の充実を図っていきます。

●LCA（Life Cycle Assessment）による製品・部品のライ

フサイクルCO2排出量情報の社内共有

●自社国内生産拠点のデータ収集方法検討

LCAとは、製品の生産から廃棄までのライフサイクル全

体の環境負荷を定量化する手法です。当社はこの手法を製

品開発に活用することで、本当の意味で環境に配慮した製

品を生み出すことを目指しています。

2006年度はLCA評価結果を社内で共有するとともに、

一部の部品では、ライフサイクル全体でのCO2排出量を確

認しながら開発を進めました。

LCAの計算モデルをより現実に近いものとするために

は、できるだけ広い範囲のCO2発生などに関わるデータを

収集する必要があります。

2006年度は、国内生産拠点のデータの収集方法について

検討しました。活用方法の検討に合わせ、具体化していく

予定です。

LCA評価と情報共有を実施し、LCAデータ収集方法も

検討しました。

今後もLCA的考え方の普及を図りながら、精度の向上を

検討し、LCAの適用を拡大することで、製品の環境負荷の

低減を進めていきます。

環境配慮設計 環境コミュニケーション

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

LCA評価と情報共有
環境取り組み情報の発信

環境コミュニケーション

LCAデータ収集方法の検討

LCA実施画面の例

中岡 沙紀さん（3才）

事故・苦情



47

環境への取り組み● 地球温暖化防止

日本のCO2排出量の約2割を占める運輸部門。そのうち

の約9割は自動車から排出されています。自動車の燃費向

上などの対策により、運輸部門のCO2排出量は2001年をピ

ークに減少基調にありますが、2005年に発効した「京都議定

書」の目標を達成するためにも、より一層のCO2排出量削減

が必要となっています。

当社では、可変バルブタイミング機構などの新技術を搭載

した新エンジンへの切り替えや無段変速機（CVT :

Continuously Variable Transmission）の採用拡大などに

より燃費の向上を進めた結果、2006年度の当社の国内ガソ

リン乗用車の平均燃費は15.6km/rとなり、1990年度比で

29%向上させることができました。

また、長期的な視野に立ったグローバルな対応も進めてい

ます。日米欧の新しい排出ガス規制をすべてクリアするとと

もに、CO2排出量を大幅に削減できるクリーンディーゼルエ

ンジンの開発や、スポーティな走行性能と低燃費の両立が

可能な次世代高効率トランスミッションTwin Clutch SST

（Sport Shift Transmission）の開発・実用化を進めています。

さらにエネルギー多様化の観点から、エタノールでも走

行可能なフレキシブル・フューエル・ビークル（FFV）を開発

し、2007年7月からまずはブラジルで販売を開始しました。

また当社では将来技術として、走行段階でのCO2排出量が

ゼロである次世代電気自動車『MiEV』（ミーブ：Mitsubishi

innovative Electric Vehicle）を開発し、現在複数の電力会

社に研究車両を引き渡し、実車を用いた性能評価を実施し

ています。加えて、当社独自の植物由来樹脂技術「グリーン

プラスチック」の研究開発にも取り組んでいます。

生産・物流部門におけるCO2排出量の削減も進めてお

り、省エネルギー設備・機器の導入や燃料の切り替えなど

により、2006年度の国内全工場からのCO2総排出量は1990

年度比で31%削減したほか、完成車輸送の効率化でもCO2

排出量削減目標を達成しました。

また、社員に対しては、オフィスや家庭においてもCO2

排出量の削減を意識するよう、さまざまな環境啓発活動を

行っています。

当社の取り組み

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/global_warming/Web

燃費向上
生産における取り組み
物流における取り組み
オフィスにおける取り組み

.............................................................. 48
............................................ 49
............................................ 50

.......................................50
氷壁／大門沢付近（山梨県南巨摩郡早川町）

人類が化石燃料を大量に消費していることなどが原因

で二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの濃度が増

加し、地球温暖化が起こっていると言われています。

2007年2月発表された IPCC（気候変動に関する政府間
パネル）第4次報告書でも、改めて確認されました。私た
ち三菱自動車は温暖化防止のため、化石燃料を少しでも

使わない工夫を自動車のライフサイクル全ての段階で、

またオフィスや家庭でも進めています。

地球温暖化防止
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Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

新世代ガソリンエンジンの展開拡大により燃費を改善

し、動弁系技術などの改良でさらなる高効率化を進めてい

ます。

クリーンディーゼルや高効率トランスミッションTwin

Clutch SST などを次世代

環境基幹技術と位置付け、開

発・実用化を進めています。

国内では、『eKワゴン』、『パジェロ』、『デリカD:5』の新型

車の投入や『i（アイ）』に自然吸気エンジン車を追加し平均

燃費を改善しました。2010年燃費基準の2007年度前倒し達

成に向けた歩みを着実に進めました。

欧州では、総平均CO2排出量の大幅改善を実現しました。

新型車への低燃費技術の導入による着実な燃費向上を引

き続き推進していきます。

●2010年度国内燃費基準を全区分で2007年度に前倒し達成

すべく燃費を向上

●欧州での新車販売における平均CO2排出量の低減

●次世代クリーンディーゼルエンジンおよび次世代高効率

トランスミッションの開発

当社では、2010年燃費基準の早期達成を目指し、新型車

発売のタイミングに合わせて、エンジン・駆動系の改良、軽

量化、転がり抵抗・空気抵抗低減などの燃費改善を進めて

います。

2006年度は、『デリカD:5』の発売により2,000kg区分を新

たに達成し、ガソリン乗用車の該当7区分中5区分で基準値

を達成しました。

欧州においては、2009年の新車販売における総平均CO2

排出量を140g/kmとする日本自動車工業会の自主目標（新

車販売の総平均CO2排出量を1995年に対して25%の削減

を目標とした官民の環境協力協定による）達成に向けた努

力をしています。

当社では、新型車の燃費改善を進めるとともに、ディー

ゼル車の展開拡大などにより、総平均CO2排出量の2006年

実績は1995年に対して約26%の改善を実現しています。

燃費向上

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

国内燃費の現状

燃費向上への技術開発

欧州燃費の現状

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/global_warming/mileage.htmlWeb

※1 Twin Clutch SST（Sport Shift Transmission）：自動変速機能が付いたクラッチペダルのないマニュアルトランスミッション。ランサーエボリューションXに
採用。

2004年度 

2010年燃費基準 

2005年度 
2006年度 

875 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250
0

5
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20

25

(kg)

ガソリン乗用車重量区分別平均燃費（10・15モード）

’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06
60

80

100

70

90
△26%

欧州新車販売における総平均CO2排出量改善の歩み
（1995年を100とした場合）

開発中のクリーンディーゼルエンジン

※1

島倉 千優さん（小4）
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環境への取り組み● 地球温暖化防止

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

2005年度より生産台数は増加しましたが、さまざまな省

エネ活動により、1990年度比でCO2排出量は31%低減で

き、目標を達成しました。

CO2総排出量は、生産台数や設備の増強などの要因によ

り変動するため総量での目標管理が難しい項目ですが、基

準年度である1990年度に対して20%削減するという目標を

引き続き達成するため、なお一層の低減活動を推進します。

●工場におけるCO2（エネルギー起因のCO2）排出量の1990

年度比20%以上低減を維持

地球温暖化防止の観点から、電力、燃料などのエネル

ギー使用量の低減およびそれに伴う温室効果ガス（CO2な

ど）の発生量抑制のため、以下のことに取り組みました。

1．クリーンな燃料への転換（都市ガスなどの使用拡大）

2．動力源（エアー、スチーム）の送気圧低減

3．非生産時の消費エネルギー最小化

（給排気ファンの停止ほか）

4．高効率機器の導入

5．操業条件、運転条件の見直し

（設定温度、乾燥炉着火時間ほか）

6. 焼却炉の廃熱回収利用（スチーム回収）

7. 工場エネルギーリアルタイム管理の推進

生産における取り組み

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

CO2排出量の推移

2006年度エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）

（千t-CO2） 

20001990 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

100

200

300

400

500
487

334

20%低減 

［年度］ 

334千t/年 
購入電力 
64%

都市ガス 
22%

灯油・A重油 4%

その他（コークス、ガソリン、軽油） 
10%

電力の低減：溶接機をエアー（圧縮空気）式から電動加圧式へ

燃料の低減：ボイラの台数制御運転

エアーガン サーボガン

エアーシリンダ ▲
▲
▲
エアー換気バルブ

エアーホース溶接
▼

溶接
▼

モーター

騒音低減：97db→85db

省エネ効果：△40%

負荷に応じた間引き運転　省エネ効果：△10%



Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

50

環
境
へ
の
取
り
組
み

地
球
温
暖
化
防
止

●2006年4月から施行された改正省エネルギー法に、特定

荷主　として対応するための体制づくり

2006年4月から改正省エネルギー法が施行されました。

当社も同法に基づく特定荷主となり、今後年1回、経済産

業省などへCO2低減計画やエネルギー使用量などの報告が

義務付けられることになります。今後中長期的に、CO2排

出量原単位を年率1%以上低減できるように取り組んでい

きますが、2006年度は以下の通りこれに対応できる社内体

制づくりに取り組みました。

●完成車輸送、生産用部品、補用部品、KD 部品などの輸

送実績を社内関連部門にて把握し、集計する体制づくり。

●今後のCO2排出原単位低減に向けての社員意識付けを図る

ために勉強会を開催。

改正省エネルギー法対応への体制を構築することができ

2006年度の目標を達成しました。

改正省エネルギー法の施行に伴い、今後貨物輸送に関わ

るCO2排出量原単位の、年率1%以上低減を目標にさらな

る改善に取り組んでいきます。

●紙の使用の削減、不要照明消灯などの節電の徹底

●チーム・マイナス6%社員登録の拡大

会議資料のペーパーレス化をはじめ、裏紙使用や両面印

刷を奨励することで、紙使用量の削減を進め、前年度比

4.6%削減しました。

また、社内では再生紙の使用を推進する一方で、お客様

へ配布する商品カタログやパンフレットについては、FSC

認証紙を使用し、紙リサイクル全体を考慮した紙使用に取

り組んでいます。現在、すべての商品カタログにFSC認証

紙を採用拡大しました。

社員の環境保全意識のさらなる向上を目指し、チーム・

マイナス6%への社員登録活動を実施しました。自主的な登

録活動でしたが、一部関連会社を含む約12,000名の社員が

登録しました。登録メンバーからは、身近な節電アイデア

など、たくさんの意見が寄せられました。

紙使用量は順調に削減。紙リサイクルを考慮し、FSC認

証紙の活用を進めました。

順調な紙使用量削減を継続して推進し、FSC認証紙の活

用についても継続していきます。節電については、個人の

環境意識向上活動とあわせて徹底を図っていきます。

物流における取り組み オフィスにおける取り組み

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

改正省エネルギー法対応への取り組み 紙の使用量の削減と FSC認証紙 の使用

チーム・マイナス6%社員登録活動

※1 特定荷主：年間3,000万トンキロ以上の貨物輸送を委託している荷主企業（自ら輸送している量も含む）。
※2 KD（ノックダウン）：部品の状態で輸出し、海外の工場で車を組み立てること。
※3 FSC認証紙：森林管理協議会（FSC:Forest Stewardship Council）が認証した「適切に管理された森林」からの木材を原料とした紙製品。木の適切な伐採により、

新しい木の成長を促すという森林の正常な循環を目的としている。

西元 美季さん（中3）

※1

※2

※3
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自動車の環境汚染防止対策としては、車両からの排出ガ

スの低減や車両に使用されている環境負荷物質の削減とと

もに、車両を生産する際に発生する環境汚染物質の低減や、

さらには土壌汚染防止法への適切な対応など、多岐にわた

る対策が求められています。

当社では、環境汚染防止を重要な課題と捉え、各種の規

制に先駆けて自主的な目標を策定し、対応を進めています。

国内では、国が定める排出ガス規制値から75%以上低減

した「4☆」レベルの低排出ガス車を市場投入し、販売拡大

を図っています。海外市場でも米国の厳しいZEV（Zero

Emission Vehicle）規制などに対応した低排出ガス車の導

入を進めています。

車室内の揮発性有機化合物（VOC）の低減では、日本自動

車工業会が定めた自主目標を１年以上前倒しし、2006年1

月発売の『ｉ（アイ）』から達成させるなど、車室内環境の快

適化も進めました。

さらに、車両に使用されていた水銀・カドミウム・六価ク

ロムなどの環境負荷物質の全廃や、電子部品については、

鉛を含まない「鉛フリーはんだ」の開発を進めています。

工場においては、水性塗装設備の導入（2004年8月水島製

作所）などによりVOC排出量の低減を図るとともに、化学

物質管理促進法（PRTR法）で定められているトルエンなど

の環境負荷物質の排出量低減にも取り組んでいます。

また当社では、環境汚染防止とともに、地球温暖化防止

およびエネルギー多様化への対応も考慮し、次世代電気自

動車の開発を進めています。電力会社との共同研究では、

軽自動車『i（アイ）』をベースにした研究車両『 i MiEV（ア

イ・ミーブ）』を用いて、業務車両としての適合性や、急速充

電インフラとの整合性の確認を行い、お客様にとって使い

勝手の良い、電気自動車の実用化を目指しています。

当社の取り組み

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/pollutionWeb

低公害車・低排出ガス車
生産における取り組み
（VOC、化学物質の管理、土壌汚染、PCB、アスベスト）

環境負荷物質削減
生産における取り組み（SOx、NOx、水質汚濁、騒音・振動、臭気）

......................................... 52
............................................ 53

.................................................. 54

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/pollution/factry/

天空のオアシス／間ノ岳の登山道から（山梨県南巨摩郡早川町）

大気、水、土壌などの汚染防止は、人の健康への直接の

影響を回避するために、古くから取り組まれてきた基本

的な環境問題です。自動車では、排出ガス中の有害な成

分を削減することはもとより、原材料や生産工程での環

境負荷物質の使用削減や廃止に取り組んでいます。

また最近では、既に知られている環境負荷物質の使用削

減に加え、全ての化学物質を登録し環境影響を事前評価

して、環境汚染を未然防止しようという動きが世界的に

進んでいます。

環境汚染防止
Photograph by Yoshihiro KOIKE
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http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/pollution/ecocar/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/technology/environment/miev.htmlWeb

後藤 晃世さん（中1）

2006年度に発売した『パジェロ』『ｉ（アイ）』『デリカＤ:5』

などが新たに低排出ガス車の認定を受けました。中でも、

『ｉ（アイ）』や『デリカD:5』は「平成17年基準排出ガス75%

低減レベル（4☆）」を取得、当社の4☆車は計18型式となり

ました。

4☆車は、2006年度のガソリン乗用車の販売台数に対し、

登録車で72.2%、軽自動車で56.7%を占めています。

次世代電気自動車『i MiEV』の開発については、電力会

社に共同研究車両を引き渡すなど、本年度の目標を達成し

ました。また、低排出ガス車（4☆）の販売比率も年々増加し

ており、2010年度の目標達成に向け着実に前進しています。

軽自動車ベースの次世代電気自動車を2010年までに市

販化することを目指し、電気自動車の研究開発を促進しま

す。今後は、電力会社などに『i MiEV』を営業所で業務車両

として使用頂き、実際の運転環境下での実用性を確認して

いきます。

また、今後の新型車では積極的に4☆車を投入して、さら

に4☆車の販売比率をあげていきます。

●次世代電気自動車『i MiEV（アイ・ミーブ）』の開発推進

●低排出ガス車の普及促進

2010年度目標「大半の登録乗用車を4☆とする」に向けた

4☆車の販売割合の拡大

軽自動車の『i（アイ）』をベースに、高性能リチウムイオ

ン電池と小型・軽量モーターを搭載した次世代電気自動

車『i MiEV』を製作しました。この研究車両を、共同研究の

一環として2007年3月に東京電力（株）、九州電力（株）に1台

ずつ引き渡し、実車を用いた実用性評価をスタートさせま

した。これらの車両は、電力会社における業務車両としての

適合性や、急速充電インフラとの整合性などの確認に用い

られます（2007年6月には中国電力（株）にも引き渡し）。

低公害車・低排出ガス車

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

次世代電気自動車『 i MiEV』

低排出ガス車

（%） （%） 

2005 年度 2006 年度 2005 年度 2006 年度 
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72.2%
66.8%
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56.7%
48.0%

当社低排出ガス車の販売割合（ガソリン乗用車）

登録車 軽自動車

『 i MiEV』主要諸元

全長×全幅×全高

車両重量

乗車定員

最高速度

一充電走行距離（10・15モード）

種類

モーター　　最高出力

最大トルク

駆動方式

種類

電池　　　　総電圧

総電力量

3,395×1,475×1,600 mm

1,080 kg

4 名

130 km/h

130 km

永久磁石式同期型

47 kW

180 N・m

後輪駆動

リチウムイオン

330 V

16 kWh
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Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/pollution/factory/Web

化学物質の使用については、従来から「化学物質有害性

事前審査システム」により、新規の化学物質の性状および利

用計画の内容を精査し、導入可否の審査を行っています。

また、化学物質ごとのリスクレベルを勘案し、リスクの高

い化学物質から重点的に排出抑制に取り組んでいます。

当社では従来から地下水（測定井戸）のモニタリングなど

を実施し、有害物質の土壌汚染の未然防止に努めています。

変圧器やコンデンサーなどに絶縁油として封入されてい

るPCB（ポリ塩化ビフェニル）については、PCB特別措置法

に則り適切な管理を行うとともに、今後、計画的にPCB廃

棄物を処理していく予定です。

工場設備や建物で、石綿繊維飛散の懸念がある場所を

調査し、無石綿品への置き換えや吹き付け石綿の除去を

進めています。

VOC排出量低減は、2010年に向けて計画どおり推進で

きました。化学物質は、適正管理を通じ、PRTR物質の排出

移動量を低減することができました。環境負荷物質につい

て問題なく対応しました。

環境負荷物質管理については、基準値以下の管理を徹底

するとともに、不測の事態に備え、管理体制を強化してい

く予定です。

●2010年度目標「VOC排出量原単位を2000年度比30%以

上低減」達成に向けた取り組みの推進

●化学物質（PRTR法対象物質）の適正管理

●環境負荷物質の法規制遵守および低減

主な低減活動として、塗装方法の徹底した見直しによる

塗料使用量の低減やシンナーのリサイクル量の拡大などを

行った結果、車体（バンパーを含む）からのVOC排出量原単

位は、前年度比で12%低減することができ、順調に推移し

ています。

また、塗着効率の高い塗装機の導入や新塗装工法、塗装

ガンの洗浄への低溶剤洗浄液の採用、シンナー回収率向上

など、2010年目標の達成に向けた取り組みの計画を検討し

ました。

生産における取り組み

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

土壌地下水汚染の予防

アスベスト（石綿）対策

PCBの処理

VOC（揮発性有機化合物）の低減

化学物質の適正管理

水性塗装の様子
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した（詳細内容は次のURLをご参照ください）。

六価クロムについては、ボルトやナットなどの防錆目的

の表面処理剤に含有されていることから、自動車には非常

に多岐にわたって使用されています。当社は2005年4月に、

お取引先に対して環境負荷物質対応説明会を開催し、六価

クロムの廃止を推進してきました。

その結果、EU向け車については、2007年6月末まで使用

禁止が免除されていた防錆処理皮膜中の六価クロムの使用

を全廃しました。

2006年度発売の新型車の環境負荷物質使用量を把握す

るとともに、EU向け車の六価クロム使用を全廃し、目標を

達成しました。

今後、新型車については、環境負荷物質データを随時収

集していくとともに、自工会の削減目標およびEU廃車指

令 環境負荷物質規制に適合させていきます。

●新型車における環境負荷物質使用量調査の実施

●EU廃車指令に基づく六価クロム使用の廃止

EUでは2003年7月より「使用済自動車に関するEU指

令」（廃車指令）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っています。また、日本国内に

おいても、日本自動車工業会（自工会）として4物質の削減

目標を設定し環境負荷物質の使用削減を推進しています。

このように、国内外で環境負荷物質使用削減の気運が高

まる中、当社は「環境負荷物質管理ガイドライン」を設定し、

環境負荷物質削減に取り組んでいます。また、自動車に含

まれる環境負荷物質の把握のため、新型車の生産に当たっ

ては、材料データを収集する国際的なシステムのIMDS

（International Material Data System）を利用してお取引

先からの納入部品に含まれる環境負荷物質情報を随時収集

しています。

収集した環境負荷物質データは、社内システムにより一

元管理しています。

2007年1月発売の『デリカD:5』について、環境負荷物質使

用量を調査し自工会の削減目標を達成したことを確認しま

環境負荷物質削減

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

環境負荷物質の使用削減

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/technology/environment/reducing.htmlWeb

小瀧 真柚子さん（小3）

三菱自動車 

データ入力要請 
データ入力 

データ 
ダウンロード 

お取引先 

IMDS社内システム 
環境負荷 
物質の把握 
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六価クロム表面処理品 六価クロムフリー品

禁止物質データ

対象物質 日本自動車工業会削減目標（乗用車） EU廃車指令
鉛

水銀

カドミウム

六価クロム

2006年 1月以降 1/10以下（1996年比）

2005年 1月以降、以下の部品を除き使用禁止
●ナビゲーションなどの液晶ディスプレイ
●コンビネーションメーター
●ディスチャージヘッドランプ
●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

2003年 7月以降、以下を除き原則使用禁止
《期限なし免除》 快削鋼、銅合金、バッテリなど
《期限付き免除》 軸受、アルミ合金、など

2003年 7月以降、以下を除き原則使用禁止
●ディスチャージヘッドランプ
●計器盤のディスプレイ

2003年 7月以降、以下を除き原則使用禁止
●EV用バッテリ

2003年 7月以降、以下を除き原則使用禁止
●シャシ用のボルト、ナット関連部品の防錆処理
●トレーラーハウスの冷凍庫

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
social/environment/cartype/index.html

Web
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使用済自動車のリサイクルは、「循環型社会」の実現のた

めに重要な課題となっています。さらに、材料の安定的確

保という経済的な側面からも、リサイクルの重要性が再認

識されています。

2005年1月から施行された「自動車リサイクル法」では、

リサイクルが容易な自動車の開発と円滑なリサイクルを実

施するための材料・構造に関する情報提供が、自動車メー

カーの責務として定められています。

リサイクルは、開発・生産から使用・廃棄段階まで自動車

のライフサイクルの各工程においての対応が必要であり、

当社ではトータルでの環境負荷低減を推進しています。

●開発段階

省資源化やリサイクルの容易化

鉛・水銀などの環境負荷物質使用量の削減

●生産段階

省資源化や廃棄物のリサイクル

●使用・廃棄段階

シュレッダーダスト（ASR）などのリサイクル

当社では、自動車リサイクル法に対して積極的な対応を

進めており、2006年度のシュレッダーダスト（ASR）の再資

源化率については70.4%に達し、法定基準値（70%）を9年前

倒しで達成しました。

車両の開発段階から「廃棄物の発生抑制（Reduce）」「再使

用（Reuse）」「再生利用（Recycle）」といった「3R」を考慮した

「3R設計」を進めています。

さらに、シュレッダーダスト（ASR）の出ないリサイクル

方法である全部再資源化の拡大を進めています。全部再資

源化は、解体自動車（廃車ガラ）をシュレッダー処理せずに

鉄鋼の原料として、すべて電炉などに投入し再資源化する

方法で、高いリサイクル率が可能となります。

また、国際商品である自動車は、日本の法規だけでなく、

EU等の自動車リサイクル法への対応や中古車として輸出

され廃車になったときに処理が容易であること、環境負荷

の小さいことが求められており、グローバルな対応を進め

ています。

当社の取り組み

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/recycle/Web

3R対応技術の開発
生産における取り組み
使用済自動車のリサイクル
物流での取り組み

部品の回収・リサイクル

................................................ 56
............................................. 57

...................................... 58

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/recycle/logistic.html

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/recycle/p_recycle.html

時を刻む星空／農鳥小屋から（山梨県南巨摩郡早川町）

「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却

し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成すること

が急務となっています。

私たち三菱自動車は、使用済自動車のリサイクル促進や

生産から廃棄に至るまでの物質の効率的な利用などに

取り組んでいます。

リサイクル・省資源
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販売会社で修理時に回収されたバンパーの再生材の適用

可能部位を拡大し、2005年度の23部品から2006年度は40

部品に適用拡大しました。

2006年度に発売したすべての新型車が、ISO準拠のリサ

イクル可能率や環境負荷物質削減などの開発目標を満足

し、「リサイクル設計ガイドライン」に従って3R設計が取り

入れられていることを開発段階で確認しました。

ワイヤハーネス・モーター類の取り外し性評価基準を計

画どおり設定し、また、再生材使用部品の適用拡大を図る

ことができました。

引き続き、車両開発の初期段階から3Rに配慮した車づく

りを進め、省資源化をはじめリサイクル容易化、環境負荷

物質削減を積極的に推進していきます。

ワイヤハーネス・モーター類の解体容易化につながる構造

検討に、さらに取り組みます。

●新型車の3R（Reduce（排出削減）、Reuse（再使用）、

Recycle（再生利用））設計推進

●ワイヤハーネス・モーター類の取り外し性評価基準の設定

●再生材を使用した部品の拡大

2006年度に発売したすべての新型車（『パジェロ』、『トラ

イトン』、『eKワゴン』、『デリカD：5』）に、当社独自の「リサイ

クル設計ガイドライン」に基づいた3R設計を積極的に取り

入れました。

高品質の鉄鋼原料として使用済自動車を丸ごと再利用す

るためには、銅成分を多く含むワイヤハーネス・モーター類

を事前に取り外す必要があります。これは銅の含有が多い

と鉄スクラップとしての価値が下がり、将来は再利用できな

くなる恐れがあるためです。解体業者とのコミュニケーショ

ンや解体実験の結果をもとに、ワイヤハーネス・モーター類

の取り外し性評価基準を定め、車両の開発段階から配慮で

きるようにしました。また解体業者向けに銅含有部品の取

り外しマニュアルを下記ウェブサイトに公開しました。

3R対応技術の開発

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

3R設計

ワイヤハーネス・モーター類の取り外し性向上

再生材を使用した部品

事前に取り外す必要があるワイヤハーネス

『デリカD:5』における主なリサイクル容易な熱可塑性樹脂採用部分（緑色部）

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/recycle/p_recycle.htmlWeb

中川 沙由稀さん（小6）

https://www.asrrt.jp/elv/step1.htmlWeb

ジャッキボックス フィラーネックプロテクター
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廃棄物の90%を占める金属くず・鋳物廃砂については、

個別に目標を設定し、発生抑制に取り組んでいます。

2007年度から新たに目標を設定し、さらなる低減活動を

推進していきます。

3R活動事例：接着剤ドラム残量の低減

汲み上げきれないでドラムに残ったガラス用接着剤は、

廃棄処理していますが、汲み上げ方法の改良により、残量

を約40%低減しました。

最終処分率はゼロ化レベル（0.03%）を継続し、再資源化

率も99.85%と、高レベルを維持しています。

金属くず、鋳物廃砂の売上高当りの発生量は、2001年度

から約20%低減し目標を大きく達成しました。

生産における3Rはかなりの高レベルで実施できていま

すが、さらなる分別を推進し、廃棄物発生の抑制に努めて

いきます。

また、このような活動にグループ全体として取り組み、グ

ローバルな廃棄物の抑制活動を推進します。

●全工場での埋立処分量ゼロ化

●廃棄物の再資源化率　98%以上

●金属くず・鋳物廃砂発生量の低減

（2006年度末に売上高比率2001年度比1.7%低減）

3Rの推進においてまず重要なのが発生量を抑制すること

です。このため、工法や材料歩留まりを改善し、廃棄物発生

量の低減に努めています。

それでも発生したものは、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、焼却時に発生する熱

エネルギーを回収する「サーマルリサイクル 」などによっ

て、可能な限りリサイクルを進めています。

また、さらなる分別の推進により、サーマルリサイクルか

らマテリアルリサイクルへの転換もあわせて行っています。

最終的に残るものは埋立処分していますが、この割合を

ゼロに近づけるように活動を推進しています。

生産における取り組み

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

埋立処分量ゼロ化／廃棄物の再資源化

金属くず・鋳物廃砂発生量の低減

※1 ゼロ化レベル：最終処分率（=最終処分量（t）／全廃棄物発生量（t））を当社規定値の0.1%未満にすること。
※2 再資源化率：リサイクル量（t）／全廃棄物発生量（t）。リサイクル量は、マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルの量の総和（単純焼却などの減量分は除く）。
※3 マテリアルリサイクル：ごみを原料として利用すること。
※4 サーマルリサイクル：ごみを燃やして、その際に発生する熱をエネルギーとして利用すること。

※1

廃棄物の発生量/処分量と最終処分率

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

179.6

0.03%
0.05

（千t） （%） 発生量 処分量 処分率 

［年度］ 
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

※2

※3

※4

接着剤ドラム残量低減
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EUでは､2000年10月に発効した｢使用済自動車に関する

欧州議会および閣僚理事会指令｣に基づき、製造メーカーま

たは輸入･販売業者に使用済自動車の引き取り･リサイクル

を義務付けており、EU加盟国のほとんどで国内法が発効

しています。当社も使用済自動車の効率的かつ確実な引き

取り･リサイクル体制については、現地販売･生産会社

（MME）が中心となって、各国の実情にあわせた体制をほぼ

構築しました。

なお、EUでは新型車の解体情報を業者に提供すること

が義務付けられており、自動車メーカーが共同で設立･構

築したシステム（IDIS）に当社も参加し、解体情報データを

タイムリーに提供しています。また、リサイクル可能率

95%以上を達成することが自動車の型式認証に必須とな

ることを受けて、可能率算出に必要な海外工場を含めた材

料データを収集するシステムの構築を進めています。

国内およびEUの自動車リサイクル法には着実に対応し

ました。

ASR再資源化率は、国内自動車リサイクル法で定められ

た2015年の法定基準を前倒しで達成しました。

一層の処理コスト低減・リサイクル率アップのため、全

部再資源化などを積極的に推進します。

EUのリサイクル可能率認証指令への対応を進めます。

●ASRリサイクル率70%以上の達成（国内）

●廃車引き取りネットワーク構築（EU）

●認証指令改定への対応、解体情報の提供（EU）

当社は、使用済自動車から発生するシュレッダーダスト

（ART に参画し共同で処理）・エアバッグ類・フロン類（有

限責任中間法人 自動車再資源化協力機構（自再協　）へ

処理を業務委託）の3品目を引き取り、再資源化を行ってい

ます。お客様より預託頂いたリサイクル料金を有効に活用

するため、この3品目のリサイクル・適正処理を効率良く行

い、再資源化率の向上を積極的に推進しています。

ASR再資源化率は焼却・埋立てを減らし、再資源化率の

高いリサイクル施設と全部再資源化　の委託を増量した結

果、2015年の達成基準の70%を前倒しで達成しました。

使用済自動車のリサイクル

Plan! 2006年度目標

Do! 2006年度取り組み実績

Check! 2006年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

国内自動車リサイクル法への対応

EU自動車リサイクル法への対応

※1 ART（自動車破砕残さリサイクル促進チーム）：日産、三菱、マツダなどで設立したシュレッダーダストのリサイクルを推進するチーム。
※2 自再協：自動車メーカー・輸入組合が設立。
※3 全部再資源化：廃車ガラから銅成分を含むワイヤハーネス・モーター類を除去後、電炉などで鉄鋼原料とするASRの出ないリサイクル方法。

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/recycle_report/j/Web

2006年度3品目の再資源化など（リサイクル・適正処理）の実績

シュレッダー
ダスト（ASR）

エアバッグ類

フロン類

品目

総引取台数 /総引取重量

ASRリサイクル施設での再資源化

全部再資源化

再資源化率

総引取台数 /総引取個数

取外回収

車上作動

一部取外 /一部車上

再資源化施設引取量

再資源化量

再資源化率

引取台数 /引取量

318,888台/51,480t

285,800台/31,310t

33,088台/4,939t

70.4%

47,249台/89,884個

8,758台/15,355個

38,219台/74,529個

272台

10,584kg

9,964kg

94.1%

226,999台/70,141kg

項目 引取台数／処理数量

リサイクル料金の収支実績

払い渡しを受けた預託金総額

再資源化等に要した費用

収支

2,253,121,410円

2,274,260,902円

△21,139,492円

※1

※2

※3

エアバッグの取り外し
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企業情報

■ 会社概要（2007 年3 月31 日現在）
会社名　三菱自動車工業株式会社

設立　1970年（昭和45年）4月22日

本社所在地　〒108-8410 東京都港区芝五丁目33番8号

資本金　657,343百万円

発行済み普通株式数　5,491,516,544株（含む優先株式）

ホームページアドレス

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/

会社の目的

（1）自動車およびその構成部品、交換部品ならびに付属品の

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およびその構成部品、交

換部品ならびに付属品の開発、設計、製造、組立、売買、

輸出入その他の取引業。

（3）中古自動車およびその構成部品ならびに交換部品およ

び付属品の売買。

（4）計量器などの販売。

（5）損害保険およ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。

■ 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90

社および持分法適用子会社4社、持分法適用関連会社22社

（2007年3月31日現在）で構成され、乗用車およびその部品

の開発、生産、販売を行っています。

Web

全国 
東京三菱自動車販売（株）など 
（乗用車/部品販売） 
 
全国 
関東三菱自動車部品販売（株）など 
（国内の補用部品の販売） 

3

2

1

7

4
5

愛知県岡崎市 
・技術センター 
・名古屋製作所（車両生産） 
 
愛知県岡崎市 
三菱自動車エンジニアリング（株） 
（製品開発の一部） 
 

3

東京都港区 
・本社 
 
東京都港区 
三菱自動車ロジスティクス（株） 
（国内の製品輸送) 
 
東京都品川区 
三菱自動車テクノサービス（株） 
（新車点検や整備の一部） 

2

北海道河東郡音更町 
・十勝研究所 

1

岡山県倉敷市 
・水島製作所（車両生産） 

7

岐阜県加茂郡坂祝町 
パジェロ製造（株）（PMC） 

4

京都府京都市 
・技術センター 
・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） 

5

滋賀県湖南市 
・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） 

6

6

2

4

3

15
6

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

3

タイ 
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. (MMTh) 
(生産・販売)

4

オランダ 
Netherlands Car B.V. (NedCar) 
（生産） 

5

欧州 
Mitsubishi Motors Europe B.V. (MME) 
（販売） 

6

米国 
Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) 
（　 生産・　 販売） 1 2

※1 2007年度に統合　東京都港区　三菱自動車ロジテクノ（株）
※2 2007年度に広域統合　関東三菱自動車販売（株）など
※3 2007年度に広域統合　三菱自動車部品販売（株）など

※1

※1

※2

※3

企業情報
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■ 2006 年度の業績
当社の2006年度決算（連結ベース）は、販売台数の減少に

加え、『スマートフォーフォー』の生産中止に伴うOEM供給

台数の減少があったものの、円安効果や車種構成の好転に

より、売上高は前年度比828億円の増収となる2 兆2,029億

円となりました。

営業損益は、前年度に比べ334億円増の402億円の黒字

となりました。北米での販売費用の増加や原材料価格高騰

などの悪化要因もありましたが、為替、車種構成の好転に

加え、米国販売金融事業の収益改善やコスト低減効果がこ

れを上回り、大幅な増益となりました。

経常損益は、営業利益の増加に利息収支の好転も加わり、

前年度比363億円の改善となる185億円の黒字となりまし

た。また当期純損益については、前年度に計上した大口の

特別損失要因がなくなったことを主因に、前年度に比べ

1,009億円の改善となる87億円の黒字となりました。

その結果、2006年度以来、4期ぶりに営業損益、経常損

益、当期純損益が揃って黒字となりました。

売上高

営業利益（損失）

経常利益（損失）

当期純利益（損失）

総資産

株主資本

車両売上台数

社員数

14,570億円
△121億円
△207億円
△245億円

11,662億円
1,985億円

752千台
12,417人

22,029億円
402億円
185億円
87億円

17,787億円
3,495億円
1,217千台
33,739人

単独 連結

詳しくは、当社のアニュアルレポート2007や2006年度有価証券報告書
をご参照ください。

（億円） 

’02 ’03 ’04 ’05 ’06
0

10,000

20,000

30,000

40,000

22,029
25,194

21,226 21,201

38,849

（億円） 

’02 ’03 ’04 ’05 ’06
-1,500

-500

-1,000

500

0

1,000

402

68

△969
△1,285

828

（億円） 

’02 ’03 ’04 ’05 ’06
-2,000

-1,500

-1,000

0

500

1,000

185

△178

△1,103

△1,792

543

-500

（億円） 

’02 ’03 ’04 ’05 ’06
-5,000

-2,000

-3,000

-4,000

-1,000

0

1,000
87

△2,154

△4,748

374

△922

注）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。

売上高

営業利益（損失）

当期純利益（損失）

経常利益（損失）

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
corporate/ir/irlibrary/index.html

Web
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ウェブサイトのご紹介

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/Web

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/ir/Web

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/pressrelease/Web

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/ir/irlibrary/anual.htmlWeb

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/ir/irlibrary/fact.htmlWeb

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/report/j/Web

企業情報

投資家情報

プレスリリース

社会・環境報告書PDF版

アニュアルレポートPDF版

ファクトブックPDF版

三菱自動車のウェブサイト『社会・環境への取り組み』でも、関連情報、詳細情報をご覧頂くことができます。

従来は、報告書にて報告しておりました内容の一部（環境会計、物流におけるリサイクルの取り組みなど）は、ウェブ

にて紹介しております。ウェブサイトにも是非アクセスして頂き、当社の取り組みをご覧ください。

当社の主な情報開示

環境取り組み体制 

社長を議長とする環境会議の組織図、 
中期計画の環境行動計画2010を公開しています。 

■ 環境指針・体制　■ 環境行動計画2010

当社取締役会の諮問機関である企業倫理委員会 
が「社外の視点」から評価した、当社の信頼回復 
への取り組みについて紹介しています。 

当社が、お客様のために、そして当社で働く社員 
のために、現在行っているさまざまな取り組みに 
ついて紹介しています。 

森林の保護・育成、交通安全啓発や、未来を担う 
子供たちの教育支援などの社会貢献活動を 
紹介しています。 

経営責任の明確化、コンプライアンスの実践など、 
コーポレート・ガバナンス強化の取り組みを 
紹介しています。 

社会や環境に配慮しながら行っている当社の事業 
活動を、関わりの深いステークホルダーごとに 
紹介しています。 

■ 環境指針・体制　■ 環境行動計画2010 車種別環境情報 

現行販売車種ごとの燃費、排ガス、リサイクル材 
使用状況などの環境性能情報を公開しています。 

■ 車種一覧　■ グリーン購入法適合車種一覧 
■ グリーン購入法対象車両などの出荷実績 

環境マネジメント 

国際規格ISO14001の取り組み状況や販売会社 
でのエコアクション21への取り組み、当社の環境 
会計などを公開しています。 

■ 環境マネジメントシステム　■ 販売会社の取り組み 
■ 環境会計　■ 環境教育・啓発 

環境汚染防止 

環境汚染防止に向けたさまざまな取り組みを公開する 
とともに、生産における取り組みを紹介しています。 

■ クリーンエネルギー車　■ 室内環境快適化技術 
■ 環境負荷物質削減　■ 生産における取り組み 

リサイクル・省資源 

3Rに配慮した自動車の設計、廃棄段階での取り組み 
やリサイクル料金などを公開しています。 

■ クルマのリサイクル性　■ リサイクル料金 
■ 自動車リサイクル法再資源化等の実施状況 
■ 物流における取り組み　 
■ 部品の回収・再生 

地球温暖化防止 

化石燃料の使用を少しでも減らす工夫を紹介しています。 

■ 燃費向上　■ グリーンプラスチック 

環境への取り組み 企業倫理委員会 

信頼回復活動への取り組み 

三菱自動車が目指す姿 

■ クルマづくりの原点へ 
■ 品質向上への飽くなき挑戦 
■ 社員が生き生きと働ける職場作り 

■ 地球温暖化問題への貢献 
■ 交通安全への貢献 
■ 子どもたちへの未来のために 

社会への貢献 

■ コーポレート・ガバナンスと内部統制システム 
■ コンプライアンス 
■ リスク管理 

■ お客様とともに 
■ 株主・債権者とともに 
■ 調達パートナーとともに 
■ 社会・地域とともに 
■ 販売会社とともに 
■ 社員とともに 

コーポレート・ガバナンス 

ステークホルダーとともに 

社会への取り組み 

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
social/social/

http://www.mitsubishimotors.co.jp/
social/environment/

http://www.mitsubishimotors.co.jp/
social/ethics.com/

参考情報

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/Web

社会・環境への取り組み
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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 Council）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、この社会・環境報告書以外に、環境パンフレットや車種カタ

ログにおいても積極的にFSC認証紙（ID番号 FSC-JPN-0008）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認証取得印刷業者で行っています。

■ 環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」との対応表

■ 報告書における環境配慮

P3-4
P2, P61,P62,裏表紙
P59-60
P41-42,P46,P49,P53,P57,P60,Web
P40,P41-42

P38,P39,Web
P46,P53-54,P58
Web
–
P30,P41-42
P30
P15-18,P41-42,P46,P48
P41-42,P50,Web
–
P41,P46
P19-20,P31-32,P41
P15-18,P41-42,P52,P54,P56,P58

P40,P41,P49
–
P40,P41
–
P60
P41,P47-50
P41-42,P51-54,Web
P41,P51,P53-54,Web
P41-42,P55-P58
P40,P41

–

P5-10,P13,P14,P19-22,P24-26,P27-28,P31-32,P35

基本的項目

BI-1：経営責任者の緒言
BI-2：報告にあたっての基本的要件
BI-3：事業の概況（経営指標を含む）
BI-4：環境報告の概要
BI-5：事業活動のマテリアルバランス（インプット、内部循環、アウトプット）
環境マネジメント指標

MP-1：環境マネジメントの状況
MP-2：環境に関する規制の遵守状況
MP-3：環境会計情報
MP-4：環境に配慮した投融資の状況
MP-5：サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6：グリーン購入・調達の状況
MP-7：環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8：環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9：生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10：環境コミュニケーションの状況
MP-11：環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
オペレーション指標

OP-1：総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2：総物質投入量及びその低減対策
OP-3：水資源投入量及びその低減対策
OP-4：事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
OP-5：総製品生産量又は総商品販売量
OP-6：温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7：大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9：廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10：総排水量等及びその低減対策
環境効率指標

環境配慮と経営との関連状況

社会的パフォーマンス指標

社会的取組の状況

ガイドラインの項目 主な該当ページ



三菱自動車　社会・環境報告書2006 アンケート結果

情報公開に対するご意見

●図の中の文字が小さく読みづらいと感じた。
●環境活動マップがわかりやすい。
●INPUTとOUTPUTの図解がほしい。
●項目により数値のあるものとないものがあり、規模があきらかでない。
●グローバルな視点で書かれていたら、さらに良い環境報告書になるのではないか。
●目標が達成できなかった場合は、その理由を記載したほうがわかりやすい。
●製造業にとって一番大事なのは現場であり、現場まで意思が伝わっているのかを確認する意味でも現場の声を
いれてはどうか。
●環境に関するさまざまなステークホルダーとの関係やイベント参加者の声を知りたい。
●独立した第三者機関による報告書情報の検証が記載されていれば報告書の信頼性が向上する。

社会・環境報告書2006に対するご意見

情報公開に対するご意見として頂戴した内容は、今後の当社の社会・環境報告書作りやウェブなどに役立たせていただきます。

報告書の紙面の制約により、すべてのご意見をなかなか反映できない状況でありますが、本報告書本文にも書かせていただいて

おりますが、今後はウェブでの情報公開を中心として、当社のさまざまな情報を発信していきます。

ウェブには、本報告書のPDF版のほか、アニュアルレポートやファクトブックのPDF版、プレスリリースなどさまざまな情報を一同
に介して掲載しております。

社会・環境報告書の冊子版についても、この特性をいかした内容の開示を継続的に実施してまいります。

当社のホームページをご覧いただきますとともに、今後ともご指導・ご鞭撻賜りますようよろしくお願いいたします。活動に対し

て頂戴したご意見は、皆様の期待にこたえられるよう活動の更なる充実を図ってまいります。

活動に対するご意見

●リコール問題からの信頼回復に向け、「安全への誓いの日」や「5Sに誠実さを加えた6S」へ取り組むなど好感が持てる。
●小学生自動車相談室や中学校の総合学習や修学旅行などの訪問を受け入れている点に感心した。
●社長との対話の場「ふらっと」や高齢者の雇用など、社内環境の快適化に努めているのがわかった。
●環境を配慮したクルマ作りを継続し、新しい技術やアイデアを生かした新型車の開発を充実してほしい。
●MiEVやFCVの積極的な開発に期待。
●ASRを発生させない全部再資源化はすばらしい。今後の更なる推進を期待します。
●社会・環境報告書においても、環境に配慮したFSC認証紙が使われていて、素晴らしい。

■ 主なホームページの紹介

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/Web

Web

Web

Web

Web

企業情報

http: //www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/ir/
投資家情報

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/corporate/pressrelease/
プレスリリース

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/social/
社会への取り組み

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/
環境への取り組み



 

三菱自動車工業株式会社　環境技術部 
郵送先 ： 〒108-8410 東京都港区芝五丁目33番8号   FAX ： 03-6852-5526

Q3. 本報告書で紹介した当社の活動をどう評価されますか？ 

・コーポレートガバナンス  

・ステークホルダーとともに  

・環境マネジメント  

・地球温暖化防止  

・環境汚染防止  

・リサイクル・省資源  

Q4. 今後、当社に要望される活動、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。 

（                                                                                                                                                        　   ） 

□ 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・関連会社の従業員・家族    □ その他（ 具体的に                                   　    ） 

ご協力ありがとうございました。以下の内容につき差し支えない範囲でご記入ください。 

お名前 

（フリガナ） 

性別 □ 男性  □ 女性 年齢 歳 

ご住所 
〒    　　　 -　 

E-mail
電話 

FAX

ご職業など 

ご記入いただきましたご意見・ご感想および個人情報は、社会・環境報告書の作成およ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。 

Q1. 本報告書の評価をお聞かせください。 

・理解容易性（わかりやすさ） 

・網羅性（範囲の広さ） 

・精緻性（詳しさ） 

・信頼性（正確さ） 

□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□ 

□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□ 

□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□ 

□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□　　　　　　　□ 

評価できない 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 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 

Q2. 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。 

・トップメッセージ  

・社外の視点から見た信頼回復への歩みと課題 

・特集 

・コーポレートガバナンス 

・ステークホルダーとともに 

・環境取り組み  

・環境マネジメント  

・地球温暖化防止  

・環境汚染防止  

・リサイクル・省資源 

（　　　　　　　　　　　                       　  ） 

（　　　　　　　　　　　　　                 　  ） 

（　　　　　　　　　　　                       　    ） 

（　　　　　　　　　　　                      　   ） 

（　　　　　　　　　　                   　    　  ） 

（　　　　　　　　　　　                        　 ） 

（　　　　　　　　　　　                        　 ） 

（　　　　　　　　　　　                       　  ） 

（　　　　　　　　　　　                       　  ） 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

具体的に 

 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

□　　　　　　□ 

関心を持った 充実を望む 

三菱自動車『社会・環境報告書2007』をご覧いただき、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、来年度以降の社会・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、本報告書に関するアンケートにご記入の上、FAXもしくは郵送にて返送していただければ幸いです。 

三菱自動車 社会・環境報告書2007　アンケート 
ご意見・ご感想をお寄せください 

アンケート 
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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。 

お問い合わせ先
三菱自動車工業株式会社
環境技術部
〒108-8410 東京都港区芝五丁目33番 8号
TEL:03-6852-4207  FAX:03-6852-5526




