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読者の皆様へ

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。

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。

「Drive@earth」（ドライブ・アット・アース）とは…

「クルマを通じて、人・社会・地球との共生を目指し、走る歓びと地球環境への配慮を両立させた独自のクルマづくり

に取り組む」という企業の想いを示した言葉であり、「三菱自動車のクルマは、“地球を走る、地球と生きる”をテーマ

に、地球環境に配慮しながら、地球上のさまざまな地域のお客様に走る歓びを提供する」ことを表現しています。

企業理念（2005年1月制定）

企業コミュニケーションワード（2008年6月制定）
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『社会・環境報告書2008』を

お読み頂くにあたって

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』に改めて発行しています。

当社の事業活動に伴う社会／環境への取り組みを全

ての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

●企業情報：財務会計上の連結対象会社

報告対象期間

●2007年度（2007年4月1日～2008年3月31日）
※一部、2008年4月以降の最新情報を記載

報告書発行日

●2008年8月（前回発行2007年8月）

ウエブサイトとの連動

『社会・環境報告書2008』は、読みやすさに特に配慮

した構成としました。

また当社では、継続的に広く報告を行っていくこと

の重要性を認識し、今後もウエ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。本報告書の62

ページにウエブサイトの概要を掲載してありますの

で、是非ご利用ください。

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
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読者の皆様へ ―― 三菱自動車の企業理念
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トップメッセージ

2005年度から2007年度まで3年間の経営計画「三菱自動

車再生計画」では、信頼回復と収益改善を当社の最優先課題と

して取り組んできました。

信頼回復については、｢コンプライアンス第一・安全第一・お

客様第一｣を合言葉に、外部有識者で構成された企業倫理委員

会からも常にご指導・ご助言を頂きながら、社員の意識改革、

品質向上、お客様視点の徹底を推進してきました。その結果、

企業倫理委員会からも「ほぼ初期的段階を終えた」との評価を

頂くことができました。

また、収益改善については、各事業の選択と集中に取り組

み、地域専用車の削減とグローバル戦略車の拡大、余剰生産

能力の適正化、販売ネットワークの強化、日産自動車やPSA

プジョー・シトロエン社などとの戦略的アライアンスの拡大、

さらに国内連結販売会社の広域統合などのグループ企業群の

スリム化を進めました。この結果、最終年度となる2007年度

の営業利益は1,086億円と前年度の約2.7倍に達し、経常利

益は857億円、当期純利益は347億円と再生計画で掲げた必

達目標である「黒字体質の定着」を実現することができました。

今回の実績は、営業利益、経常利益とも1970年の当社設立以

来の最高益となりました。

このように再生計画の目標は達成しましたが、これは当社が

今後とも持続的に成長していくための一つの通過点と考えてい

ます。2008年度からは将来に向けて一歩、そして一段上がっ

て先を見通す新しいステージである新中期経営計画「ステップ

アップ2010」に全力で取り組んでいきます。

2008年度からの3年間を対象とするステップアップ2010

は、「選択と集中の深掘り」と「安定収益の確保」を基本方針と

し、将来の持続的成長に不可欠な基盤をつくっていきます。

まず、自動車の需要の伸びが見込める市場のうち、特にロシ

ア・ウクライナ、中東、ブラジルなど、当社が強いブランド力を

もつ市場を重点市場とし、得意とする中型乗用車とSUVモデ

ルを積極的に投入することで販売基盤の強化を図ります。一

方、日本、北米、西欧などの成熟市場では、販売体制の効率化

やアフターセールス事業ほか周辺事業の拡充を進め、収益体質

の改善・強化に取り組んでいきます。

また、販売戦略に沿った生産の効率向上を進め、自動車の需

要に応じて柔軟に供給力を調整する体制を構築します。さら

に、世界的な環境意識の高まりに伴い、環境対応をリードする

新中期経営計画と新コミュニケーションワード

三菱自動車再生計画の総括

取締役社長

FY2005～FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011～ 

「再生計画」 
黒字体質の定着 

新しいステージに 
ステップアップ 

「ステップアップ2010」 
成長への基盤づくり 持続的成長 

選択と集
中の深掘

り 

安定収益
の確保 

CSR活動の継続・強化 

●日本および北米の収益改善 
●地球環境対応 
●需要変化に応じた 
　グローバル生産効率向上 

収益改善 
信頼回復 

人とクルマ、社会とクルマ、

中期経営計画（2008～2010年度）の位置付け
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当社は自動車メーカーの使命として、環境対応に最優先で取

り組みます。2006年度には「環境行動計画2010」を策定致し

ましたが、これに基づき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。

MIVECエンジン 開発や車体の軽量化など、当社はこれま

でにも燃費向上、CO2排出削減を目的としたさまざまな環境対

応技術の開発を行ってきました。これらの従来技術の改良に加

え、当社が次世代の環境基幹技術と位置付けるクリーンディー

ゼルエンジンの開発や、新開発の自動変速マニュアルトランス

ミッション「TC-SST 」の展開拡大を進めています。さらに、走

行中にCO2を排出しない究極の環境対応車である新世代電気

自動車『 i MiEV（アイ・ミーブ）』については、2009年の国内市

場投入を皮切りにグローバル展開することとしており、業界の

トップランナーとして地球規模でCO2排出量低減に貢献して

いくことを目指しています。現在、早期実用化のために、日本

国内の電力会社7社および北陸3県、さらに神奈川県とともに

実証走行試験を実施しています。加えて、米国でも2008年秋

から複数の電力会社との実証走行試験を始める計画です。この

ように、国内・海外のさまざまな使用条件・気候条件での実証

走行試験から得られるデータをもとに、市場投入に向けた準備

を着実に進めています。既に『 i MiEV』の実用性はほぼ十分な

レベルまで達しており、2008年7月の北海道洞爺湖サミット

（主要先進国首脳会議）にも、運営協力車両や試乗車として10

台を提供しました。

環境技術でも「選択と集中の深掘り」を進め､少しでも早く

そして広く社会に貢献する商品を提供できるよう取り組んで

いきます。

当社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、人とクルマ、

社会とクルマ、そして地球とクルマの共生する未来を目指すこ

とをお約束します。特に地球環境問題への対応については、

2008年7月に環境大臣に対して「エコ・ファーストの約束」を

行いました。環境対応を企業経営の最優先事項にするというこ

の約束を守り、地球環境の保全に大きな役割を果たしていきた

いと考えています。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。

ことが自動車メーカーの責務であると認識するとともに、大き

なビジネスチャンスと受け止め、当社が得意とする環境対応技

術の実用化を推進し、社会に貢献していきます。

当社では、高性能4WDセダン『ランサーエボリューション』

とともに進化してきた四輪駆動システムや、ダカールラリーを

通じて培った優れた耐久性・走破性で、当社独自の走る歓びと

確かな安心の具現化を目指してきました。今後は、これらの独

自技術をさらに磨き、走る歓びと地球環境への配慮を一層高い

レベルで両立させたクルマづくりを推進していきます。当社で

は、この企業姿勢を分かりやすく表現し社会に発信していく手

段として、2008年 6月に新企業コミュニケーションワード

“Drive@earth”を制定しました。今後、全世界的に広報宣伝活

動に使っていきます。

当社はこれまで、リコール問題への反省とそこから得た教訓

に基づき、根底にあった企業体質の問題を解決すべく、企業風

土改革に全力で取り組んできました。今後も信頼回復活動に終

わりはないとの認識のもと、CSR最優先企業として、従来のコ

ンプライアンス・CSR活動をさらに強化し、加えて社会との持続

的共生を強く意識した活動にも積極的に取り組んでいきます。

また、当社は、コンプライアンス遵守の体制整備、ステーク

ホルダーへの情報開示を通じた経営の透明性の確保、社員教育

の強化など諸活動の基盤づくりにも取り組んできましたが、

2008年4月の金融商品取引法施行に伴い、さらに内部統制に

対する体制整備を行いました。今後ともコーポレート・ガバナ

ンスの強化を着実に行っていきます。これらの取り組みは企業

倫理委員会にも絶えず報告し、外部の視点でチェックして頂い

ており、この体制は今後も継続していきます。

このほか、交通事故を減らすためにクルマの安全な運転方法

をお客様に身に付けて頂く「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かか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」、さらには荒廃が進む国内の森

林の保護・育成に貢献する「パジェロの森・ふるさとの山再生活

動」などの活動にも取り組んできました。海外においても2008

年5月、中国・瀋陽にあるエンジン工場の敷地内に、環境への

配慮からサクラの木（ソメイヨシノ）を植えました。今後も当社

の拠点のある各国で同様の活動を行っていきます。これらの社

会貢献活動を一層強化していくため、2008年4月に「社会貢

献推進室」を設置したところであり、活動の充実・規模の拡大

に向けた基盤整備を進めていきます。

コンプライアンス・CSR活動の継続・強化

環境対応を最優先事項に

三菱自動車の約束

そして地球とクルマの共生する未来を目指して

※1 三菱自動車 可変バルブタイミング機構付エンジンの総称
※2 ツインクラッチ方式による素早い自動変速と、高効率な動力伝達機構による優れた燃費を両立させたトランスミッション

※1

※2
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企業情報 グローバルな事業展開

「黒字体質の定着」を実現し、新しいステージへ
当社は全世界で自動車事業を展開し、2007年度の世界販売台数は前年度比10.6%増の136万台でした。その結果、2期
連続で最終黒字を達成し、再生計画最終年度の目標である「黒字体質の定着」を実現しました。総需要が減少している日

本では販売台数が伸び悩みましたが、販売の効率化を推進し営業損益は大幅に改善しました。海外ではグローバル戦略

車投入の効果や成長著しい新興市場を中心とした販売増が牽引し、北米、欧州、アジア・その他のすべての地域で、2007
年度の販売台数は前年度を上回りました。地域別に見ると、欧州では、成長市場であるロシア・ウクライナを中心に販売

を伸ばした結果、前年度比21%増となりました。当社が伝統的に強みをもつアジア・その他地域でも、中南米・中東・ア
フリカ・アセアンなどで高い伸びを示し、前年度比17%増となりました。今後も、グローバル戦略車の商品力強化・車種
拡大を推し進め、ロシア・ウクライナ、中東、ブラジルなどの重点市場を軸に販売を拡大するとともに、日本、北米、欧州

などの成熟市場でも安定収益の確保を図り、成長への基盤づくりを推進していきます。

Europe［ 欧州 ］
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Asia & Others［ アジア・その他 ］
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Japan［ 日本 ］
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ギャランフォルティスデリカD:5

North America［ 北米 ］
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ランサーアウトランダー

※車名はいずれも代表的なものを記載。一部の国・地域では異なる場合があります。
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企業情報 事業の概要

北海道河東郡音更町　十勝研究所

東京都港区　本社

東京都港区　三菱自動車ロジテクノ（株）

愛知県岡崎市　技術センター

愛知県岡崎市　名古屋製作所

愛知県岡崎市　三菱自動車エンジニアリング（株）

岐阜県加茂郡坂祝町　パジェロ製造（株）

京都府京都市　技術センター

京都府京都市　パワートレイン製作所（京都工場）

滋賀県湖南市　パワートレイン製作所（滋賀工場）

岡山県倉敷市　水島製作所

全国　関東三菱自動車販売（株）など

全国　三菱自動車部品販売（株）など

Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA)
Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA)
Mitsubishi Motors Australia Ltd. (MMAL)
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. (MMTh)
Netherlands Car B.V. (NedCar)
Mitsubishi Motors Europe B.V.(MME)

走行試験、評価

国内の輸送、保管および梱包・新車点検や整備

基礎研究～商品開発

生産

自動車および部品の設計、試験ほか

生産

パワートレイン研究、開発

エンジン／トランスミッション生産

エンジン生産

生産

乗用車／部品販売

国内の補用部品の販売

生産

北米での販売統括

生産・販売　　　　　　※生産は2008年3月末をもって終了

生産・販売

生産

欧州での販売統括

事業所名国 主な事業内容

1日本

2米国

3米国

4オーストラリア

5タイ

6オランダ

7オランダ

3

5

4

2
1

6
7

A

B

C

D

E F
G

■ 三菱自動車の主な拠点

海外

日本

A

B

B

C

C

C

D

E

E

F

G
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■ 会社概要（2008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　657,349百万円

発行済株式総数　5,537,897,840株

ホームページアドレス

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

■ 三菱自動車グループ（2008年3月31日現在）
三菱自動車グループは、三菱自動車工業（株）、子会社50社

および持分法適用子会社4社、持分法適用関連会社21社で構

成され、乗用車およびその部品の開発、生産、販売、金融事業

を行っており、開発は当社が中心となって行っています。

■ 2007年度の業績
当社の2007年度決算（連結ベース）は、売上高が、海外販売

台数の増加、PSAプジョー・シトロエン社向けOEM供給の開

始、為替の円安影響などにより、前年度比4,792億円の増収と

なる2兆6,821億円となりました。

営業利益は、前年度に比べ684億円増の1,086億円を計上

し、当社として初めて1,000億円台の大台に乗り、過去最高益

となりました。前年度比較では、北米での新型車投入に伴う広

告宣伝費など販売費の増加64億円や米国販売金融事業収益の

減少95億円など減益要因がありましたが、一方、販売台数の

増加および車種構成の改善効果、為替好転などの増益要因が

これを上回り、大幅な増益となりました。

経常利益は、営業外損益が前年度比で12億円減と若干悪化

したものの、前年度比で672億円改善し、857億円と営業利益

同様に過去最高益となりました。

当期純利益は、豪州工場閉鎖費用、減損損失の計上などの悪

化要因があったものの、前年度比で260億円改善し、347億円

となりました。

Web

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

（小売台数）

社員数

単体 連結

詳しくは、当社のアニュアルレポート2008（2008年9月発行予定）や
平成19年度有価証券報告書をご参照ください。

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/anual.htmlWeb

（億円） 

0

10,000

20,000

30,000

21,226 21,201 22,029

26,821

20072004 2005 2006

（億円） 

-1,500

-1,200

-900

-600

-300

0

300

600

900

1,200

▲ 1,285

68

402

1,086

20072004 2005 2006

（億円） 

-2,000

-1,000

0

1,000

▲ 1,792

▲ 178

185

857

20072004 2005 2006

（億円） 

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

20072004 2005 2006
▲ 4,748

▲ 922

87 347

26,821億円
1,086億円

857億円
347億円

16,094億円
3,876億円
1,337千台
1,360千台
33,202人

19,035億円
791億円
669億円
207億円

11,011億円
2,192億円

917千台
—

12,761人
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特集1 安心の追求

全てのお客様に高品質な商品とサービスで安全と安心を提供し、ご満足頂くことは、ものづくりの会社で働く

私たちの使命です。当社は、企画・設計段階から品質を確保するために入念な検討を行うとともに、開発テスト

などを通じた十分な評価・確認で品質を造り込んでいます。そして製造段階では、高水準の量産品質を維持する

仕組みづくりに取り組んでいます。

高品質な商品でお客様にご満足頂くばかりでなく、社会の皆様にも安心して頂ける安全な商品を提供すること、

これは自動車メーカーとして最も重要なCSR（企業の社会的責任）であると、当社は考えています。

安心の追求
自動車メーカーとしてのCSR

「ステップアップ2010」では、さらに一歩進んで、「社会と永

く共生していく」ための取り組みを強化していきます。

私たちは、まず一つ目に、本業のクルマづくりでお客様や社

会に奉仕することが重要であると考えています。これは言い換

えれば、お客様に高品質な商品でご満足頂くことはもとより、

安全な商品によって社会の皆様に安心して頂くことです。

二つ目は、環境への貢献。自動車は人々に利便性や快適性を

提供する反面、CO2の排出などで環境に大きな負荷を与えて

います。地球温暖化が全世界共通の問題となっている今、環境

負荷を低減して環境保全に貢献することは、自動車メーカーに

とっての大きな使命です。

そして三つ目は、社会への貢献。世界各地に生産拠点などの

事業所をもち、企業活動を行っている当社は、社会の一員とし

2008年度より当社は、「成長への基盤づくり」をテーマとす

る新中期経営計画「ステップアップ2010」に取り組んでおり、

その大きな柱の一つとして、「コンプライアンス・CSR活動の

継続・強化」を織り込んでいます。当社がこれを経営計画の柱

として据える背景には、2004 年のリコール問題があります。

当社ではリコール問題の反省に立ち、外部有識者により構成

される企業倫理委員会に社外の目で常にチェックして頂きなが

ら、コンプライアンス・CSR活動の強化や品質向上に取り組む

など、これまでの3年間に再発防止と信頼回復のための活動を

着実に実行してきました。

コンプライアンス・CSR活動の継続・強化 社会と永く共生していくために

▲▲▲

P.17

デリカD:5の検査を行うQGスタッフ（パジェロ製造）
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て、地域コミュニティなどに貢献していくことも大切な責務で

あると考えています。

より高品質で安全な商品をお届けする取り組みとして、当社

では、不具合を未然防止する活動をより一層強化しています。

すべてのお客様に安心して商品を使って頂くためには、開発段

階で製品のばらつきや使用環境の多様性を考慮しておくことが

重要です。当社は、設計段階において品質工学　やFMEA と

呼ばれる設計手法を従来以上に活用し、試作品を作る前の図面

段階で十分に検討を行っています。これらの手法を修得させる

ために、延べ30日に及ぶ品質工学の教育を社員120名に実施

するとともに、FMEAに関する教育も延べ約800名のエンジニ

アを対象に実施しました。今後もこの教育は、すべてのエンジ

ニアに浸透するまで継続していきます。

製造工程では、作業工程ごとに品質を完結する考え方で、作

業者の技量に頼らない保証（構造・工法・設備による保証）と標

準化を推進しています。具体的には、工程 FMEAにより品質不

具合の発生要因を分析した上で、プロセスや設備・冶具などの

最適化を図り、人的ミスの可能性のある工程には、ミスよけ装

置の導入を進めています。

設備のみでは品質保証が完全に行えない工程については、各

工程に配置されたQGスタッフ が確実にチェックし、後工程

に不具合を流出させない仕組みとしています。

これらの取り組みにより、企画段階から量産段階まで、妥協

のない品質の造り込みを行っています。しかし、自動車はさま

ざまな環境のもとで使用されるため、市場で万一不具合が発生

した場合、これらを迅速に解決することもメーカーに課された

大きな責務です。

市場措置を適切に行う取り組みとして、CSR推進本部が品

質統括本部の業務プロセスをチェックする体制としたほか、重

要な品質関連案件はすべて取締役会まで報告するなど、透明性

の確保に努めています。また、市場措置の判断基準の厳格化と

措置のさらなる迅速化を推進しています。

2006年度に当社は、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

の仕組みを日本国内で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 ）」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

ムに販売店などの関係者間で共有できるというものです。また、

搭載した統計分析機能を使うことで、不具合を早期発見し、多

数のデータの分析により市場措置の判断も正確に行えるように

なりました。このシステムは現在、世界各地域の販売会社にも

展開を進めています。

今後も当社は、商品の品質を高め、お客様や社会に安心をお

届けするためのこれらの取り組みを推し進めていきます。

また、商品やさまざまな企業活動を通じて地球環境や社会に

貢献する取り組みも継続・強化していきます。

開発品質を高める取り組み

製造品質を高める取り組み

市場品質を高める取り組み

社員の声 ｜｜ 品質工学で開発品質をさらに向上します
私が品質工学と出会ったのは、リコール問題がようやく一段落した2005年の冬。この頃の私は、

「どうしたらお客様に品質で迷惑をかけないように歯止めがかけられるか」と常に考え、悶々として

いました。そんなとき、品質工学の講座開催案内を目にし、品質管理の一つの手段だろうと思い、

「何かヒントが得られれば」という程度の気持ちで参加しました。ところが聴講してみると、良い意

味で期待に反するもので、「これこそ私が探していたものだ！」と感じました。受講後すぐに資料を

作成して幹部を説き伏せ、社内で実際に活動を推進するためのチームを立ち上げさせてもらいまし

た。しかし、振り返ってみると、よくもこんな説明で幹部を説得したものだと、今でも顔から火が出

るくらい恥ずかしく思います。

その後、品質工学の実践を志す仲間もたくさん集まり活動が軌道に乗って、今年で3年目を迎えます。品質工学の狙いは、

お客様視点で最適解を見つけ、企業の無駄、お客様の無駄（低品質な商品の購入による損失も含みます）をなくし、社会全体の

無駄を減らすことです。非常に奥が深くて私自身もまだまだ勉強中ですが、品質工学の視点から、開発品質をさらに向上する

ために努力していきます。

横尾　達郎（品質工学推進チーム＆信頼性実験部　エキスパート）

※1 品質工学：使用環境や使用方法の多様性などを考慮し、それが製品の性能に及ぼす影響を小さく抑える設計手法。
※2 FMEA： Failure Mode Effect Analysis（故障モード影響度解析）。故障の発生経路、原因、確率、影響度などを洗い出し、対策する手法。
※3 QGスタッフ：クオリティゲート・スタッフ。製造の各工程において製品が達成すべき品質水準を満たしているかをチェックする担当者。
※4 SQM-BC： Strategic Quality Management-Backward Chain。

※1 ※2

※3

※4

▲▲▲

P.11-15



11

特集2 環境への貢献

三菱自動車は、“地球を走る、地球と生きる”をテーマに、地球環境に配慮しながら、地球上のさまざまな地域の

大切なお客様に、走る歓びと確かな安心を提供することを目指してクルマづくりを進めています。人とクルマ、

社会とクルマ、そして地球とクルマがいつまでも永く共生すること。それが私たちの目指す未来です。今、私た

ちは、地球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。

環境への貢献
地球を走る、地球と生きる

力や風力などの再生可能なエネルギーから得た電気で電気自

動車を走らせる場合は、エネルギー製造段階から走行段階まで

のCO2発生はゼロです。

また、原油価格の高騰に見られるように、エネルギー問題も

深刻化しています。電気自動車はこのエネルギー問題に対し

ても解決の糸口を与えてくれます。有限かつ使用することが

地球温暖化につながる化石燃料に代わり、クリーンな電気エ

ネルギーを用いることで、自動車の利便性を維持しながら、持

続可能な低炭素交通社会が実現できると、私たち三菱自動車

は考えています。

私たちが開発を進める新世代電気自動車　　　　　 （ア

イ・ミーブ）。まもなく皆様の街を走り始めます。

地球温暖化に歯止めをかけるため、京都議定書の次の枠組み

についての国際的な検討が進んでいます。2008年7月の洞爺

湖サミットでは、『2050年までに世界全体の温暖化ガスの排

出量の少なくとも50%を削減する目標を、国連気候変動枠組

条約（UNFCCC）のすべての締約国と共有し採択を求める』こ

とが合意されました。

世界のCO2排出量のおよそ2割強が運輸部門からの排出で、

その7割を道路交通（自動車）からの排出が占めています。自動

車の台数は、発展途上国を中心に今後大幅に増加する見通し

であり、自動車からのCO2の排出を減らすためには、自動車の

燃費向上はもちろんのこと、自動車用のエネルギーそのものを、

極力化石燃料以外のものに転換していく必要があります。

このような中で今、電気自動車が注目されています。電気自

動車は走行中のCO2排出がゼロであり、発電時のCO2排出を

考慮しても、温暖化ガスの排出を大幅に削減できます。また水

北海道・洞爺湖サミット「ゼロエミッションハウス」で急速充電中の『i MiEV』

低炭素交通社会の実現を目指す
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電気自動車が大きな注目を浴びるのは、今回が3回目と言わ

れています。最初は自動車の排出ガスによる大気汚染が大きな

社会問題となった1970年代、そして2回目はやはり大気汚染

（光化学スモッグ）防止のために米国カリフォルニア州で電気自

動車の導入が義務化された1990年代。いずれも、電池の性能

や耐久性が不十分であったり、ガソリン車の排出ガス性能が著

しく改善されたりしたため、電気自動車の本格的な普及には至

りませんでした。

しかし現在では、高性能な大型リチウムイオン電池が登場

し、また環境・エネルギー問題が待ったなしの状況であること

から、今度こそ本格的な普及を、という各方面からの期待が高

まっています。

三菱自動車では、このような期待に応えるためにも、『i MiEV』

の市場投入に向け開発を加速しています。

酷寒・酷暑への適応性や水中での安全性など電気自動車なら

ではの確認項目を含め、さまざまな条件での信頼性を検証する

最終段階の開発を進めています。

電気自動車の普及に向けて、さまざまな環境イベントへの出

展などを通じて、皆様に電気自動車の素晴らしさを知っていた

だくとともに、電気自動車の導入や普及に積極的な自治体との

協力や、充電インフラの構築に協力いただける他業界との協業

の検討などを行っています。全国各地で『 i MiEV』の試乗会な

どを行い、これまで1万人以上の方々に電気自動車を体験いた

だきました。

さらに、この活動は日本国内のみにとどまらず、世界へと拡

がっています。フランクフルト、ジュネーブ、ニューヨークなど

の国際モーターショーでの展示では、『 i MiEV』はいずれも大き

な反響を呼びました。また、各地で実施した試乗会では『 i MiEV』

の完成度の高さに賞賛をいただき、それぞれの地域への早期導

入を望む声が多く聞かれました。

このような声に応え、2008年から米国の電力会社との実証

走行試験を開始するほか、順次欧州などでも実証走行を行い、

『 i MiEV』のグローバル展開を目指します。

日本EVクラブ主催の「CO2削減 EV洞爺湖キャラバン」で東京-洞爺湖間を走破！
洞爺湖サミットにタイミングを合わせ、市民のCO2削減

メッセージを洞爺湖町まで EVで届けようというイベント

「CO2削減　EV洞爺湖キャラバン」が2008年6月20日か

ら26日にかけて行われました。当社からは『i MiEV』2台と

サポートスタッフ4名でこのイベントに協賛しました。道中

各県の県庁や、協賛企業の店舗、当社の販売会社などに立

ち寄りながら充電し、合計約 860kmを無事走りきりまし

た。860kmの走行にかかった電気代金は約1,700円（ガソ

リン車だと約10,000円）、CO2排出量は約35kg（発電時;

ガソリン車だと約175kg）と、驚きのデータも出ました。

キャラバン隊は各地でCO2削減の願いをこめた短冊を集

め、6月25日には洞爺湖町役場に到着、そして翌26日には

北海道庁を表敬訪問しました。『i MiEV』を運転した各ドライ

バーは、エコドライブの楽しさ、EVの素晴らしさ、実用性を

改めて感じて下さった様子でした。

今回のイベントは、『i MiEV』の実用性をアピールするよい

機会であったとともに、途中立ち寄って試乗していただいた

自治体や協賛各社、そして各販売会社の皆様には、『 i MiEV』

に触れていただく良いチャンスであったとも思います。

旅を無事に終えることができたのも、協賛各社、販売会社、

ならびに道中でお会いした皆様のご支援と励ましがあったお

かげです。皆様ありがとうございました。

堤　健一（MiEV事業統括室）

『i MiEV』用に開発した
新型リチウムイオン電池

-15℃の低温での性能確認試験

北海道庁前で記念撮影（2列目右から2番目が筆者）

びわ湖毎日マラソンでは
審判長車を務める

水深30cmでの渡渉試験

ニューヨーク・マンハッタンを試走する
『i MiEV』。
後方はエンパイア・ステート・ビル

順調に開発が進む さまざまな場面で可能性を実証する
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三菱自動車は、企業活動を通じて安全で高品質な商品・サービスを提供することで、大切なお客様と社会のため

に貢献していくとともに、良き企業市民の一員として自発的に、そして積極的に社会の課題解決に取り組み、健

全で持続可能な社会の発展に貢献していきます。

社会への貢献
企業市民の一人として

1. 次世代育成………… Support for the next generation
豊かな未来を創る次世代の育成を支援します。

2. 交通安全…………… Traffic safety
交通事故のない社会を目指し、交通安全の教育・普及に貢献します。

3. 環境保全…………… Environment preservation
大切な地球環境の保全に貢献します。

4. 地域活動…………… Participation in local communities
地域社会の活性化と発展に貢献します。

三菱自動車は、社会貢献活動の中から「次世代育成」「交通安全」「環境保全」「地域活動」の4つを主要なテーマとして取り組み、

企業理念に基づき、三菱自動車社会貢献“STEP”活動として推進していきます。

社会貢献活動方針

当社では、2008年4月、「社会貢献推進室」を新設し、同6月に「社会貢献活動方針」を制定しました。

注）関連記事をP.17に掲載しています。

スターキャンプ2007での「ものづくり体験」プログラムの一つ、
「MY箸づくりワークショップ」
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三菱自動車体験授業プログラム

「体験授業プログラム」は、「本物の体験を通じて楽しく学ぶ」

というコンセプトで、2005年度から開講しています。当社の

社員が各事業所所在地の最寄りの小学校などを中心に訪問し、

電気自動車『 i MiEV』の体験試乗を中心とした環境体験授業

や、デザイナーやモデラーの指導によるデザイン体験授業など

を行っています。2007年度は29講座を開催し、1,444名が受

講しました。また、「パジェロの森」がある山梨県早川町や東京

都伊豆大島町などでも開催し、「本物の体験」をする機会の少な

い地区への展開も図りました。

キッザニア／スターキャンプ

当社は、「キッザニア東京」が2006年10月にオープンした

当初から出展しています。これは、次世代を担う子供たちが夢

や目標を持ち、働くことの楽しさを体感できる、日本初の子供

向け職業・社会体験施設です。また、2009年3月オープン予定

の「キッザニア甲子園」にも出展を予定しています。当社はこの

出展により、“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”という企業姿勢を表すことができると考えています。

当社パビリオンでは、アクティビティ（具体的な仕事や体験）を

通じて、クルマ本来の魅力や楽しさ、走ることの歓びを感じる

ことができ、また自ら考え、行動することで、社会の仕組みや社

会生活の中で必要な協調性・積極性・コミュニケーション能力

など、生きてゆくチカラを身に付けることができます。

また2007年8月に、10年ぶりに復活した「スターキャンプ」

では、子供たちの生活力向上をテーマとしたさまざまなプログ

ラムを取り入れました。このような活動を通して、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、生活力向上な

どを通じて子供たちの育成に貢献していきたいと考えています。

upport for the next generation
＜次世代育成＞

クルマの学校

「クルマの学校」は、参加者の皆様と一緒に考え、一緒に学び、

一緒に楽しみながらクルマについて学ぶドライビングスクール

です。当社は、交通安全啓発活動の一環として1995年から実

施しています。参加者一人ひとりの不安や疑問に丁寧に応える

ため、講習会イベントは少人数で行い、コミュニケーションを

大切にしています。講習内容はユーザーの運転技術に合わせて

設定しています。基本コースは初心者を対象に、「車庫入れ」や

「縦列駐車」など苦手克服のためのポイントを、シルバーコース

では高齢化社会に対応するため、運転シミュレーターを使った

急ブレーキ体験や危険予知の講習を、また高性能スポーティー

カーのユーザーには、テストコースを使ってクルマを安全に扱

う方法を実際に体験する講習を、それぞれ経験豊富な講師陣が

行います。

raffic safety
＜交通安全＞S T

環境体験授業

クルマの学校
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パジェロの森

山梨県早川町の約3ヘクタールの山林を「パジェロの森」と命

名し、森林の保護・育成を行うほか、ボランティア活動で地域

との交流にも取り組んでいます。2007年11月の第1回活動で

は、約50名の社員やその家族・友人などのボランティアの協力

により、ケヤキなどの苗木約800本の植栽を行いました。

海外での植林などの取り組み

2008年5月、瀋陽航天三菱汽車発動機製造（中国・瀋陽）の

敷地内に、サクラの木（ソメイヨシノ）58本を植えました。

ミツビシ・モーターズ・オーストラリア（以下MMAL）では、

南オーストラリア州政府に法人販売した台数に応じて、MMAL

の走行試験コースに植林する活動を、社員・ボランティアの参

加により行っています。2007年度までに累計46,530本の植

林を行いました。

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「大草原復活プロジェクト」

に協賛し、1999年から活動しています。その結果、MMNA工

場近郊の3.9エーカー（約1.6ヘクタール）の土地に、自然の大

草原が蘇りました。

nvironment preservation
＜環境保全＞

工場見学の受け入れ

名古屋製作所（岡崎工場）、パワートレイン製作所（京都工場、

滋賀工場）、水島製作所、パジェロ製造において、地域の小学校

などに対して社会学習の場として、生産ラインなどを公開して

います。2007年度は、全事業所合わせて約3万9,000人の見

学者が来社されました。

企業訪問学習の受け入れ

中学生の「企業訪問学習」は、生徒自身が訪問企業を選んで

コンタクトを取った上で、修学旅行の際や総合学習の時間を利

用して企業を訪問し、学習するというものです。2007年度は、

本社（東京都）に13校の102名が来社されました。

ミャンマー大型サイクロン／中国四川大地震の被災者支援

2008年5月にミャンマーおよび中国において発生した災害

について、日本国内では、当社としての義捐金拠出に加え、社

員募金活動も実施して被災者支援を行いました。また、中国で

は現地関連会社による義捐金や社員募金の贈呈および救急車

の寄付を行いました。

articipation in local communities
＜地域活動＞E P

ther
＜その他の取り組み＞O

「パジェロの森」ボランティアによる植栽（2007年11月）

MMALの植林（左）とMMNA大草原復活プロジェクト（右）

車体生産ラインの見学（名古屋製作所）

中学生の企業訪問学習（本社）
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C o n t e n t s

当社は、信頼回復活動に終わりはないとの認識のもと、従

来のコンプライアンス・CSR（企業の社会的責任）活動に加え、

社会貢献活動やコーポレート・ガバナンスの強化をはじめと

する、社会との持続的共生を強く意識した活動に取り組んで

いきます。

また、従来どおりこれらの取り組みの状況を外部有識者で構

成する企業倫理委員会に報告し、外部視点でチェックして頂く

体制を継続します。

地道に、できることを少しずつ着実に前進させ、企業市民の

一員として永く社会と共生していくために、引き続きCSR最

優先企業であり続けます。

CSR最優先企業へ

社会と永く共生していくために 

■ 社会貢献活動の強化 
　「社会貢献推進室」の新設 

■ コーポレート・ガバナンス強化 
　 内部統制に対する体制整備など 

■ 企業倫理委員会 
　 外部視点でのチェック体制を継続 

コンプライアンス・CSR活動の継続 

CSR
最優先企業へ 
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当社では、これまで社会からの「信頼回復」を経営計画の柱の

一つに据えて取り組んできました。引き続き、CSR（企業の社会

的責任）を果たしていくことは重要課題であるとの認識のもと、

真摯に取り組んでいきます。

当社では、2004年のリコール問題への対処として徹底した

原因究明を行うとともに、これを教訓に「コンプライアンス第

一」「安全第一」「お客様第一」の方針のもと、全社を挙げた信頼

回復活動に取り組んできました。

そしてその取り組みに対し、取締役会の諮問機関であり、外

部有識者のみで構成される企業倫理委員会から、「社外の目」

「世間の常識」の視点で指導・助言を頂いています。

「コンプライアンス第一」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えない」との決意のもと、社会

の信頼を取り戻し誠実な企業と言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て自発的な行動を

促進する活動に取り組んでいます。

「安全第一」では、過去のリコール問題の反省を踏まえ、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を最重要課題と

位置付けて取り組んでいます。さらに、新品質情報システムの

導入による市場での品質改善の迅速化、クルマそのもののさら

なる品質向上を図るための開発・製造段階での品質の造り込み

を推進しています。

「お客様第一」では、三菱ユーザーからの満足を得ることはも

とより、広く一般消費者の皆様にも企業活動およびその姿勢を

理解して頂くことが重要と考え、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に取り組んでいます。

また、お客様から頂いた貴重なご意見を社内にフィードバッ

クし、商品やサービスに反映させるなど、お客様満足度向上の

ための取り組みも行っています。

以上の信頼回復の取り組みに対して、企業倫理委員会からは

「ほぼ初期的段階を終えた」との評価を頂きました。

2008年度から2010年度までの新たな中期経営計画「ステッ

プアップ2010」をスタートするにあたり、企業活動の基本であ

るCSRへの取り組みについて、「CSR最優先企業として、従来

の活動に加え、社会との持続的共生を目指した活動に積極的に

取り組んでいく」ことを社会に約束しました。

今後も、信頼回復活動に終わりはないとの認識のもと、従来の

コンプライアンス・CSR活動を継続し、さらに社会貢献活動やコー

ポレート・ガバナンス強化など、「社会と永く共生すること」を強く

意識した活動にも取り組んでいくことが重要と考えています。

社会貢献活動では、2008年4月に「社会貢献推進室」を新設

し、活動方針の策定や社内横断的な推進体制の構築など、活動の

充実・規模の拡大に向けた基盤整備を進めます（Topics参照）。

コーポレート・ガバナンスについても、内部統制に対する整

備をはじめ、全社的な取り組みを実践していきます。

また従来どおり、企業倫理委員会にこれらの取り組みの状

況を報告し、外部視点でチェックして頂く体制を継続してい

きます。

2007年度までの取り組み

2008年度以降の取り組み

CSR活動の継続・強化

Topics
社会貢献推進室を新設

従来より各地域ごとに社会貢献活動に取り組んできましたが、社としての統一的な活動として社会貢献活動を推進

するために、2008 年4 月にCSR 推進本部に「社会貢献推進室」を設置しました。これまでの活動の実績や今後の方向性

を整理し、2008 年6 月には、社会貢献活動方針を以下のとおり定めました。

今後は、社会貢献活動方針に基づき社内推進体制を構築するとともに、順次、国内関連会社、海外関連会社も含めた

活動に広げていく計画です。

注）関連記事をP.13～15に掲載しています。

1. 次世代育成 ………Support for the next generation
豊かな未来を創る次世代の育成を支援します。

2. 交通安全 …………Traffic safety
交通事故のない社会を目指し、交通安全の教育・普及に貢献します。

3. 環境保全 …………Environment preservation
大切な地球環境の保全に貢献します。

4. 地域活動 …………Participation in local communities
地域社会の活性化と発展に貢献します。

三菱自動車は、社会貢献活動の中から

「次世代育成」「交通安全」「環境保全」「地域

活動」の4つを主要なテーマとして取り組
み、企業理念に基づき、三菱自動車社会貢

献“STEP”活動として推進していきます。

[ 社会貢献活動方針 ]

▲▲▲
P.20

▲▲▲

P.23

▲▲▲

P.18

▲▲▲

P.24

▲▲▲

P.29-30
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注）前中期経営計画「三菱自動車再生計画」の終了に伴い、2008年3月末で事業再生モニタリング委員会を終了。
同じく、2008年4月以降の副社長の担当を「ステップアップ2010推進室」に変更。
取締役は、2008年6月19日より14名。

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。

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。

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、2007年度は延べ80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。2005年度には海外主要子会社に内部監査部門を、

また2007年度には国内販売子会社の広域統合を契機に各社

にCSR部門を設置するなど、国内外の当社グループ内のガバ

ナンス強化、内部統制強化に積極的に取り組んでいます。

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、田作委員長をはじめとする社外有識者と株主（計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て、2005年4月より合計31回の委員会を

通じて外部の視点で多数の貴重なご意見と助言を頂きました。

なお本委員会は、当初目的を達成したことから2008年3月

末をもって解散しました。

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

コーポレート・ガバナンス

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（2008年3月31日現在）

▲▲▲

P.21
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CSRへの取り組み

当社は、全社を挙げた内部統制システムの整備やリスク管理

体制の構築、そして社員教育などを通じて、関連法令を遵守し

た適正かつ安定した事業運営に努めています。

内部統制システムについては、「内部統制システム構築に関

する基本方針」に基づき、内外環境の変化に応じて、法令の遵

守、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んでいます。

2008年4月には、財務報告に関する方針および反社会的勢

力排除に向けた体制を基本方針に追加しました。また、2008

年度から適用となった金融商品取引法に基づく財務報告の信

頼性確保については、内部統制推進委員会（2008年度から内

部統制委員会に改称）主導のもと、連結経理部、業務監査部、リ

スクマネジメント推進チームなどを中心に全社的な取り組みを

展開しています。

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19名（2008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。

地震などの自然災害やその他の危機対応に関しては次の基

本方針を定め、規則・標準に基づいて定期的に教育・訓練を実

施し、被災時の安全性確保と被害縮小に努めています。

［基本方針］

①地域社会に対して、企業としての責務を果たすこと

②事業活動の支障となる悪影響に対し、可能な限り被害を極小

化すること

③対策の継続的な改善を図ること

④緊急時に実施した対応が人道的なものであれば、当社が一時

的に不利益を被ってもその責を追及しない

⑤対策に必要な資源は当社が用意する

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。

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。

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。

内部統制システムの整備

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

内部統制システムとリスク管理

事務局 

取締役会 

常務会 

内部統制委員会 

評価チーム 

本部長 

部長 部長 部長 部長 

国内外関連会社財務担当役員 

各単位 

推進責任者 

各単位 各単位 各単位 

推進 
責任者 

推進 
責任者 

推進 
責任者 

推進 
責任者 

推進員 推進員 推進員 推進員 

会社法分科会 IT全般統制分科会 

財務報告信頼性に係る内部統制 

■ 内部統制推進体制
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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、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（下図）。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19名（2007年度）を

任命し、さらに各部長をコードリーダーとし、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。

2007年度は「再生から未来へ」をテーマに、社員一人ひとり

の各職場・業務に根ざした自発的な活動を促進するとともに、

グループ内の情報共有の強化を目指し、研修会などを実施し

ました。

意識啓発活動

2007年度は、役員研修会の中で社外講師によるコンプライ

アンス研修を実施し、執行役員以上の常勤役員および常勤監査

役の計24名が参加しました。

また、身近な企業倫理問題を洗い出し、解決に向けて議論す

るための企業倫理問題検討会を各職場で実施し（年3回）、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。

このような各職場での討議に加え、各部門でコンプライアン

ス・オフィサーを中心に部門独自の施策を立案・実施し、企業

倫理遵守の推進に取り組みました。

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。既に社内相談窓口（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、通報者への不利益な取り扱いを禁ずるなど社

内規定の整備も行いました。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、当社の企業倫理基準である「三菱自動車企業

倫理」をより実務に即した社員の行動のガイドラインとなるよ

う全面改訂し、各職場で企業倫理問題検討会などの機会を利

用して内容の周知を図るとともに、その遵守を誓う誓約書に全

役職員が署名しました。また2008年1月、社員が常に念頭に

置いて行動するための指針である「三菱自動車行動基準」を改

訂しました。これら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。

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

必要であり、2005年度より国内のグループ会社（含む特約販

売会社）で先行した取り組みを実施しています。2006年度に

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

の実態把握を完了し、推進体制の構築に着手しました。

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。

2008年度以降は「社会との共生」をテーマに、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。

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

コンプライアンス

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

国内販売会社などを対象とした企業倫理担当実務者研修会
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三菱自動車工業（株）企業倫理委員会（以下、委員会）は、当社

取締役会の諮問機関として2004年 6月に発足しました。当

時、当社では「リコール隠し問題」が再燃し、社会からの信用失

墜によって会社存亡の危機にあったことから、信頼回復、会社

再生の切り札の一つとして設立されました。委員会は社外の有

識者のみで構成され、コンプライアンス確立などを中心に当社

の信頼回復活動全般について、もっぱら「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を目的とし

ています。また対象範囲は、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んでいます。

2004年7月に第1回委員会を開催以来、2008年6月まで

に合計 47回の委員会を開催、112議題について「社外の目」

「世間の常識」から率直な疑問や意見を述べて頂きました。議

題を大別すると以下のとおりで、その内容は多岐にわたってい

ます（【 】内は議題数または回数）。

1リコール問題への対応【23】

2リコール業務プロセス改革と品質向上への取り組み【15】

3コンプライアンス浸透への取り組み【31】

4企業風土改革をはじめとするその他の取り組み【38】

5製作所、販売会社の実情視察【5】

当社取締役会が諮問した「信頼回復活動の取りまとめと評

価・提言など」について、2007年5月21日に委員会より答申

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

を、「その信頼回復活動がトップのゆ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」

など高く評価する一方、「当社における信頼回復は今なお道半

ばの段階であり、弛まざる信頼回復活動の継続は引き続き必

要」と、会社再生をさらに後押しする指摘や提言を頂きました。

この指摘や提言に対する当社の取り組みについても、委員会に

その都度説明して意見を頂きました。今後はご意見を踏まえ、

各担当部門が具体的な施策として進めていきます。

2007年度は12回の委員会を開催し、答申書への当社対応

を含め、「三菱自動車企業倫理」の見直しや2007年度企業倫理

遵守促進プログラムなど31議題を説明しました。公式な委員

会のほかにも、7月のコンプライアンス・オフィサー会議と9月

の品質対策会議にオブザーバーとして出席して頂き、そこで感

じた疑問やご意見を伺いました。岡崎地区視察の際には、電気

自動車の概要説明や『 i MiEV』の試乗を通じて、当社の環境へ

の取り組みの現状をご理解頂きました。そのほか、緊急の案件

については、随時説明しご意見・ご指導を頂きました。

企業倫理委員会について

発足以来の活動実績

個人情報保護

2007年度の活動の概要

企業倫理委員会の活動報告

企業倫理委員会のメンバー

山本 信之　委員 宮本 一子　委員 川岸 近衛　委員 松田 昇　委員長 藤本 隆宏　委員 村 和男　委員

製作所の視察（2004年7月28日、名古屋製作所） 『 i MiEV』の試乗（2007年9月20日、技術センター）

※1 答申書の全文は、当社ホームページに掲載しています。

※1
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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・地域コミュニティとともに

販売会社とともに

社員とともに

................................................... 23
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................................................ 29
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三菱自動車の社会への取り組み

社会への取り組み ステークホルダーとともに

社
会
へ
の
取
り
組
み

C o n t e n t s

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。

ステークホルダーとともに

お客様
株主
・

債権者

社　員 社　会

販売会社
調達

パートナー

お客様の生涯満足度最大化
走行性能・走破性能、安全性・耐久性に
おけるブランドの確立

効率的グローバル化
持続的発展の継続
安定収益の確保

強固なパートナーシップの確立

情熱と誇りの
回復

環境への
継続的な配慮

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。

■ステークホルダー相関図



Topics
不具合指摘件数が減少

このような取り組みを継続してきた結果、国土

交通省「自動車不具合情報ホットライン 」に使用

者の皆様から寄せられる不具合情報の件数は減少

傾向にあり、2007年度では業界他社並みの水準と

なっています。

社会への取り組み

23

当社では、お客様に高品質な商品をお届けし、安心してお使

い頂くために、さまざまな取り組みを行っています。

当社では、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・未然防止を確実

に行うことを最重要課題と位置付けています。

迅速で厳格な市場措置判定プロセス

■ 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

市場措置の要否判定結果にかかわらず、全案件を取締役会に

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。

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。7段階のク

オリティーゲートで、すべての要件について達成すべき水準が

達成されているか審査・評価し、次の段階に進みます。

■ ISQC(In Stage Quality Creation)

製造ラインの各工程で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・組立て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ること、また社内への品質

意識の定着が欠かせません。そのために品質工学、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。

品質の高い商品を提供するために

お客様とともに

2007200620052004 ［年度］

A社 
B社 
C社 
D社 
三菱自動車 

0

50

100

300
（件） 

■国土交通省ホットライン受付件数
（保有台数100万台当たり）

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

※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）
※3 自動車不具合情報ホットライン：国土交通省では、不具合情報を収集して分析し、迅速なリコールの実施などに役立てています。

※1

※2

※3
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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。

受付体制は年末年始の12月31日～1月3日を除き無休と

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

スの向上に反映しています。

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。

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年より福

祉車両『ハーティーラン』シリーズの発売を開始、現在、車いす

のまま乗車するタイプを4車種、座席が回転し乗降を容易にす

るタイプを7車種ラインナップしています。常設展示場として

「三菱バリアフリーラウンジ多摩」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、2007年度に450台の福祉車両を販売しました。そのほ

かにも、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、ドイツ車いすスポーツ協会の後援も

行っています。

一人でも多くのお客様に移動する自由をお客様とのコミュニケーションのために

三菱自動車　お客様相談センター

　0120-324-860
平 日：9～17時 
土・日：9～12時／13時～17時 
カタログのご請求は24時間受け付けております。 

お問い合わせページ

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

Web

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

Web

『デリカD:5』サイドムービングシート仕様車
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株主・債権者とともに

各種刊行物の発行や工場見学会の開催などにより、株主や債

権者の皆様への情報開示に努めています。

株主様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、極力集中

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、

質疑にも積極的にお答えするなど、当社への理解活動に努め

ています。

「株主通信ROUTE（ルート）」を2007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。

●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。

当社への理解をより一層深めて頂くことを目的として、2008

年3月に個人株主様向けの工場見学会を名古屋製作所（岡崎工

場）において開催しました。多数のご応募の中から抽選の結果、

約100名の方に実際に自動車を組み立てる工程などをご覧頂

きました。今後もこのようなイベントを実施し、当社への理解

促進に努めます。

2008年3月　名古屋製作所での工場見学会

2007年12月発行
「株主通信ROUTE（ルート）」

「株主通信ROUTE（ルート）」を発行

情報開示の充実

工場見学会

株主総会

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
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調達パートナーとともに

お取引先との信頼関係や協力体制の構築に努め、協力して改

善活動などに取り組んでいます。

調達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一つとして、お取引先と「工場パフォー

マンス改善活動」に取り組んできました。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、お取引先と同じ目線でともに取り組むものです。さらな

る活動効果を引き出すために、2008年度からは、VE活動など

のお取引先とともに取り組む他の活動と統合し、「ものづくり

力向上活動」と称して、購買部門が窓口となり、お取引先と社

内関係部門が連携しながら新たな活動を展開していきます。

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。参加企業数は、主要なお取引先167

社となっています（2008年5月末現在）。

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。

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、活動して頂いた結果、2007年度末時

点での取得率は96.7%となっています。

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167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） （%） 
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■ ISO14001認証取得状況（社数）の推移

※1

※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。
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社会・地域コミュニティとともに

当社では、寄付・義捐金や各種の交通安全の取り組み、地域

住民の皆様への施設開放などさまざまな活動を通じて社会・地

域コミュニティとの共生を図っています。

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を中心に支援を行っ

ており、2007年度は、新潟県中越沖地震の被災地に対し、支

援物資の寄付や義捐金の拠出を行っています。

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。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。

桜の花の季節になると、水島製作所前にある当社グラウンド

を「三菱自動車桜花見」として一般開放しています。

これは、水島の名所である当社グラウンドの桜を地域の方々

にも楽しんで頂こうと、20年以上前から毎年行っているもの

で、今では水島の風物詩となっています。

会場では100本以上のソメイヨシノのもと、職場同僚との懇

親、近隣企業の宴会、地域のご家族連れの団らん風景などが見

られ、毎年約3,000人以上の方に楽しんで頂いています。

岡崎地区（名古屋製作所／技術センターほか）の社員が参加

する自主活動組織「三菱自動車セーフティドライバーズクラブ」

では、年間を通して会社周辺の交差点での早朝交通安全立哨

や、各種団体への交通安全グッズなどの寄贈を行っています。

また、工場周辺の美化活動も展開し、地元とのコミュニケー

ションに努めています。

三菱自動車桜花見

社員による早朝交通安全立哨の様子

小学生向けパンフレット「こんにちは三菱自動車です。」

水島製作所（岡山県）の取り組み

名古屋製作所（愛知県）の取り組み

寄付／義捐金

小学生自動車相談室

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/j/flash.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、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、2005年から始まり毎年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。

当該和解に基づき、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

の資金拠出を行いました。

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

ファーストは当社など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、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て

います。

小さな子供たちでも、シートベルトやチャイルドシートを使

用することの重要性や正しい装着方法を楽しみながら学べるよ

うに、ビデオや塗り絵帳などさまざまな教材を用意しています。

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ
（アメリカ）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

観光客の駐車場利用風景 キッズ セーフティ ファーストのTシャツ
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販売会社とともに

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

行っております。

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。2007年度は、20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。

2007年度は、昨年に引き続き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「全国商談ロールプレイ大会」を

実施。お客様にご満足頂けるお店づくりを目指しています。

これまで当社では、アフターサービス機能を品質部門と合わ

せて「品質・サービス技術統括部門」に集約していましたが、

2008年4月1日付で国内営業部門と統合し、「国内営業・アフ

ターサービス統括部門」としました。営業部門と連携してお客

様のカーライフを生涯サポートすることを目指し、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」については、2005年度に技術力の維持・向上を目指

して制度を改正しました。さらにサービススタッフ向けの研修

において、単に技術内容だけではなく、来店したお客様にご満

足頂けるよう、CSを意識した内容を盛り込み、最終的にはサー

ビスエンジニアが自ら実施した整備内容の説明まで対応できる

ように、販売店全体のレベルアップとCS向上を図っています。

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2007年度には37名が取得、2007年度末の時点で合計

110名が保有しているなど、より高いサービス技術の研鑽に努

めています。

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

して引き続き実施しています。2007年度は延べ121回開催、

合計で2,513名が受講し、研修で学んだ成果をそれぞれの販売

店で実践しています。

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。

北海道三菱自動車販売　北野店の店内

2007年度全国商談ロールプレイ大会

アフターサービスと営業との連携

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
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2007年度は、「気配り、目配り、足配り宣言」と題したCS向

上キャンペーンを実施し、全国の販売会社とともにお客様満足

度向上に取り組みました。その活動方針は、具体的には以下の

3項目です。

1気配り、目配り、足配りでお出迎えします。

2「聴き上手」になります。

3お客様の「知りたい」にお応えします。

その結果、当社が行ったCS調査において、「点検整備入庫意

向」の項目が、2006年度に較べて1.7ポイント向上しました。

またCS評価の高い販売会社をCS好事例として当社が取材し、

全国の販売会社に紹介することで水平展開し、さらなるCS向

上を図っています。

2008年度については、引き続きCSキャンペーンに取り組

むとともに、お客様に多くの「いいね！」を感じて頂けるお店づ

くりとして、「お得意様づくり」の活動を推進していきます。さ

らに、一人ひとりのスタッフレベルから、店舗ぐるみの取り組

みに至るまで、お客様対応を全面的に強化し、お客様の楽しい

カーライフをサポートできるお店を目指します。

販売会社に対する技術サポート強化および

お客様対応支援

販売会社支援・現場調査能力の強化を目的とし、アフター

サービス本部に属する「国内サービス技術部」を、2008年4月

の職制改正により国内営業・アフターサービス統括部門に置

いています。営業部門との連携により、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。

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。2007年4月および7月の広域統合により29社から5社

となった連結販売会社では、事業部などの単位で4社208店

舗が認証を取得しています。また非連結販売会社では、座間三

菱自動車販売（株）が2008年4月に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。

環境保全に向けた連携

※1

※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。

※2 2008年3月より、新潟三菱自動車販売を加え、6社。

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

社員とともに

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きます。

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、2007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、いきいきと長く働

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、2006年

度に70名、2007年度に82名の再雇用を行っています。

また、障がい者の雇用についても力を入れており、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、知的障がい者雇用の

ための特例子会社「MMCウイング」を設立し、新たに障がい者

の活躍の場を創出しました。

「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、仕事と子育ての両立に関わる取り組みに

ついては次世代育成支援対策推進法の趣旨に沿い、育児休業・

短時間勤務制度の適用拡大、妊娠

期休業制度の新設など、各種制度

の充実に努め、2007年6月には厚

生労働省の認定マーク（愛称：くる

みん）を取得しました。

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。2007年度の休業度数率　は0.26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･違反などの届け出を義務

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

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

効果として重要であり、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・電話・メール）

●健康保険組合での健康相談（面談・電話・メール）

●管理者へのメンタルヘルス教育

働きやすい職場環境づくり

安全衛生・交通安全

高齢者の雇用・障がい者の雇用

※1

※2

くるみん

人事施策
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※3 ふらっと：ふらっと気軽に立ち寄る雰囲気で、上下の隔てなく（flat）フランクに話し合える場、という意味合い。

社員がいきいきと働ける職場をつくり、事業を円滑に進めて

いくために、会社と社員をつなぐ社内コミュニケーションは重

要な役割を果たします。当社では、社内報、イントラネットな

どいろいろなツールを通じて社内外の情報やトップの方針を共

有し、社内コミュニケーションの活性化を図っています。

社内報を刷新し内容を充実

2007年度まで社内報「REBORN」を原則月1回発行してき

ましたが、2008年4月にこれに代わって、紙面の充実を図っ

た「Evolution Spirit」を創刊しました。国内版・海外版を発行

し、グローバルにグループ内の情報を共有しています。

社内イントラネットの刷新

社内外の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集約し、社員の業務を多角

的にサポートしています。2007年3月には、利便性向上などを

狙いトップページを刷新しました。

ビデオニュースの配信

お客様の声や社員の取り組みなど、文字や写真では伝えき

れない情報、ニュースを厳選して動画でまとめ、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もあり、2007

年度は22本を配信しました。

幹部と社員の対話

当社では、経営陣が積極的に社員との対話を行っています。

特にその中でも、社長による職場訪問や社員との対話会を「ふ

らっと 」と呼び、各事業所で実施しています。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、社員からは生の声を伝え、

現場からの問題提起を行っています。

社員提案の受付窓口の設置

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。

また、2006年度から人事・福利厚生について、2007年度か

らは商品、国内販売などについての社員からの提案を、担当部

門が直接受け付けるメール窓口も開設しています。

社内コミュニケーション

京都工場の現場で社員と対話する益子社長（右）

社内報「Evolution Spirit」

※3

Topics
当社女性社員が

技能五輪全国大会に出場

2008年2月から3月にかけて行われた第45回

技能五輪全国大会に、当社パワートレイン製作所

に所属する女性社員の谷口裕依選手が、機械組立

て職種の京都府代表として出場しました。女性競

技者の出場は当社初であるばかりでなく、同全国

大会の機械組立て職種の競技としても初めてのこ

とです。今回、入賞

することはできませ

んでしたが、気持ち

を切り替え、日本の

ものづくりに貢献す

るため日々技術を磨

き続けています。

パワートレイン製作所　谷口裕依選手
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三菱自動車の環境への取り組み

三菱自動車は、“地球を走る、地球と生きる”をテーマに、地

球環境に配慮しながら、地球上のさまざまな地域の大切なお客

様に、走る歓びと確かな安心を提供することを目指してクルマ

づくりを進めています。人とクルマ、社会とクルマ、そして地球

とクルマがいつまでも永く共生すること。それらが私たちの目

指す未来です。今、私たちは、地球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開

発と商品化のみならず、生産や販売などのすべての事業活動

や、そしてこれら事業活動以外での「社会貢献活動」にも及ん

でいます。

地球と共生し、持続可能な社会の
実現に貢献します。

“Drive@earth（ドライブ・アット・アース）”

C o n t e n t s

三菱自動車　環境指針
環境取り組み体制
環境行動計画2010
環境マネジメント
グローバル環境マネジメント
環境会計
生産におけるマテリアルバランス
環境配慮設計
情報公開・環境コミュニケーション

地球温暖化防止
燃費向上への取り組み
製品におけるCO2排出量低減
エコドライブへの支援
生産におけるCO2排出量低減
物流におけるCO2排出量低減

環境汚染防止
クリーンエネルギー車・低排出ガス車の展開拡大
製品の環境負荷物質の管理・削減
生産における環境負荷物質の管理・削減

リサイクル・省資源
3Rを配慮した設計・開発の推進
生産における資源有効利用の促進
使用済自動車のリサイクルの推進

2007年度 新型車の環境情報
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当社は、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1999年に策定しました。

「環境指針」では、環境保全が当社の最重要課題の一つであると認識し、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。

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。

当社では社長を議長とする「環境会議」を1993年から年1回開催しています。この環境会議では、環境への取り組みに関する中

長期の基本方針を決定するとともに、「環境行動計画2010」の進捗状況や当年度の目標について確認しています。これらの目標達

成に向け、社内各部門を横通しする3つの部会が、PDCA サイクルを回しながら活動を推進しており、活動状況や結果について、

事務局が四半期ごとにフォローアップと進捗管理を行っています。

2008年5月の環境会議では、グループとしての環境マネジメントの強化や、各分野でのCO2排出量削減方策などについて審議

し、活動の方向性を決定しました。

環
境
会
議 

事
務
局  

環
境
技
術
部 

議
　
長  

社
長 

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 
注）各部会長は役員クラス 

環境マネジメント・リサイクル部会 

連携 

連携 

：
 

：
 

2008年5月14日現在

三菱自動車　環境指針

環境取り組み体制

※1

※1 Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の管理サイクル
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環境への取り組み 環境行動計画2010

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

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

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

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）

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

区分 項目 2010年目標（具体的な実施事項・目標など）

●環境マネジメントの非生産関連会社（含む海外）への拡大

●国内販売会社で環境マネジメント認証 EA21取得を推進

●社内環境マネジメントシステム（EMS）の取り組み充実

●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

●全製品の LCA評価と設計開発への活用

●MMCグループの環境意識の向上

●環境取り組み活動に関する情報開示の拡大と内容充実

●小学校への訪問授業の拡大

●「パジェロの森」育林活動の推進

●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）

●【国内】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

●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

●日本自動車工業会の自主目標を、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

●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

●【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 8%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

●埋立処分量の全工場ゼロ化を維持

●工程内リサイクル率 98%以上の継続

●売上高当たりの鋳物廃砂、金属くず発生量を2011年度に2006年度比 1.0%低減

●水使用量 2000年度比 5%以上削減

●：継続項目　●：新規追加項目　●：完了項目

当社では、環境への取り組みに関する 5ヵ年計画「環境行動計画 2010」を 2006年度に策定し、全社をあげて、また
三菱自動車グループ各社とも連携しながら、その目標達成に向けて活動を推進しています。

2007年度は、いくつかの項目で自主目標への未達や計画に対する進捗遅れなどがありましたが、ほとんどの項目で
概ね計画どおりに進捗し、所期の目標を達成することができました。

環境行動計画2010



MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 2008 36

環
境
へ
の
取
り
組
み

環
境
行
動
計
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0
1
0

非生産関連会社の自主目標管理・フォロー体制を構築

連結販売会社 223店舗で認証取得を目指し、175店舗で取得
（達成率 79%）

本社オフィス（東京）で ISO14001取得

396社中 383社が取得。取得率 96.7%

新規環境配慮部品の LCA評価を実施（10件）
LCAデータ収集マニュアルを作成・活用

関連会社 3社を含め7地区で「環境活動説明会」を開催。約 800名が参加

社会環境報告書の継続発行。Webサイトを充実。環境企業CMを開始

目標 25校に対し29校で実施。参加生徒数は約 1,400名

社員ボランティアによる育林活動を開始

2007年投入の主要新型車はクラス上位の燃費を達成。

1,500kg区分で新たに達成したが、1,000kg区分では未達成

商品化に向け開発中

ツインクラッチ-SSTを『ランサーエボリューション』に採用

ブラジル向けにフレキシブル・フューエル・ビークルを投入。欧州・米国向けを開発中

「竹繊維 PBS内装部品」を『i MiEV』実証走行試験車に採用

複数の新冷媒を評価中

2007年度は1990年度比 26%削減

一部製品の生産移管などにより目標未達。改善策を検討中

『i MiEV』を用いて、複数の電力会社との実証走行試験を開始

4☆車を計画通り順次投入。登録乗用車の4☆車比率は約 85%

2007年度投入の新型車は全て目標値を達成

新型車の環境負荷物質使用量を調査、管理

環境負荷物質規制へ前倒し適合

切り替え目標を策定し、取引先へ周知

VOC排出量原単位を2000年度比約 45%削減

PRTR対象物質排出量および移動量は前年度比 4%削減

処理計画を策定し、処理委託先と契約を締結

建屋、機械設備の対策計画を完了

ASRの再資源化率は68.8%と70%を下回った

廃車回収システムを構築済。リサイクル可能率データ収集体制を構築中

「ワイヤハーネスのリサイクル設計ガイドライン」を作成

バンパーリサイクル材の使用部品を47部品に拡大（2006年度 40部品）

2002年度から継続達成中

2001年度から継続達成中

9.2t/億円で2006年度比 18%減

2001年度から継続達成中

2007年度実績

事業の活動分野別に目標管理と活動横通しを推進

連結販売会社 100店舗の認証取得を推進
（全 346店舗中、約 90%の認証取得を目指す）

各地区の環境マネジメントの横通しや統合管理を推進

グリーン調達ガイドラインに基づくお取引先との連携強化

LCAの本格活用に向け、方法や体制を改善

連結販売会社や海外関連会社へ対象範囲を拡大

環境負荷実績など開示内容を充実、社外意見を積極的に反映

30校以上を目標に活動を継続

育林面積を拡大し、活動を継続

低燃費技術の導入により、新型車の燃費はクラス上位を目指す

全区分での2010年基準早期達成に向け、新型車・既販車の燃費
向上を推進

商品化に向け開発を推進

展開拡大に向け、開発を推進

欧州・米国向け市場投入に向け、開発を推進

新規植物由来樹脂の開発を推進

新冷媒の評価を完了。新冷媒エアコンの開発を推進

生産関連会社を含めた目標達成活動を推進

2010年までに原単位を4%以上低減する活動を推進

電力会社との実証走行試験を推進
2009年の市場投入に向け開発を推進

4☆車を順次投入

（前倒し達成計画は完了）目標値達成を継続

2008年度新型車の環境負荷物質使用量を調査

規制適合を継続

切り替え可能なものから、順次鉛フリーはんだへ切り替え

引き続き目標達成レベルを維持

引き続き削減を継続

処理計画に従い、順次処理に着手

（処理計画は完了）

新規処理施設の開拓等により、ASRの再資源化率向上を推進

リサイクル可能率データ収集体制を確立

電気自動車用電池のリサイクルなど新たな取り組みを推進

リサイクル材使用をさらに拡大

生産関連会社も含め、ゼロ化を維持

社外排出量原単位を目標管理

引き続き目標達成を維持

（日常管理項目として継続）

A

L

A

A

A

A

A

A

A

A

L

A

A

A

A

A

A

F

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

L

A

A

A

A

A

A

A

2008年度計画評価 参照ページ

▲▲▲

P.39

▲▲▲

P.39

▲▲▲

P.26

▲▲▲

P.44

▲▲▲

P.45

▲▲▲

P.46

▲▲▲

P.45

▲▲▲

P.46

▲▲▲

P.47

▲▲▲

P.48

▲▲▲

P.50

▲▲▲

P.50

▲▲▲

P.51

▲▲▲

P.51

▲▲▲

P.51

▲▲▲

P.52

▲▲▲

P.52

▲▲▲

P.52

▲▲▲

P.52

▲▲▲

P.56

▲▲▲

P.56

▲▲▲

P.54

▲▲▲

P.54

▲▲▲

P.55

▲▲▲

P.55

▲▲▲

P.55

▲▲▲

P.44

▲▲▲

P.15

▲▲▲

P.14

▲▲▲

P.42

▲▲▲

P.42

「評価」は年度の計画に対する目標達成度

A：目標達成（順調に進捗）

F：遅延しているが、早期の挽回が可能

L：年度目標未達で計画の変更が必要
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開発・営業拠点 

生産拠点 

MME

MMGF

MMTh/MEC

MMPC/ATC

MMC

MMNZ

MMNA

MRDA

MMNA

MMSC

MMAL

NedCar
MRDE

■2007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・サービス 販　売

●三菱自動車エンジニアリング

●MRDA（米国）
●MRDE（ドイツ）

●パジェロ製造

●水菱プラスチック

●水島工業

●MMNA（米国）
●NedCar（オランダ）
●MMAL（オーストラリア）
●MMTh/MEC（タイ）
●MMPC/ATC（フィリピン）

●三菱自動車ロジテクノ ●三菱自動車カーライフプロダクツ

●販売会社（5社）
●部品販売会社（3社）
●MMNA（米国）
●MME（オランダ）
●MMNZ（ニュージーランド）
●MMSC（プエルトリコ）
●MMGF（UAE）

※1 MMAL：2008年3月生産終了

自動車は、お客様に使用いただく期間中はもちろん、開発から生産、さらには廃車処理に至るまでのライフサイクル

全体で環境に負荷を与えています。また、開発、生産、販売などの当社の企業活動は全世界に展開しています。そのため

当社は、国内外のグループ会社とともに、地球規模で環境負荷の低減活動を推進する「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、国内の販売会社では、環境省が制定した環境マネジメントシステム（EMS）である「エコアクション21（EA21）」
の導入を推進中であり、2007年度は新たに175店舗で認証を取得しました。
また国内外の生産会社では、従来から国際規格である ISO14001の認証を取得して環境負荷の低減活動を進めており、

2007年度からは、開発や販売など非生産領域の事業拠点での環境負荷の把握と削減にも総合的に取り組んでいます。

2007年度、グローバル環境マネジメントの対象としたグループ会社は、国内外の連結子会社（計28社）です。

当社の取り組み

環境マネジメント

※1
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●国内生産関連会社との環境情報共有体制の整備

●海外生産関連会社の環境負荷低減目標設定に向けた環境負

荷情報の把握

主要な生産関連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として、当社と一体的な環境取り組み活動

を推進しています。

また、水島工業（株）と水菱プラスチック（株）の2社とは、｢三

菱自動車グループ工場環境連絡会｣を2007年度は2回開催し、

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、

メンバー各社のCO2低減、廃棄物低減などの環境への取り組

み状況について、情報交換を行いました。

国際生産会議の一部として、海外環境生産部会を2007年

7月と2008年2月の2回開催しました。これまで、海外の主

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）の5

工場が参加していましたが、2007年度からはMEC（タイ）、

ATC（フィリピン）が新たに参加し、各国の環境保全への取り

組みや環境関連法に対する順守状況を確認しました。

海外環境生産部会では下記について今後、重点的に取り組

むこととしました。

1. 海外工場との一体的な目標管理

①エネルギー使用量の目標設定

②廃棄物・有価物排出量の目標設定

2. 環境負荷物質管理体制の構築（IMDS の導入）

また、MMNA（米国）、NedCar（オランダ）とは、グループと

しての環境方針やグループ一体となった環境活動の推進につい

て意見交換を現地で行い、三菱自動車グループとしてのより一

層の取り組みを確認しました。

国内生産関連会社については、「三菱自動車グループ工場環境

連絡会」を開催し、環境負荷情報や課題の共有化ができました。

海外生産関連会社については、海外環境生産部会において、

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。

国内の生産関連会社については、引き続き緊密な連携体制を

維持し、一体的な目標管理を推進していきます。

海外主要工場については、各工場が設定した環境負荷低減の

目標に対し、進捗状況を把握し、横通ししながら一体的な環境

負荷低減活動を進めていきます。

国内生産関連会社との連携

海外生産関連会社との連携

※2

※2 IMDS（International Material Data System）：自動車を構成する約3万点の部品の材料および含有物質情報を収集するためのシステム。
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グローバル環境マネジメント　生産分野での取り組み

国際生産会議（海外環境生産部会）の様子

NedCar（オランダ）では「Environmental Annual Report」で環境情報などを公表。

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/index.htmlWeb
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環境への取り組み 環境マネジメント

環境負荷データの実績把握

環境負荷低減に向けた目標管理の展開

国内販売会社のEA21認証取得

国内販売会社では、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）」を導入し、環境マネジメント

システムの構築と、CO2排出量、廃棄物排出量、水使用量の低

減活動を推進しています。

国内連結販売会社では、販売会社の統合（2007年7月に29

社を5社に統合）に伴い、事業部などの単位で連結販売会社4

社208店舗が認証を取得しています。

生産分野に比べ環境負荷の少ないオフィス・販売会社につ

いても、三菱自動車グループとして目標管理フォロー体制を構

築することができました。また海外については、環境負荷の実

態や各国・地域の環境法規制などの順守状況を把握すること

ができました。

EA21認証取得については、販売会社の統合の影響もあり、

2007年度取得計画（223店舗）に対して175店舗が取得、目標

達成率は79%でした。

目標管理を推進していく上では、各社の事業活動（研究開発､

補用部品保管･配送､車両整備技術教育､事務業務など）に伴う

環境負荷・リスクも異なるため、事業分野別の環境負荷低減活

動を推進していきます。また効果的な改善事例を共有するな

ど、各社の活動の横展開を推進します。

EA21認証取得の取り組みは、国内連結販売会社全店舗（346

店舗）での取得を目指し、継続して推進します。

●環境負荷データの実績把握と目標管理の展開

●国内連結販売会社における環境マネジメントシステム「エコ

アクション21（EA21）」の認証取得推進

三菱自動車グループ各社のオフィスや開発、販売などの各拠

点では、国内・海外の共通事項としてCO2排出量低減に取り組

んでおり、さらに国内では、廃棄物排出量の低減についても取

り組んでいます。

環境負荷データの管理項目として、2007年4月から以下の

共通指標を設定し、低減活動を推進しています。

①エネルギー使用量

②廃棄物排出量（国内のみ）

2008年度から各社と連携した目標管理を推進するため、

2008年度の目標設定と達成に向けた取り組みを要請しました。

国内では2008年2月に「国内連結環境マネジメント連絡会」を

開催し、海外では2008年3月に北米、中米、欧州、中東の各社

において､三菱自動車グループの環境負荷低減活動の方針説明

を行い、2008年度の活動推進を要請しました。

グローバル環境マネジメント オフィス・販売会社での取り組み

▲▲▲

P.48

エコアクション21（EA21）認証・登録状況
2006年7月、自動車販売会社としては初めて愛知中央三菱自動車販売（株）がエコアクション21を取得しました。

以降、三菱自動車では、認証取得を推進し、2008年5月末現在、連結販売会社4社208店舗で認証を取得しています。

そのほかに座間三菱自動車販売（株）が2008年4月に認証を取得しています。

※1 店舗数：新車販売店舗の他に中古車販売店舗、サービスセンター等も含みます。

認証取得範囲会社名 店舗数 認証・登録日
東日本三菱自動車販売（株）

関東三菱自動車販売（株）

中部三菱自動車販売（株）

西日本三菱自動車販売（株）

岩手事業部

栃木・群馬事業部

福島事業部

東京第1・2営業本部
神奈川営業本部

埼玉営業本部

愛知販売部

第1営業本部（大阪）
第2営業本部（岡山・島根）

14店舗
14店舗
16店舗
45店舗
31店舗
13店舗
20店舗
30店舗
25店舗

’07年7月
’07年6月
’08年5月
’07年9月
’07年7月
’07年2月
’06年7月
’08年4月
’07年9月

※1

EA21認証･登録証
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注）対象となる生産領域は国内工場（パジェロ製造（株）を含む）
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当社では、環境保全活動に関するコストと効果を定量的に把握するために、1998年度から環境会計を導入してい

ます。環境省の「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠しつつ、当社独自の基準を加味して集計しています。

●対象期間：2007年4月～2008年3月

●集計範囲：当社単体

環境会計

2007年度の当社の生産領域（国内）での資源投入量と、排出量の概要を以下に示します。

生産におけるマテリアルバランス（フロー図）

（投入） 
INPUT

（排出） 
OUTPUT

エネルギー 
生産領域 

生産台数：876千台 

8.7×106GJ

原材料（鉄・アルミなど） 
261千t

化学物質（PRTR対象物質） 
4,969t

水資源 
4,770千m2

温室効果ガス（CO2） 
383千t

廃棄物埋立処分 
52t

化学物質（PRTR対象物質） 
696t

SOx
25t

NOx
92t

排水 
3,579千m2

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動など
の公害防止

省エネなどの地球温暖化防止、フロン回収など
のオゾン層破壊防止

廃棄物発生量の低減・適正処理、再利用の促進
など

使用済みバンパーの回収、自動車リサイクル法
対応など

ISO14001の認証取得・維持、社員教育、環境情
報公開、環境広告など

燃費向上、排ガス対策などの製品の環境負荷低
減に関する研究開発

「パジェロの森」森林育成活動、地域環境活動支
援、環境関連団体への寄付など

事業活動が環境に与えた損害への補償など

事業エリア内
コスト

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷対応コスト

合計

公害防止
コスト

地球環境保全
コスト

資源循環
コスト

主な取り組みの内容

94

24

0

0

2

542

0

投資額（百万円）

1,804

46

981

401

1,888

21,810

55

0

662

881

27,866

費用（百万円）

温暖化防止の効果

環境汚染防止の効果

リサイクル・
省資源の効果

環境保全効果分類

■2007年度　環境保全コストおよび効果

廃棄物のリサイクルまたは使用済み製品のリサイクルによる事業収入

省エネルギーによるエネルギー費の低減

省資源またはリサイクルによる廃棄物処理費の低減

収益

費用節減

合計

効果の内容

3,617

404

4

4,025

金額（百万円）分類

■2007年度　環境保全対策に伴う経済効果（実質効果）

▲▲▲

P.43-48

▲▲▲

P.49-52

▲▲▲

P.53-57
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※1 LCA：ライフサイクルアセスメント。製品の環境影響をライフサイクル全体で評価する方法。生産から廃棄までのライフサイクル全体の環境負荷を集計・評価する。
※2 カーボンニュートラル： 植物を燃やすとCO2を排出するが、植物の成長過程で光合成により大気中のCO2を吸収しているため、CO2の収支はプラスマイナスゼロ

になるという炭素循環の考え方。

部品のLCA評価結果を開発に活用し、2007年度の目標を達

成しました。

全製品のLCA評価、LCAの開発設計への本格的な活用に向

け、引き続き部品や車両のLCA評価を実施し、方法や体制につ

いても改善を図っていきます。

●部品のLCA 評価と設計開発への適用

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。

2007年度は、10件の先行開発部品に対してLCA評価を実

施し、設計開発段階で環境性能への影響を定量的に把握し、効

果や課題を確認しました。

さらに、関係するお取引先からのデータ収集要領をマニュア

ル化して、LCA評価の算出についても効率化を図りました。

■2007年度LCA実施実績

環境配慮設計

※1

植物由来樹脂技術「グリーンプラスチック」
PTT繊維フロアマットの LCA評価

従来品フロアマット 

PTT繊維フロアマット 

資源探掘～素材製造 
廃棄 

（焼却） 
パイル 
製造 

従来品フロアマットを100%として指数化 

51%低減 

PTT（ポリトリメチレンテレフタレート）繊維フロアマッ

トのライフサイクルでのCO2排出量を､従来品と比較し

ました。

PTT繊維フロアマットは、パイル部（マット表面の起毛

部）に、植物由来の原料から発酵法により製造される1,3-

プロパンジオールと、石油由来のテレフタル酸からなるPTT

繊維を用いています。従来品のパイル部（ナイロン繊維）と

比較して、ライフサイクル全体のCO2排出量を大きく低減

しています。

なお、PTT繊維フロアマットは、今年秋から軽乗用車向

けに製品化の予定です。

評価件数
主な実施対象

実施例

主な評価目的

10件
●環境対応を狙った先行開発部品

●電気自動車の要素部品

●植物由来材料を使用したフロアマット

●電気自動車のモーター

●開発継続要否の判断、ライフサイクルでのCO2排出

量の低減効果の確認

●軽量化によるライフサイクル全体での効果の定量化、

確認

■評価対象（フロアマット パイル部）

■ライフサイクルCO2排出量の比較（計算結果）

従来品フロアマット PTT繊維フロアマット
素材

重量

原料

ナイロン繊維

1.6㎏
ナイロン（石油由来）

PTT繊維
1.6㎏

1,3-プロパンジオール（植物由来）
テレフタル酸（石油由来）

パイル製造 廃棄（焼却） 資源採掘～素材製造 

■評価範囲

●廃棄（焼却）は、分子構造から理論的にCO2排出量を計算。カーボン
ニュートラル により、植物由来品からのCO2排出量はゼロとした。

● PTT繊維フロアマットは試作品ベースで評価。
※2
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Plan! 2007年度目標

Do! 2007年度取り組み実績

Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

2007年度の環境事故は滋賀工場でオイル漏洩事故がありま

した。社外への流出はありませんでしたが、吸引汲み取りによ

る回収と汚染土壌の入れ替えを行い､浄化対策と再発防止対策

を実施しました。

苦情については､国内工場では臭気､騒音苦情が14件あり､現

地での発生状況確認と原因究明を行うとともに､地域の皆様と

コミュニケーションをとりつつ､改善対策に取り組んでいます。

環境問題に関する当社の状況や課題についての共通理解を

深め、環境活動への社員の積極的参加を促すため、2004年度

から国内各事業所で「環境活動説明会」を開催しています。

2007年度は、国内関連会社3社も対象に加え7地区で開催し、

約800名が参加しました。また、国内販売会社への説明会や、

海外関連会社の現地で説明会を行うなど、対象の拡大に取り組

みました。

毎年6月の環境月間には、社長メッセージの発信や各地で美

化活動を推進するとともに、家庭でも環境問題に関心をもって

いただくためにポスターのデザインを社員のお子様から募集し、

ポスターを作成、社内に掲示しています。

情報公開は環境報告書を中心に継続的に発信し、また環境

イベントへの積極参加により多くの方々とのコミュニケーショ

ン活動が展開できました。

今後は、一方向の情報発信にとどまらず、お客様や社外の専

門家からのご意見をお聞きし、今後の当社の環境活動に役立て

る活動を行っていきます。

●情報公開：環境取り組み情報の継続発信

●教育・啓発：環境活動説明会の対象拡大

環境取り組みの年次報告として、1999年度から継続して環

境報告書を発行しています。ウエブサイトでは環境技術の解説

や各製作所の環境データなども公開しています。各製作所では

「環境パンフレット」を作成し、地域の皆様への説明会や工場見

学のお客様とのコミュニケーションに活用しています。

また、市販化に向け開発を進めている新世代電気自動車の性

能をご理解いただくため、一般の方には i MiEVパンフレット

を、協力会社様には「 i MiEV通信」を配布しています。

各地の環境関連イベントに積極的に参加し、当社の環境

取り組みについてアピールしました。特に新世代電気自動車

『 i MiEV』については多くの方に実際に試乗していただき、

実用性の高さを体験していただきました。

情報公開・環境コミュニケーション

報告書やウエブサイトでの情報公開

社員への教育・啓発活動

事故・苦情

環境関連イベントへの積極参加

左から、「社会・環境報告書2007」、「 i MiEVパンフレット」、
「製作所環境パンフレット」

2008年度の環境月間ポスター（今年度で3回目、左）と製作所での作品展の様子（右）。

多くの方に電気自動車の技術や性能を説明、同乗試乗者は1万人を超えました。
（写真はエコプロダクツ2007）



Prevention of Global Warming

43

地球温暖化防止

世界のCO2排出量の2割強は運輸部門から排出量されており、そのうち約7割は自動車道路交通によるものです。
自動車の保有台数は全世界的に今後も増加し続ける見込みであり、将来の大幅なCO2低減を実現するためには、自動

車燃費の大幅な向上はもちろん、化石燃料に依存しない自動車用エネルギーへの転換が必要となっています。

さらに最近の原油価格の高騰からも、石油に依存しない新エネルギーへの期待と注目が集まっています。

そのため当社では、新世代電気自動車『 i MiEV』の開発や、バイオ燃料（エタノール）でも走行可能なフレキシブル・
フューエル・ビークルの商品化など、将来の低炭素交通社会の実現に向けた取り組みをさらに強化しています。また、

ガソリンエンジンの燃費向上や高効率トランスミッションの開発を進めており、CO2低減に有利な「クリーンディーゼ

ルエンジン」については、2009年からの市販化を予定しています。
工場でのCO2排出低減については、省エネルギー設備・機器の導入や、重油から都市ガスへの燃料の切り替えなどを

進めており、2007年度の国内全工場からのCO2総排出量は1990年度比で26%低減しました。

当社の取り組み

地球温暖化防止 

製品からのCO2排出低減 

事業活動での 
CO2排出低減 

低炭素エネルギーへの転換 

従来エンジン車の燃費向上 

生産・物流での 
CO2排出低減 

バイオエタノール燃料 
対応車の発売 
非生産領域での 
CO2排出低減 

新世代電気自動車『 i MiEV』 

バイオエタノール燃料対応車 

燃費向上への取り組み 

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 

生産におけるCO2排出低減 

開発や販売、オフィスにおける 
CO2排出低減 

物流におけるCO2排出低減 

▲▲▲

P.45

▲▲▲

P.45

▲▲▲

P.45

▲▲▲

P.46

▲▲▲

P.47

▲▲▲

P.48

▲▲▲

P.48

▲▲▲

P.44

高効率トランスミッション「Twin Clutch SST」
（カット部品）
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●2010年度国内燃費基準を2007年度に全区分で前倒し達成

●欧州での新車販売における企業平均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年度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。

2007年度は、『ギャランフォルティス』の発売により1,500kg

区分で新たに基準を達成し、ガソリン乗用車の該当7区分中6

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）達成に向けた対応を推進し

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

ルエンジン車の展開拡大などにより、企業平均CO2排出量の

2007年実績は1995年に対して約 27%の改善を実現しま

した。

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。また

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、

展開拡大を進めています。

国内では、『ギャランフォルティス』の投入で1,500kg区分の

平均燃費を改善し、2010年度燃費基準の全区分達成に向けた

歩みを着実に進めましたが、全区分での2007年度までの前倒

し達成には今一歩及びませんでした。

欧州では、企業平均CO2排出量を着実に低減しました。

国内、欧州、北米各国でCO2低減のために一層の燃費・CO2

規制強化が図られています。これらに対応するためにも新型車

への低燃費技術の導入展開拡大などにより、一層の燃費向上を

引き続き推進していきます。

国内燃費の現状

燃費向上への技術開発

欧州燃費の現状

※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。
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燃費向上への取り組み

2005年度 

2010年度燃費基準 

2006年度 
2007年度 
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0

5

10

15

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 ’07
60

80

100

70

90
△27%

［年］ 

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

▲▲▲

P.46

※1

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/index.htmlWeb
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※1 カーボンニュートラル：植物を燃やすとCO2を排出するが、植物の成長過程で光合成により大気中のCO2を吸収しているため、CO2の収支はプラスマイナスゼロ
になるという炭素循環の考え方。

※2 MIVEC（Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system）：三菱自動車の可変バルブタイミング機構付きエンジンの総称。

率0～100%の混合燃料への対応を可能としながら、動力性能

や排出ガス性能でもガソリン車と同等レベルを実現しています。

クリーンディーゼルの開発

ガソリンエンジンに比べ燃費効率が良く、CO2の排出量が

少ないディーゼルエンジンは、地球温暖化対策として期待さ

れている技術です。

当社では、乗用車用クリーンディーゼルエンジンを新たに

開発し、2009年にディーゼルエンジンの需要が拡大してい

る欧州より順次発売を開始する予定です。

量産準備中の1.8rディーゼルエンジンは、吸気バルブの

閉弁タイミングの可変化と、1弁の停止が可能な当社独自の

MIVEC （可変バルブタイミング）を採用することで、従来の

ディーゼルエンジンよりも優れた排出ガス性能と高出力の

両立を図っています。

またエンジンの軽量化を実現し、低燃費に加えて、車両重

量の前後配分も適正化されるなど、走行性能向上にも大きく

寄与しています。

新世代電気自動車『 i MiEV』
当社が開発を進めている新世代電気自動車の『 i MiEV』は、

走行中にはCO2を全く排出せず、発電時のCO2排出量を含

めても、同クラスのガソリン車に比べ72%もCO2排出量を

低減できます。年間 1万 km走行した場合では、約 1tもの

CO2排出量が低減できます。

また、原油価格の高騰にみられるエネルギー問題への対策

としても有効であり、走行費用の大幅な軽減も可能です。

バイオエタノール燃料対応車『パジェロTR4 Flex』発売
大気中のCO2を吸収して育つ植物から生成するバイオエ

タノール燃料は、カーボンニュートラル の考え方から、燃

焼してもCO2の排出量はゼロとされています。

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FFV（フレキシブル・フューエル・ビークル）

の開発を進め、2007年6月にブラジル市場に投入しました。

さらに米国市場向けにも、2009年度中の市場投入を目指して

開発を進めています。

この FFVシステムは、排気系に装備されている排出ガス濃

度センサーによって、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

製品におけるCO2排出量低減

低炭素エネルギーへの転換

従来エンジン車の燃費向上

『i MiEV』

ガソリン価格：170円/r
電気料金　昼間：24円/kwh、夜間：9円/kwh

ブラジル向け『パジェロTR4 Flex』

I.8rクリーンディーゼルエンジン
（東京モーターショー2007参考出品）

            

軽ガソリン車 

72%低減 

            

軽ガソリン車 

昼間 1/3

夜間 1/9

■1km走行あたりのCO2排出量（10・15モード）

■同距離走行するのに必要な金額（10・15モード）

※2

※1
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※3 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。

高効率トランスミッション「Twin Clutch SST」の採用
ハイパフォーマンスカーの低燃費を実現するため、高効

率トランスミッション「Twin Clutch SST 」を 2007年発

売の日本向け『ランサーエボリューションＸ』に採用しまし

た。順次世界各国の市場に展開していきます。

「Twin Clutch SST」は、従来のトルクコンバーターに対

してエネルギーロスが少ない 2組の湿式クラッチと、機械

効率の良いマニュアルトランスミッションを組み合わせた

もので、シフトショックのない滑らかで素早い変速を可能

にするとともに、マニュアルトランスミッションと同等以

上の低燃費を実現しました。（P.43写真）

燃費計の装備拡大

当社では、お客様に“ふんわりアクセル”エコドライブを

呼びかけるとともに、実践していただくための支援装置と

して燃費計の装備を拡大しています。

『アウトランダー』『ギャランフォルティス』『デリカ D:5』

『ランサーエボリューション X』では、メーター中央の見や

すい位置に配した「マルチインフォメーションディスプレイ」

に燃費計を設定。ボタン操作により以下の切り替え表示が

できます。

「グリーンプラスチック」の開発

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、ライフサイクルでは、カーボンニュー

トラル　の考え方から、従来の樹脂に比べCO2排出量を低

減することができます。

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、

さらに PTT（ポリトリメチレンテレフタレート）繊維フロア

マットも市販車へ採用していく予定です。

エコドライブへの支援

植物由来樹脂の開発・実用化

平均燃費（上段）
瞬間燃費（下段 バーグラフ表示）

メーター内のディスプレイに燃費計を表示（切り替え表示が可能）

航続可能距離

Twin Clutch SST

5MT車 

5AT車 

7 8 9 10 11

燃費向上 

『 i MiEV』の実証走行試験（フリートモニター）車両の内装部品に竹繊維を使った
グリーンプラスチックを採用

平均燃費

瞬間燃費

航続可能距離

リセットしてから現在までの平均燃費

走行中の瞬間燃費をバーグラフ表示

おおよその航続可能距離

注）燃費ディスプレイにはその他、各種警告、オド／トリップ、燃料残量、
サービスリマインダー、水温、外気温、シフト位置などを表示します。

■ Twin Clutch SSTによる低燃費化

※3

※1

▲▲▲

P.41



Plan! 2007年度目標

Do! 2007年度取り組み実績

Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

47

環境への取り組み 地球温暖化防止

高効率機器の導入

※1 CO2排出量：各燃料からCO2へ換算する係数は、購入電力0.381kg-CO2/kWh、都市ガス2.348kg-CO2/m3、灯油 2.491kg-CO2/r、A重油 2.709kg-CO2/rを使用
しています。

生産台数が増加したため、2006年度に対しCO2総排気量は

増加しましたが、1990年度比では26%低減でき、目標を達成

しています。原単位は昨年に続き低減することができました。

CO2総排出量は、生産台数などの要因により2010年度に向

け増加が予想されるため、1990年度に対する20%削減とい

う目標を引き続き達成するよう、一層のエネルギー使用量低減

活動を推進します。

また、改正省エネルギー法に対応するため、全社での管理体

制も強化していきます。

●工場におけるCO2（エネルギー起因のCO2）排出量を

1990年度比20%以上低減

電力、燃料などのエネルギー使用量を低減し、温室効果ガス

（CO2など）の発生量を抑制するため、三菱自動車グループとし

て、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

設備更新時に、省エネ性能の高い照明の導入や、高効率トラ

ンスへの変更を計画的に進めています。

■CO2排出量　と原単位の推移

■2007年度エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）

（千t-CO2） 

1990 2003 2004 2005 2006 2007
0

100

200

300

400

600

500

（t-CO2/億円） 

0

15

30

45
515

20%低減 

［年度］ 

CO2排出量 原単位（売上高当たり ｔ-CO2/億円） 

目標 
383383

2007年度 
383千t・CO2

購入電力 
62%

都市ガス 
21%

灯油・重油 7%

その他（コークス、ガソリン、軽油） 
10%

383

生産におけるCO2排出量低減

工場の高効率照明：通常の照明に対して効率の高い照明を導入

※1

注）当社国内工場およびパジェロ製造（株）（開発部門を一部含む）
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●2006年度に対しCO2排出原単位を1%低減

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、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、2007年度は以下

のことに取り組みました。

●完成車輸送、生産用部品、補修用部品、KD部品などの輸送

実績を社内関連部門にて把握し、集計、分析、協議する体

制を強化。

●輸送実績を踏まえた原単位推移の共有化と低減対策の立案、協

議。（低減対策例：積載率向上、トラック便輸送ルート、回数の

見直し、部品輸送モーダルシフトの実施、部品荷姿改善など）

梱包方法をダンボールから空気封入資材に変更することで

梱包材の重量を半減し、また部品荷姿の体積を約40%低減で

きました（右上写真）。これにより月当たり大型トラック8台相

当の輸送効率の向上を実現しました。

一部車種の生産工場変更による部品輸送の増加や輸出用完

成車の増加などの要因によりトラック輸送が増加し、2007年

度においては、CO2排出原単位は低減できませんでした。

2007年度目標の未達成を踏まえ、2007年度低減対策の継

続に加えて、さらなる改善（トラック運行距離短縮、トラック

便集約化、完成車のモーダルシフト実施など）に取り組んでい

きます。

改正省エネルギー法対応への取り組み

補修用バンパーの輸送効率の向上

※2 国内6社：三菱自動車エンジニアリング、三菱自動車ロジテクノ、三菱自動車カーライフプロダクツ、三菱自動車部品販売、東関東MMC部品販売、四国MMC部品販売
海外7社：MMNA(Mitsubishi Motors North America, Inc.)、MRDA(Mitsubishi Motors R&D of America, Inc.)、MME(Mitsubishi Motors Europe B.V.)、

MRDE(Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH)、MMSC(Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc.)、
MMGF(Mitsubishi Motor Parts Sales of Gulf FZE)、MMNZ(Mitsubishi Motors New Zealand Limited)

Topics
オフィス・販売会社のCO2排出量

オフィスや開発・販売などの各拠点では、国内・海外の共通事項としてCO2排出量低減に取り組んでいます。

国内外グループ13社の の2007年度のCO2排出量の実績は下記のとおりです。今後、CO2排出量低減に向けた活

動を推進していきます。

従来の梱包（ダンボール）

改良した梱包方法
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物流におけるCO2排出量低減

■国内外13社におけるCO2排出量

電力 76%

ガス類 15%

石油類 9%

11千t-CO2

2007年度 

［ エネルギー別 ］

11千t-CO2

国内 35%

北米 26%

欧州 29%

中南米・中東・大洋州 10%

2007年度 

［ 地域別 ］

※2
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環境汚染防止

自動車による環境汚染防止のためには、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負荷物質の削減、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。

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。また、CNG（圧縮天然ガス）とガソリンの両方を燃料として使えるようにしたクリーンエネルギー車『ミニ
キャブ バイフューエル』を発売しました。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展開拡大を進めています。

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」への切り替えを進めています。

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（揮発性有機化合物）排出量の低減を
図るとともに、化学物質管理促進法（PRTR法）で定められている環境負荷物質の排出量低減に取り組んでいます。

当社の取り組み

環境汚染防止 

製品による 
環境汚染防止 

生産における 
環境汚染防止 

クリーンエネルギー車の 
開発 

製品に含まれる 
環境負荷物質の管理 

生産活動に伴う 
環境汚染防止 

バイオエタノール燃料 
対応車の発売 

施設･設備に関わる 
環境汚染防止 

新世代電気自動車『 i MiEV』 

環境負荷物質の使用削減 

低排出ガス車の展開拡大 

バイフューエル車の商品化 

VOC（揮発性有機化合物）の削減 

PCB、アスベストの適正処理 

化学物質の適正管理 

▲▲▲

P.50

▲▲▲

P.50

▲▲▲

P.51

▲▲▲

P.52

▲▲▲

P.52

▲▲▲

P.50

新世代電気自動車『i MiEV』
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●新世代電気自動車『 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

走行中に排出ガスを全く出さない電気自動車は、地球温暖化

対策とともに環境汚染対策としても期待されており、当社で

は、新世代の電気自動車『 i MiEV』の市販化に向けた開発を進

めています。2007年度から電力会社と共同研究を開始し、実

際の使用環境での実用性の確認を行っています。

（詳細は「特集2 環境への貢献」 ）

2007年12月には、新世代電気自動車のコア技術である大

型リチウムイオン電池の量産化を目指し、（株）ジーエス・ユア

サコーポレーション、三菱商事（株）とともに新会社「株式会社

リチウムエナジー ジャパン」を設立しました。2009年から量

産を開始する計画です。

2007年度に発売した『ギャランフォルティス』『ランサーエボ

リューションX』などが新たに低排出ガス車の認定を受けまし

た。中でも、『ギャランフォルティス』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20型式

となりました。

4☆車は、2007年度のガソリン乗用車の販売台数に対し、登

録車で84.6%、軽自動車で74.2%を占めています。

『 i MiEV』の開発は市販化に向け予定どおり進捗しています。

低排出ガス車（4☆）の販売比率は年々拡大しており、2010

年度の目標達成に向け着実に進捗しています。

『 i MiEV』については、実証実験をさらに進め市販化に向けた

開発を推進するとともに、充電インフラなど、普及に向けた課

題解決に取り組みます。

また、今後の新型車には積極的に4☆車を投入することで、

4☆車の販売比率をさらに上げていきます。

新世代電気自動車『 i MiEV』

低排出ガス車の展開拡大

環
境
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の
取
り
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環
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防
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クリーンエネルギー車・低排出ガス車の展開拡大

▲▲▲

P.11
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■ 当社低排出ガス車（4☆車）の販売割合（ガソリン乗用車）

登録車 軽自動車

Topics
ミニキャブ バイフューエル車の商品化

軽商用車『ミニキャブバン』をベースに、CNG（圧縮天然

ガス）、ガソリンの両方を燃料として使えるようにした特装

車『ミニキャブ バイフューエル』を三菱自動車ロジテクノ

（株）と共同開発し、2007年10月から発売しました。

CNG走行時の排出ガス性能は、ガソリン車の平成17年

基準排出ガス75%低減レベル（4☆）相当という高い環境

性能を実現しています。

また、ガソリンでも走行できることから、CNG供給施設

が少ない現状でも、燃料切れを気にせず、長距離走行など

にも使用することができます。 『ミニキャブ バイフューエル』

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



Topics
欧州化学物質登録制度REACH

環境への取り組み 環境汚染防止

Plan! 2007年度目標

Do! 2007年度取り組み実績

Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画
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※1 REACH：Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals

2007年8月発売の『ギャランフォルティス』、10月発売の『ラ

ンサーエボリューションX』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した。

EU向け車については、EU廃車指令に基づき、ベアリングお

よびブッシュに含まれる鉛を廃止するなど鉛の削減を推進し、

期日までに適合させました。

また、はんだ中に含まれる鉛のフリー化についても切り替え

計画を策定し、お取引先に周知しました。

2007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向け車両については、ベアリング／ブッシュおよび

アルミ中の鉛を削減させ、EU廃車指令に適合させました。

新型車については、環境負荷物質データを随時収集し、自工

会削減目標およびEU廃車指令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の調査

●EU廃車指令に基づく鉛削減の推進

EUの廃車指令および日本自動車工業会（自工会）の目標に

基づき、4物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）の使用削減

を推進しています。また、当社では｢環境負荷物質管理ガイド

ライン｣を設定し、自主的な環境負荷物質の削減にも取り組ん

でいます。

部品に含まれる環境負荷物質の把握のため、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、お取引先から納入品に含まれる環

境負荷物質データを収集しています。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、環境負荷物質の削

減に活用しています。

製品の環境負荷物質の管理・削減

環境負荷物質の使用削減

対象物質
鉛

水銀

カドミウム

六価クロム

自工会削減目標（乗用車）
2006年1月以降1/10（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

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 

■環境負荷物質のデータ収集フロー

欧州における化学物質の総合的な登録・評

価・認可・制限の制度であるREACHが2007
年 6月に発効しました。この制度では、｢No
Data No Market｣が原則となり、欧州におい
てすべての化学物質の登録が必要となります。

右図のように、年間の扱い量によって登録期日

が異なっており、当社では対象物質について、

確実に対応していく準備を進めています。

また、この制度ではサプライチェーン全体で

双方向の情報共有化も要求されており、情報伝

達の枠組みを構築し、お取引先との連携をさら

に深め対応を進めていきます。

現行法 

2007年 
 6月1日 

 REACH発効 

2010年11月30日 
 REACH発効後 

3年6ヶ月 

2013年5月31日 
  REACH発効後 

6年 

2018年5月31日 
 REACH発効後 

11年 

REACH規則 

1,000t/年以上 

100～1,000t/年 

1～100t/年 

2008年 
 6月1日ー12月1日 
予備登録期間 

予
備
登
録（
6
ヵ
月
） 

■1t/年以上の、発癌性物質等 
■100t/年以上の、特定の水生生物 
　毒性がある物質 

■ 登録スケジュール

※1

注）経済産業省資料から作成
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※2 PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）：化学物質排出移動量届出制度

Plan! 2007年度目標

Do! 2007年度取り組み実績

Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

地下水（測定井戸）のモニタリングなどを定期的に実施し、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使用されていた

PCBについて、PCB特別措置法に則り適切な管理を行うととも

に、2008年の夏から順次、計画どおりPCB廃棄物として処理

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および封じ込

めの対策を進め、ほぼ完了しました。

VOC排出量低減は、2010年の目標達成に向けて計画どお

り推進しました。化学物質は、適正管理によりPRTR物質の排

出・移動量を低減することができました。PCB、アスベストにつ

いても計画どおり処理を推進しました。

塗装工場の更新計画に合わせた水性塗装化の拡大などを含

め、さらなるVOC排出量の低減に取り組みます。

●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

VOCの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44g/m2となり、2000年度と比較してほぼ半減することが

できました。

また、さらなる低減を目指して、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

計画を策定しました。

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、使用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。

PRTR対象物質の排出・移動量については、2000年度比で約

8割低減することができました。

詳しいデータについてはウエブサイトで公開しています。

生産における環境負荷物質の管理・削減

VOC（揮発性有機化合物）の低減

土壌地下水汚染の予防

PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処理

アスベスト（石綿）対策

化学物質の適正管理

■ VOC排出原単位の推移
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■ PRTR物質排出・移動量推移
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80%
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注）当社国内工場（開発部門を一部含む）

※2

注）当社国内工場およびパジェロ製造（株）



Recycling and Resource Conservation
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リサイクル・省資源

「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」を実現するためには、

資源を極力節約したものづくりと、使い終わった製品を上手にリサイクルし、再資源化することが重要です。さらに、昨

今の国際的な資源制約の高まり（価格高騰や資源ナショナリズム）からも、その重要性はますます増してきました。

このリサイクル・省資源は、自動車の開発・生産から、使用・廃棄段階までライフサイクルの全てにおける取り組みが

必要であり、当社ではライフサイクル全体での3R（Reduce、Reuse、Recycle）を推進しています。
また、国際商品である自動車は、日本の法規だけでなく、EU･韓国･中国など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、処理時の環境負荷が小さいことが求められているため、

当社ではグローバルなリサイクル・省資源への取り組みを推進しています。

当社の取り組み

リサイクル・省資源 

設計・開発段階での3Rの推進 

生産における3Rの推進 

使用済自動車のリサイクルの推進 

3Rを配慮した設計・開発の推進 

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の採用拡大 

埋立処分量のゼロ化／廃棄物の再資源化 

金属くず・鋳物廃砂の発生量の低減 

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 

▲▲▲

P.54

▲▲▲

P.54

▲▲▲

P.55

▲▲▲

P.55

▲▲▲

P.56

▲▲▲

P.56

▲▲▲

P.54

『ランサーエボリューションX』熱可塑性樹脂バンパー
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Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画
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●新型車の3R（Reduce（排出削減）、Reuse（再使用）、Recycle

（再生利用））設計の推進使用

●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の採用拡大

2007年度に発売したすべての新型車『ギャランフォルティ

ス』、『ランサーエボリューションX』には、開発構想段階から考

慮すべき、材料の工夫（熱可塑性樹脂の使用など）や構造の工夫

（部品点数、締結点数の削減など）を盛り込んだ当社独自の「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。

ワイヤハーネスなど銅を含む部品を除去・回収することは、

再生利用される鉄スクラップの品質維持のためにも、また経済

的にも、今後ますます重要になります。

ART 乗用車系5社では、共同で「ハーネスのリサイクル設計

ガイドライン」を策定し、活用することとしました。このガイド

ラインは、分離が困難な鉄と銅を解体段階で分離する必要があ

ることから、銅を多く含むワイヤハーネス・モーター類および関

連部品の解体容易設計の考え方と、その事例を示すものです。

なお、このガイドラインはARTホームページで公開しています。

販売会社で修理時に回収されたバンパーは、再生材として利

用しており、バンパー再生材の適用部品は、2006年度の40部

品から、2007年度は47部品に採用拡大しました。引き続き安

定利用に努めます。

2007年度に発売した新型車が、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達成し、「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

を確認しました。

ワイヤハーネスの取り外し性の向上や、バンパー再生材使用

部品の拡大採用については、計画どおり進捗しています。

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

を進めるとともに、今後は電気自動車用電池のリサイクルなど、

新たな課題にも取り組みます。

3R設計の推進

再生材を使用した部品の採用拡大

ワイヤハーネス・モーター類の取り外し性向上

環
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3Rを配慮した設計・開発の推進

『ギャランフォルティス』における主なリサイクル容易な熱可塑性樹脂採用部分（赤色部）

ART ハーネスのリサイクルガイドライン

フィラーネックプロテクター ジャッキボックス 

回収バンパー 

※1

https://www.asrrt.jp/elv/doc/HARNESS/001/
guide.pdf

Web

※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。

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/index.htmlWeb
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Plan! 2007年度目標

Do! 2007年度取り組み実績

Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画
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※1 再資源化率：リサイクル量（t）/全廃棄物発生量（t）
※2 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0.1%未満（当社規定値）にすること
※3 エマルジョン燃料：油と水は基本的に混じり合わないため、乳化剤を添加してエマルジョン（乳化液）化し、燃焼させると、水の粒子が気化・蒸発し、油をより細かい

粒子にするため、燃焼効率が良くなり、CO2、NOx、すす（PM）などの発生が抑えられる。

国内グループ工場とは定期的に活動内容の情報交換を行う

とともに、海外グループ工場のMMNA（米国）やNedCar（オラ

ンダ）では、現地での3R活動を推進しました。

国内工場では、廃棄物発生量の抑制（Reduce）のため、エン

ジン輸送時の油漏れ防止に使用しているシッピングキャップの

一部をリサイクル可能なプラスチック袋に変更しました。

水分が混入して、そのままでは再利用できなかった廃油は、

燃焼時の大気汚染物質（NOXなど）が抑えられるエマルジョン

燃料　の原料としてリサイクルしています。

また、かさの大きいプラスチック容器などの廃棄物を圧縮機

やパッカー車で圧縮することで、廃棄物の輸送効率向上が図

れ、CO2排出量低減にも寄与することができました。

最終処分率は0.02%でゼロ化レベル（0.1%未満）を継続

し、再資源化率も99.6%と、目標値以上のレベルを維持して

います。

金属くず、鋳物廃砂の売上高当たりの発生量は9.2t/億円で、

2006年度比で約18%低減となり、目標を大幅に上回って達

成しています。

3R活動推進のため、社内での分別や教育などを引き続き強

化するとともに、三菱自動車グループとして、海外工場を含め

たグローバルな活動を推進します。

また、リサイクル処理や廃棄物の輸送などでも、温室効果ガ

スが発生するため、温暖化対応にも配慮した3R活動の推進を

検討します。

●国内全工場での埋立処分量ゼロ化

●廃棄物の再資源化率　98%以上を継続

●金属くず・鋳物廃砂発生量の低減

（2011年度末に2006年度比売上高比率1.0%低減）

2007年度は生産台数増により廃棄物の発生量が増加しまし

たが、埋立処分量を抑え処分率はゼロ化レベル を達成しまし

た（2007年度実績0.02%）。再資源化率は99.6%と目標値以

上のレベルを維持しています。

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。

生産における資源有効利用の促進

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

その他の取り組み事例

■ 国内工場における廃棄物の流れ

埋立処分 （0.02%） 

工場内リサイクル 
（6.7%） 

再資源化率 
（99.6%） 

工場 

濃縮・焼却 （0.4%） 

工場外リサイクル 

（92.9%） 

金属くず、廃油、廃液 
鉱さい、廃プラスチック 
ガラス、陶磁器くず 
紙くず、木くず 

〈廃棄物〉 

■ 廃棄物の発生量・処分量と最終処分率
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注）当社国内工場およびパジェロ製造（株）
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※4 自動車再資源化協力機構（自再協）：自動車メーカー、自動車輸入組合がエアバッグ類、フロン類の処理の一元的窓口として設立。

Plan! 2007年度目標

Do! 2007年度取り組み実績

Check! 2007年度自己評価

Action! 今後の課題・計画

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（通称 ELV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｡

当社の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､各国の実情に合わせた体制をほぼ構築しました｡

EUでは、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

材料データを収集するシステムの構築を、海外工場を含めて進

めており、2008年末までに構築完了の予定です。

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｡

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､2006年度に前倒し達成した2015年の

法定基準（70%以上）を継続達成できませんでした。

ASR再資源化率70%以上を安定的に維持できるように処理

体制の整備を推進します。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｡

また、EUのリサイクル可能率認証指令への対応を進めます｡

●シュレッダーダスト（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の構築（EU）

●リサイクル可能率認証指令への対応（EU）

●解体情報の提供（EU）

当社は、使用済自動車から発生するASR（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　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。お客様より預託いただいたリ

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の再資源化率は68.8%と2015年の法定基準70%を

わずかに下回りました。

使用済自動車のリサイクルの推進

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

リサイクル可能率認証指令への対応

解体情報の提供

■ 2007年度3品目の再資源化などの実績

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

342,598台/55,806t

315,905台/34,243t

26,693台/4,178t

68.80%

72,195台/143,773個

9,663台/16,764個

62,275台/127,009個

257台

11,669kg

10,977kg

94.1%

250,149台/75,409kg

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

再資源化などに要した費用

収支

2,515,114,067円

2,529,197,177円

△14,083,110円

※4

*ASR再資源化率＝（リサイクル重量＋全部再資源化重量）/ASR総引取重量
法定基準2005年度以降30%以上

2010年度以降50%以上
2015年度以降70%以上

**エアバッグ類再資源化率＝再資源化量/再資源化施設引取量
法定基準85%以上
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解 説

使用済自動車は有用資源を多く含み、すでに高いリサイクル率を達成していますが、循環型社会の実現のため

に、今後はさらにリサイクルの質の向上も重要となってきます。

自動車の材料構成で7割以上を占める鉄を高品質な状態でリサイクルすることは、資源循環さらにはCO2の低

減の観点からも重要なテーマです。廃車ガラに含まれるワイヤハーネスなどの銅含有部品を徹底的に取り除くこと

により、高品質の鉄スクラップとすることができ、再び自動車用材料として使用することも可能となります。

また、樹脂やガラスなどの再生材料を新たな製品に利用する「高度リサイクル」につなげるためには、解体手法の

見直しや設計段階からの配慮が必要になると考えています。

「シュレッダールート」と「全部再資源化ルート」の2つの処理ルートがあります。
当社は、材料や構造の工夫により、有価物を回収しやすい設計を進めるとともに、より高品質な鉄の回収が可能

でリサイクル率向上が可能な全部再資源化ルート処理の拡大を図っています。

1エアバッグ類、フロン類、バッテリー、有価物（貴金属、再利用部品など）を車体から取り外します。

2残った廃車ガラをシュレッダーマシンにかけ、破砕します。

3破砕したものから鉄を磁力選別などで回収します。回収物は、鉄鋼原料として鉄鋼メーカーが引き取ります。

4残りのシュレッダーダストは、リサイクルまたは焼却か埋め立て処分します。

1 エアバッグ類、フロン類、バッテリー、有価物（貴金属、再利用部品など）を車体から取り外します。

2同時にワイヤハーネスなどの銅含有部品を徹底的に取り外します（精緻解体）。

3残った廃車ガラをプレスマシンにかけ、サイコロ状に押し固めます（Aプレス ）。

このとき、シュレッダーダストのもとになるシートやインパネなどの樹脂部品も一緒にプレスします。

4Aプレスは、電炉メーカーが引き取り、鉄鋼原料となります。一緒にプレスされた樹脂部品やガラスは、電炉で
鉄を融かすときの熱源になります。

自動車リサイクルの高度化

使用済自動車のリサイクルフロー

1.シュレッダールート 

1 2

3

4
シュレッダーダスト（ASR） 

金属回収 エアバッグ類、フロン類 
バッテリーなど 

有価物 
（貴金属・再利用部品など） 

サーマル+マテリアル 
リサイクル シュレッダー 

リサイクル施設 

埋立・焼却 

電炉 

2.全部再資源化ルート 

廃車 

エアバッグ類、フロン類 
バッテリーなど 

有価物 
（貴金属・再利用部品など） 

Aプレス 

精緻解体 リサイクル鉄の品質を劣化させる 
鋼を徹底的に除去 

Aプレス 

1 2 3 4

1. シュレッダールート

2. 全部再資源化ルート

※1

※1 Aプレス：廃車ガラをプレスでサイコロ状または直方体に固めたもの。
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2007年度 新型車の環境情報

2007年度には､新型『ギャランフォルティス』『ランサーエボリューションX』を発売開始し、『デリカ D:5』には2WDモデルの

『C2』シリーズを新たに追加しました。各新型車の環境情報は以下のとおりです。

DBA-CV5W

4B12（MIVEC）

2.359

DOHC 16V 直列4気筒

無鉛レギュラーガソリン

125（170）/6000

226（23.0）/4100

2WD（FF）

CVT（INVECS-III 6速）

11.0

211

燃費基準+5%達成

HFC134a

780

排出ガス基準75%低減レベル

1.15

0.013

0.013

76（適合規制値）

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

バンパー、インパネ、
内装トリム類など

オイルレベルゲージ、カーペット、
ダッシュパネルや天井の吸音材

あり

2007年5月
（2WD「C2」を追加）

DBA-CY4A

4B11（MIVEC）

1.998

DOHC 16V 直列4気筒

無鉛レギュラーガソリン

113（154）/6000

198（20.2）/4250

2WD（FF）

CVT（INVECS-III 6速）

13.6

171

燃費基準達成

HFC134a

500

排出ガス基準75%低減レベル

1.15

0.013

0.013

76（適合規制値）

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

バンパー、インパネ、
内装トリム類など

オイルレベルゲージ、
ダッシュパネル､天井の吸音材

あり

2007年8月

CBA-CZ4A

4B11
（MIVECインタークーラーターボ）

1.998

DOHC 16V 直列4気筒

無鉛プレミアムガソリン

206（280）/6500

422（43.0）/3500

4WD（電子制御）

Twin Clutch SST・6速

10.0

232

——

HFC134a

500

排出ガス基準50%低減レベル

1.15

0.025

0.025

76（適合規制値）

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

バンパー、インパネ、
内装トリム類など

オイルレベルゲージ、
ダッシュパネル､天井の吸音材

あり

2007年10月

車両仕様

燃料消費率

エアコン

排出ガス

車外騒音

環境負荷物質

リサイクル

低公害車指定（自治体）

発売開始

● 八都県市指定：
「平成17年基準優低公害車」

● LEV-7（京阪神七府県市指定
低排出ガス車）指定：「17 LEV」

● 東京都指定：「超低公害車」

● 八都県市指定：
「平成17年基準超低公害車」

● LEV-7（京阪神七府県市指定
低排出ガス車）指定：「17ULEV」

● 東京都指定：「超低公害車」

● 八都県市指定：
「平成17年基準超低公害車」

● LEV-7（京阪神七府県市指定
低排出ガス車）指定：「17ULEV」

● 東京都指定：「超低公害車」

車両型式

エンジン

駆動方式

変速機形式・変速段数

10・15モード燃費 [km/r]

CO2排出量 [g/km]

平成22年度燃費基準

冷媒の種類

冷媒使用量

適合規制または適合基準

（平成17年排出ガス基準）

CO [g/km]

NMHC [g/km]

NOx [g/km]

適合加速騒音規制レベル [dB-A]

鉛

（自工会2006年目標：1996年比 1/10）

水銀

（自工会2005年目標：2005年1月以降使用禁止)

六価クロム

（自工会2008年目標：2008年1月以降使用禁止）

カドミウム

（自工会2007年目標：2007年1月以降使用禁止）

リサイクルしやすい材料を使用した部品

リサイクル材の使用

樹脂・ゴム部品への材料表示

形式

総排気量（r）

種類

使用燃料

最大出力（ネット）[kw（PS）/rpm]

最大トルク [N・m（kg・m）/rpm]

デリカ D:5 C2シリーズギャランフォルティスランサーエボリューションX車　　名

※2 自工会目標適用除外部品（鉛バッテリーはリサイクル回収ルートが確立されているため除外）。
※3 自工会目標適用除外部品（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［交通安全上必須な部品

の極微量使用を除外］）。

※2

※3
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エコ・ファーストの約束

7月1日、環境省で行われた約束式で鴨下環境大臣（写真左、当時）に文書を手渡す
当社社長（写真右）

三菱自動車は、環境省が2008年4月に創設した「エコ・ファー

スト制度」に応募し、7月 1日に鴨下環境大臣(当時)に対して

「エコ・ファーストの約束」を提出しました。

三菱自動車の環境先進企業としての様々な地球環境保全への

取り組みを以下の3つにまとめ、さらに活動を促進していくこと

を環境大臣に対して約束しました。

1.低炭素社会の実現に向け、低CO2排出製品の開発と実用化

を推進します。

2.循環型社会の実現に向け、省資源・リサイクルを推進します。

3.生産や販売、オフィスを含め、事業活動全体での環境負荷低

減を推進します。

エコ・ファースト制度とは
● 環境先進企業の環境保全への取り組みをさらに促進するために、環境省が2008年4月に創設した制度。
● それぞれの企業が、環境対策を企業経営の最優先事項として、先進的かつ独自性のある目標を掲げて取り組むことを環境大臣に約束するもの。
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第三者意見

ジャーナリスト・環境カウンセラー
NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長。
NPO法人新宿環境活動ネット代表理事。
環境ビジネスウィメン代表。

日本カーボンオフセット理事。

中央環境審議会、国土審議会ほか、政府審議会委員。

「だれでもできる　ごみダイエット」など、著作多数。

崎田 裕子 氏

社会のCO2削減に向け、高まる自動車メーカーへの期待

G8洞爺湖サミットが開催された2008年は、世界の主要国

が気候変動対策の重要性を共有した年であり、私たち一人ひ

とりがくらしや仕事で、地球環境と共生するライフスタイル･

ビジネススタイルを実践する大切さを、強く自覚した年ともい

えます。

そして、生産段階で排出するCO2が2割、使用段階が8割と

いわれる自動車と、社会がどう付き合うかは最重要課題の一つ

です。「快適な暮らし」「便利な社会」を支えつつ、排気ガス削

減や燃費効率アップなど環境対策に努力してこられた自動車

メーカーが、ガソリン価格高騰も続く今、今後どう環境対策

を進められるのか、社会の期待は一層高まっています。

「Drive@earth」を象徴する、新世代電気自動車定着に向けて
そこで、社会が強く期待する「革新的な技術開発」「環境配

慮推進」「社会との信頼」を念頭に「社会･環境報告書 2008」

を拝見。

「Drive@earth」を企業コミュニケーションワードに掲げ、「ク

ルマを通じて、人･社会･地球との共生を目指す」と環境対応に

最優先で取り組まれておられる姿勢を、高く評価します。

「革新的な技術開発」として特筆されるのは、走行中にCO2

を排出しない新世代電気自動車。高性能大型リチウムイオン電

池の登場もあり、将来を見据えて開発してきた視点の確かさが

素晴らしく、2009年度市場投入に向けて、充電インフラの整

備を進めていただきたいものです。

なお、発電時のCO2排出量を含めても、ガソリン車に比べ

1km当たり72%CO2削減になるとのことですが、充電インフ

ラ整備に際しては、クリーンなエネルギー源の活用を増やして

いただきたい。具体的には、原子力発電だけでなく、太陽光、水

力、風力、地熱、バイオマスなど再生可能エネルギーの活用で、持

続可能な社会構築を積極的に目指していただきたいと考えます。

また、海外市場投入を予定しているクリーンディーゼル車や、

100%混合可能なバイオエタノール対応車などを、国内市場に

も投入できる状況を官民上げて整えていただきたいと願います。

途上国の需要増に対応し、一層のCO2排出削減を

次に「環境配慮推進」に関しては、売上高当たりのCO2排出原

単位は減少し、生産におけるCO2総排出量も1990年度比で

26%削減を達成しています。ただし、生産台数の減少が影響し

ており、今後はアジアを始めとする途上国の急激な発展で、海外

の需要増が見込まれています。今後の対策をしっかり推進して

いただきたいと願っています。

また、循環型社会構築の、特に使用済み自動車のリサイクル

に関して、国内、EUでの仕組みづくりを積極的に進めている

点を評価しますが、せっかく2006年に前倒しで達成したシュ

レッダーダストのリサイクル率（2015年法定基準70%以上）

が、2007年度は68.8%とわずかに下回っており、継続的な

推進を期待します。

自然環境保全に関しては社員の森林保全活動がありますが、

継続的に目標設定の上、実施するなども検討いただきたい。

なお、「環境への取り組み」掲載ページでは、環境マネジメン

トの進行に合わせ、具体的にPDCA項目で記載しておられるの

が、大変読みやすいと感じます。

コミュニケーション大切に、低炭素社会の地域づくり見据えて

「社会との信頼」づくりを念頭に京都市内のパワートレイン製

作所を視察させていただきました。創業時の50年ほど前は畑

の中の工場としてスタートしたものが、現在は周辺に住宅やマ

ンションが林立する地域となっています。

臭気対策設備や騒音対策の防音壁を設置するとともに、地

域との連携担当専門官を配置したり、近隣小学校への出前授

業や見学受け入れなど、多様な努力をされており、地域コミュ

ニケーションへの熱意を感じました。

また、嵐山の紅葉シーズンには、マイカー乗り入れを抑制し

交通渋滞を緩和するため、市の要請で「パーク&ライド」の駐車

スペースとして敷地内を開放するなど、地域密着の取り組みで

信頼を得ておられます。

今後、低炭素社会の実現に向けて、全国の都市部では「パー

ク&ライド」による車と公共交通の連携や、「カーシェアリング」

による自動車流入抑制、「コンパクトシティー」で歩きやすい都

市づくりなど、多様な取り組みが試行されると考えられます。

持続可能な地域づくりに向けた、適切な車社会のあり方に関す

る情報収集・発信なども今後期待しています。

安全･安心と的確な環境対応で、21世紀を牽引する企業に
なお、環境省と「エコ･ファーストの約束」を締結するなど、変

化する時代に求められる技術開発や事業運営で、「環境と経済

の好循環」実現を目指しておられるのは、素晴らしいことです。

今後は、社員一人ひとりが地域や社会活動に関わり、広い視野

で柔軟かつ的確に社会のニーズをつかむことも、重要になって

くるのではないでしょうか。

また最後に、安全･安心への取り組みや法令順守は自動車

メーカーとしての基本です。「リコール隠し問題」を踏まえ、

2004年に開始された「企業倫理委員会」の様子を公開するな

ど評価しますが、その真摯な企業姿勢を、地球環境と共生す

る躍進の基盤に据えていただくことを心から期待しています。
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参考情報

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良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,P59

P2, P61-62,裏表紙

P5-8

P35-36,P37,P43,P49,P53

P40

P37-39

P35-36,P42,P51-52

P40

–

P26,P35-36

P26

P11-12,P35-36,P41,P45-46,P50,P54

P35-36,P48

P15

P42

P15

P11-12,P35-36,P38,P40,P41,P44-46,P47-48,P50-52,P54-56

P40,P47-48

P40

P35-36,P40

P55

P4-6

P35-36,P40,P44,P47-48,P58

P35-36,P40,P50,P52

P35-36,P40,P51-52

P35-36,P40,P55

P35-36,P40

–

P9-10,P13-15,P17-21,P23-32

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

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・パフォーマンス指標

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
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参
考
情
報

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

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/corporate/ir/index.htmlWeb

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

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

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

企業情報

投資家情報

プレスリリース

当社のウエブサイト「社会・環境への取り組み」でも、関連する情報をご覧いただくことができます。

情報公開について

三菱自動車 社会・環境報告書2008 アンケートについて

基本姿勢 

商品・技術での取り組み 

環境への取り組み 

■ 安心の追求－－自動車メーカーとしてのCSR 
■ CSR活動の継続・強化 
■ コーポレート・ガバナンス 

■ 内部統制システムとリスク管理 

■ コンプライアンス 

CSRへの取り組み 

社会への取り組み 

企業倫理委員会 

トップメッセージ 

社会貢献活動 

■ お客さまとともに 

■ 株主・債権者とともに 

■ 調達パートナーとともに 

■ 社会・地域コミュニティとともに 

■ 販売会社とともに 

■ 社員とともに 

■ 環境指針・取り組み体制 

■ 環境行動計画2010
■ 環境マネジメント 

■ 地球温暖化防止　  

■ リサイクル・省資源 

■ 環境汚染対策 

 

生産・物流・販売での取り組み 

■ 地球温暖化防止　  

■ リサイクル・省資源 

■ 環境汚染対策 

環境ライブラリー 

■ 社会・環境報告書 

■ 車種別環境情報 

■ リサイクル料金 

■ 製作所環境データ 

関連コンテンツ 

プレスリリース（環境関連） 

■  i MiEV ■ 社会貢献活動 

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

社会・環境への取り組み

■ ウエブサイトのご紹介

アンケートにつきましては、これまで FAX、郵送による返送をお願いしてきましたが、より簡単にご回答いただ
けるよう、今回からウエブサイトでのアンケートに変更いたしました。

上記「社会・環境への取り組み」のウエブサイトの各ページごとにアンケートを設けていますので、アクセスいた

だき、ご意見、ご感想、アドバイスをお寄せいただければ幸いです。

皆様からいただいた貴重なご意見に対して、ご期待にこたえられるよう、今後も当社の取り組みのさらなる充実

を図ってまいります。

当社のウエブサイトでは、社会・環境報告書の PDF版のほかにも下に示す冊子や情報がご覧いただけます。

注）上記に掲載のウエブサイト「社会・環境への取り組み」の構成は2008年9月上旬から公開の予定。
ウエブサイトにつきましては、改訂などによりアドレスが変更になる場合があります。
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【用紙】 
森林管理協議会（Forest Stewardship 
Council）が認証した、管理された森林から
のパルプを配合したFSC認証紙を使用して
います。 

【インキ】 
VOC（揮発性有機化合物）の発
生が少ない大豆油インキを使用
しています。 

【印刷】 
有害物質を含む湿し水を使わな
い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

Printed in Japan


