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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
お客様からご満足いただ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いただける安全性・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
お客様にご満足いただ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）

読者の皆様へ
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当社では1999年9月の初版以来、2004年度までの6

年間にわたり、環境報告書を発行してきました。2005年

度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すべ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いただけ

るよう心掛けています。巻頭の特集ページでは、当社の

社会／環境の取り組みの中から、社会にとって、また当

社にとって特に重要であると考える、新世代電気自動車

『i-MiEV』の発売、お客様の視点でのクルマづくり、社会

貢献活動の3つのテーマを選定し掲載しています。

報告対象範囲

■社会・環境：三菱自動車　日本国内
※一部、海外を含む関連会社の情報を掲載

■企業情報：財務会計上の連結対象会社

報告対象期間

■ 2008年度（2008年4月1日～2009年3月31日）
※一部、2009年4月以降の最新情報を記載

報告書発行日

■ 2009年8月（前回発行2008年8月）

ウエブサイトでの情報発信

社会・環境報告書では、情報の網羅性の確保にも心掛

けていますが、社会にとっての重要性や当社の取り組み

の重点項目を優先して掲載しています。掲載外の情報に

ついても、継続的に広く報告することの重要性を認識し、

ウエブサイトでの情報発信を充実させています。

『社会・環境報告書2009』を

お読みいただくにあたって

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
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グローバルな事業展開

グループ一丸となって、厳しい環境に　

2008年度は、米国の金融機関の破綻を契機とした後半からの世界経済の悪化により、全世界的に総需要が低迷し

ました。グローバルに自動車事業を展開している当社グループにおいても、日本、北米、欧州およびアジア・その

他のすべての地域で小売台数が減少し、全体で前年度比22%減となりました。日本では、新型車『トッポ』などの軽

乗用車シリーズや『ギャラン フォルティス スポーツバック』を投入し販売促進を図りましたが、特に下期以降の大

幅な総需要の減少に伴う販売台数の減少に歯止めをかけるには至りませんでした。北米では、カナダで販売台数増

となったものの、総需要が低迷している米国の減少により苦戦を強いられる結果となりました。欧州では、総需要

が低迷を続ける西欧市場の減少に加え、堅調であったロシアも後半は減少に転じました。アジア・その他地域では、

インドネシア、フィリピン、ブラジルなど一部の国で販売を伸ばしたものの、地域全体では減少となりました。

2009年度も厳しい環境が続いており、引き続きすべてのマーケットにおいて売上規模に見合った徹底的な費用削

減を行います。一方で、重点市場である新興国へは、販売拡大に向け積極的に推進します。また、小型・低燃費モデ

ルへのシフトなど世界的に環境、経済性への関心が高まる中、各国のニーズに応える商品を投入していきます。



ギャラン フォルティス スポーツバック トッポ

ランサー ラリーアート ランサー

日本［ Japan ］

2004 2005 2006 20082007

0

2,000

4,000

6,000

4,129

5,041 5,060 4,885

（億円） 

3,984

［年度］ 

売上高

0

100

200

300

227
257 247

219

168

（千台） 

2004 2005 2006 20082007 ［年度］ 

販売台数

北米［ North America ］

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
4,414

4,157 4,236 4,027

（億円） 

2004 2005 2006 20082007

2,322

［年度］ 

売上高

0

50

100

150

200
174

156 164 160

（千台） 

2004 2005 2006 20082007

119

［年度］ 

販売台数

04

企
業
情
報立ち向かう

※車名はいずれも代表的なものを表記。一部の国・地域では異なる場合があります。

※プエルトリコの台数は、2007年度（12千台）、2008年度（9千台）ともに北米から中南米（アジア・その他）に移管しています。
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トップメッセージ

お客様や社会とともに、次の100年

当社は2008年度から2010年度までの3年間を対象期

間とする中期経営計画「ステップアップ2010」で、｢選択と

集中の深掘り｣と「安定収益の確保」の両立という基本方針

を掲げ、その実現に向けて全社を挙げて取り組んでまいり

ました。

しかしながら「ステップアップ2010」の初年度にあたる

2008年度は、米国発の金融危機を契機とした年度後半

からの世界経済の混乱により、当社を含む自動車業界全体

が、これまでに経験したことのない、急激な事業環境の悪化

に直面しました。当社はこれに対し、緊急対策として徹底し

た費用削減に取り組みました。しかし、販売台数の減少や円

高による影響を打ち返すには至らず、前年度比で大幅な減

収・減益となり、営業利益では黒字を確保しましたが、経常

利益・当期純利益では赤字となりました。

2009年度も依然として世界的に厳しい市場環境が続く

と予想されますが、売上規模に見合った徹底的なコスト低

減や費用削減を行い、当期純利益の黒字化を目指します。

一方で、「ステップアップ2010｣での位置付けである

「将来の成長への基盤づくり」はますます重要度を増して

います。厳しい経営環境の中で、費用削減を推進し収益面

での基盤強化に取り組むことはもちろんですが、限られた

経営資源をいかに有効活用するかが最も重要です。その中

で社会の要請である「低燃費」「小型化」といった需要構造

の変化に対応した商品の投入や、重点市場の強化など、必

要な投資は継続して行っていきます。

また、いかなる状況下にあっても企業理念の実践を通じ、

ステークホルダーの皆様からの期待や要請に応え、地球市

民として社会や環境への貢献を継続的に行っていくという

考え方に変わりはありません。それが企業活動の基本でも

あります。

当社はこれまでに、リコール問題への反省とそこから得た

教訓に基づき、コンプライアンスの徹底をはじめ、経営の

透明性を高めるためのガバナンス強化やステークホルダー

への情報開示、社員教育に取り組んでまいりました。また、

社会貢献活動などさまざまなCSR（企業の社会的責任）活

動にも力を注いでおります。これらの活動に終わりはない

との認識のもと、これからも気を緩めることなく、引き続

き全力で取り組んでまいります。

同様に、当社にとって最優先で取り組む課題が環境対応

の強化です。世界環境デーの6月5日、当社は「三菱自動車

グループ 環境ビジョン2020」を公表しました。“EVで先駆

け、『人と地球との共生』を目指す”を、環境取り組みの中長

期方針とし、2020年に向けた数値目標もお示ししました。

また、この7月には、走行中に二酸化炭素（CO2）を排

出しない新世代電気自動車『i-MiEV（アイ・ミーブ）』を日

本国内に市場投入しました。今後、世界の市場にも順次投

入していきます。

『i-MiEV』は、当社における40年以上の電気自動車技術開

発の集大成であり、世界が直面する「大気汚染」「地球温暖化」

「脱石油」のすべての課題に応える究極の環境対応車です。

電気自動車を「環境ビジョン」実現のための牽引役と位置
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を走り始めます。

付け、当社の基幹事業に育てるとともに、お客様や社会とと

もにクリーンで豊かな低炭素社会の早期実現を目指します。

さらに「環境ビジョン」では、自動車のライフサイクル全

体における環境負荷の低減を取り組み方針に掲げており、

開発、調達、生産、物流、販売・サービスなどの当社各部門

とグループ会社を網羅した環境活動を推進していきます。

そのために2009年7月、環境担当役員を新たに任命し、

三菱自動車グループ全体の環境活動を統括・推進する体制

づくりを進めています。将来にわたり、三菱自動車グループ

が社会に貢献できる環境先進企業の一員であるために、

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」の実現に全社

を挙げて邁進してまいります。

自動車の大量生産が始まって約100年が経った今、事業

面や環境面など、あらゆる分野においてクルマ社会は大きな

転換期を迎えています。また、企業に対する社会の期待や

要請も日々刻々と変化しています。それらの変化を鋭敏に

捉え、迅速に対応していくことがCSR最優先企業の使命

であり、企業競争力の源泉となります。社員一人ひとりが、

お客様や社会の皆様とともに、クルマを通じて、「人・社会・

地球と共生する未来」に向けた“次の100年を走り始めたい”

と思います。

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。

2009年8月

取締役社長
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三菱自動車グループ　環境ビジョン2020

三菱自動車は、低炭素社会の早期実現に向け、グループ

全体としての環境に関する中長期的な取り組み方針を定

めた「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」（以下「環

境ビジョン」）を策定し、2009年6月5日の世界環境デー

に公表しました。

地球環境問題、とりわけ地球温暖化対策は、全世界で早

急に取り組まなければならない最重要課題であり、京都議

定書以降の新しい枠組みをどのように定めるのか、中期目

標として2020年の温暖化ガスの低減目標をどのように設

定するかといった国際的な議論が進められています。こう

した状況の中で、当社が価値ある企業として社会から認め

られ、存続し成長し続けていくためには、環境対応のさら

なる強化を図り、具体的な行動で社会からの要請に応えて

いく必要があると考えています。

環境ビジョンにおいて、当社は“EV で先駆け、『人と地

球との共生』を目指す”ことを表明しました。これは、単に

EVを世界に先駆けて市場投入するということだけではな

く、EV技術を牽引役とし、環境技術開発はもちろん、生産、

流通・販売、アフターサービスといった、すべての事業活動

で環境対応を強化すること、また、お客様や社会とともに

EVを中心としたクリーンで豊かな低炭素社会を実現し、人

と地球がともに生きる将来社会の構築に貢献していくこと

を意味しています。これは当社の企業コミュニケーション

ワード「Drive@earth」“地球を走る。地球と生きる。”に込

めた想いを、より具体化するものです。

この環境ビジョンでは具体的な数値目標も示していま

す。EV事業を当社の基幹事業の一つに育ててEVの生産比

率を2020年には20%以上とすることを目指し、これらも

含めて2020年までに製品使用時のCO2排出量を2005年

実績から半減させることとしました。

また、生産における1台あたりのCO2排出量を2005年

比20%低減することとしています。

これらの数値目標は、容易には達成し得ない挑戦的な水

準ですが、私たち三菱自動車では、全社員が一丸となり、こ

のビジョンの実現に向け努力を続けてまいります。

低炭素社会の早期実現のために

環境担当役員

EV で先駆け、『人と地球との共生』

※EV：電気自動車およびプラグインハイブリッド車などの電気エネルギーを動力源とした環境対応車

※

※
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□2020年　CO2排出量低減目標

●EVの技術開発推進と展開拡大 
●商品のライフサイクルでの環境負荷を低減 

●お客様や社会とともに、新しいEV社会を実現 
●地域社会との連携による地球環境保護への貢献 

●EVの普及を目指した開発・生産・販売・ 
　サービス体制の拡充 
●事業活動の分野ごとに環境配慮の基準を設定し、 
　環境保全活動の水準を向上 

商品・技術 

社会との協働 

事業活動 

□実現に向けた取り組み方針

を目指す

環境ビジョンの実現に向け、「商品・技術」、「事業活動」、「社

会との協働」を3つの柱とした取り組み方針を掲げました。

「商品・技術」では、環境活動全体の牽引役であるEV技

術の開発推進や商品展開、仕向け地の拡大を進め、2020

年にはEVの生産比率を20%以上に伸ばしていきます。さ

らに、エンジン車の燃費向上や小型・軽量化などにより

CO2排出量低減を推進し、2020年には製品使用時のCO2

排出量を、全世界向けの平均値で2005年比50%低減する

ことを目指します。そのほか、リサイクル性の向上や商品

に使用される環境負荷物質の削減など、商品のライフサイ

クル全体での環境負荷低減を進めていきます。

「事業活動」では、EVの普及のために、研究開発体制や生

産体制の強化、海外を含めた販売・アフターサービス体制

の構築など、それぞれの事業活動においてEVのリーディン

グカンパニーとしての活動を強化していきます。また、生

産、物流、調達、販売、そしてオフィスなど事業活動のすべ

ての分野において、当社独自の環境基準を設定し、グルー

プ全体の環境保全活動のレベルアップを図ります。生産に

ついては、1台あたりのCO2排出量を2020年において、

2005年比20%低減することを目指し、これまで進めてき

た工場設備の省エネ化・高効率化を引き続き推進するとと

もに、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入も推進

していきます。

「社会との協働」では、EV交通社会の実現を目指して、

行政や各業界などと連携し、充電インフラの整備やEVを

使った新しい交通の仕組みづくりに貢献していきます。ま

た、これまでに推進してきた地域社会と連携した環境保全

活動を引き続き推進するとともに、植林などの社会貢献活

動のグローバル展開やエコドライブの支援活動の推進な

ど、活動の充実を図っていきます。

■ 三菱自動車グループが目指す姿

■ 実現に向けた取り組み方針と目標値

ありたい企業像 目指す将来社会
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街を走り始めた

2009年7月、三菱自動車は、リチウムイオン電池を搭載した新世代電気自動車『i-MiEV（アイ･ミーブ）』を日本市

場に投入しました。電力会社をはじめとするさまざまなパートナーの皆様との3年にわたる実証テストも経て、本

格的な普及を目指した量産と販売を開始しました。

現在深刻さを増している地球温暖化は、二酸化炭素

（CO2）などの温室効果ガスの人為的な排出が原因である

と言われています。運輸部門のCO2排出量は、世界的にも、

また日本でも総排出量の約2割を占め、そのうち日本では

約9割が自動車からの排出となっています。従って、自動車

からのCO2排出量削減は、地球温暖化対策の中でも極めて

重要な役割を担っています。

電気自動車は、バッテリーの電気のみで走行するため、

発電時のCO2発生を含めても、従来の自動車よりCO2の

発生を大幅に抑えることができます。

また、電気は石油や石炭などの化石燃料以外のさまざま

なエネルギー源から得ることができるので、電気自動車の

普及はエネルギー問題の解決にも貢献することができます。

『i-MiEV』のような電気自動車を普及させることが、持

続可能な低炭素社会の早期実現につながるものと、私たち

は考えています。

低炭素社会の実現を目指す

1特集 環境への貢献
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次の100年の扉を開く

※1 発電から充電までのCO2排出量は含まず。

豊かな自然を育む地球、社会、そして人との共生を目指

し、三菱自動車が「環境への貢献」の頂点技術として世に

送り出すのが究極の環境対応車『i-MiEV』です。『i-MiEV』

の構想に着手したのは今から5年前になります。「究極の

環境対応車とは？」という命題に対して、私たちは多くの

議論を重ねました。環境汚染のないクリーンな排出ガスで

あること、地球温暖化防止のためにCO2の排出量を極限

まで抑えること、そして限りある石油資源をできるだけ使

わないこと、これらの難しい要求のすべてを満たす車とし

て導き出した結論が、電気自動車『i-MiEV』でした。私たち

には1960年代の中頃からこれまで、40年以上におよぶ電

気自動車の研究で培ってきた技術の蓄積があります。それ

らのすべてを『i-MiEV』に投入しました。

自宅の屋根に設置した太陽光パネルで発電した電力で

『i-MiEV』が走る。それも、もはや夢ではなく現実になりつ

つあります。『i-MiEV』は、世界が目指す低炭素社会の先駆

けとなる車、次の100年を走る車であると信じています。

これからも、EVのリーディングカンパニーとして社会に貢

献し、「EVの三菱」として皆様に認めていただけるように

努力していきたいと考えています。

商品戦略本部

プロダクトエグゼクティブ（MiEV担当） 橋本 徹

『i-MiEV』はこれまでにないカーライフと、クリーンで豊かな交通社会を実現します。

街を、暮らしを変えていく

走行中のCO2排出は“0（ゼロ）” 。

グリーン電力を使用すれば、さらにCO2低減に貢献。

『i-MiEV』はガソリンがいらない電気自動車。
ご家庭のコンセントから充電して走行できます。

買い物中にちょっと充電。

社会全体でCO2を低減する取り組みが始まっています。

モーターで走るので、とても静か。

小鳥のさえずりを聞きながらドライブ。

※1

開発 生産 販売 アフターサービス



外出先で便利! 普及が進む充電インフラ

Close up!

街には電気自動車に充電できるスポットがすでに整備

され始めています。ご家庭のコンセントから充電できる

『i-MiEV』ですが、充電インフラの整備が進めば、『i-MiEV』

での遠出がしやすくなります。

首都高速道路のパーキングエリアに急速充電器が設置

されるとともに、石油会社がガソリンスタンドへの併設

を発表するなど、充電インフラ普及のスピードが高まっ

ています。このほかにも商業施設やビルの駐車場などに

急速充電器やコンセントが設置され始めており、お買い

物の間に充電を済ませるなど、自由に電気自動車を乗り

こなせる環境が整いつつあります。

今後は、自動車販売店やコンビニエンスストア、コイン

パーキングなどにも急速充電器やコンセントが設置され

るよう、関係業界と連携を進めていきます。

MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 200911

日本各地のさまざまな気象環境下での車両の総合評価

や、電力会社で開発している急速充電器への適合性の確

認、そして大口ユーザーでもある電力会社から見た業務車

両としての実用性の評価などを目的に、国内の多くの電力

会社と『i-MiEV』の共同研究を行いました。

郵便事業（株）や（株）ローソン等での試行配備など、幅広

い分野の業界との協力による実証試験を行いました。

また、複数の住宅メーカーから、電気自動車に対応した

住宅が提案・販売さ

れています。住宅メー

カーでは、太陽光発

電システムと電気自

動車を組み合わせた

住宅の研究などが進

められています。

『i-MiEV』の市販化に向けて、電力会社、官公庁、地方公共団体、国内外の企業などに実際の業務でご使用いただき、

延べ50万kmに及ぶ実証走行試験を通じて、『i-MiEV』の耐久性や信頼性を十分に確認しました。

神奈川県での警察業務における実証走行試験（2008年7

月～2009年3月）や、環境省の実証試験への車両協力など

を通じて、官公庁や地方公共団体での業務用車両として、

十分な実用性があることを確認しました。

クリーンエネルギーの導入拡大に取り組む海外各国か

らの関心も高く、これまで、米国カリフォルニア州とオレ

ゴン州、ニュージーランド、香港、カナダ、モナコ公国で

『i-MiEV』の実証走行試験を進めています。

お客様とともに築くEV社会

■ 電力業界との協力

■ 他業界との協力

■ 官公庁・地方公共団体との協力

■ 海外との協力

（株）ローソンでは、東京都江東地区の実験店舗に200V充電器を設置。

香港特別行政区政府環境局への『i-MiEV』引渡し式

神奈川県警察車両『i-MiEV』

1特集 環境への貢献

急速充電器の標示 首都高速
大黒パーキングエリア
（神奈川県）

新丸の内ビル駐車場
（東京都）

充電器設置場所の最新情報は、
三菱自動車ホームページ内の『i-MiEV』ポータルサイト
（http://www.ev-life.com/）の中で公開しています。

(株）トステム住宅研究所（アイフルホーム）の電
気自動車対応住宅｢セシボ・アニバーサリー｣
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新世代電気自動車『iｰMiEV』の量産と市場投入を成功させるため、商品企画から開発、生産そして販売や

アフターサービスに至るまで、各分野の第一人者を集めた強力なプロジェクトチーム体制が組まれました。

私たちが自信を持って　　　　　　 を送り出します

EVの量産に初めて挑戦!
『i-MiEV』の量産化にあたり、最新型EVの技術力・商品力
を実現する目標値（品質・コスト・日程と台数）を達成する

ため、開発・品質・調達部門と一体となって、生産準備を進

めました。製造ラインも作業工程内での品質造り込みを徹

底し、安全で高水準の量産品質を維持できるものとしまし

た。この車の先進性に負けない最高の

生産品質を確保するため、さらなるレ

ベルアップを図っていきます。

お客様とともに育てる『i-MiEV』
このたび『i-MiEV』を無事世の中に送り出すことができ
ました。このプロジェクトでは、車両の開発と並行して、

『i-MiEV』の良さを社内外にアピールする活動にも力を入
れてきました。その結果、多くの方々に『i-MiEV』について
ご理解いただくとともに、各方面からの商品へのご意見を

いただき、量産車に反映することができました。

今後も「お客様とともに育てる『 i -
MiEV』｣をモットーに、市場ニーズに
耳を傾け『i-MiEV』を育てていきたい
と考えています。

お取引先の皆様と夢を形に
一人でも多くのお客様に『i-MiEV』をご購入いただくため
には、性能や品質が良いことはもちろんですが、お求めや

すい価格でのご提供が不可欠です。

そのためには、これまでも調達のパートナーであるお取引先

の皆様と一緒になってコストの低減を

進めてきましたが、これからも一層の

活動に取り組み、世の中が『i-MiEV』で
溢れるようにしたいと考えています。

安心して楽しく
ご使用いただくために!

『i-MiEV』のオーナー様が長く安心してお乗りいただける
ようサポートすることが、我々アフターサービスの仕事で

す。補用部品の供給システムをはじめとしたアフターサー

ビス体制を整備したほか、販売会社がお客様の信頼できる

良きパートナーとなるよう、メカニッ

クへの技術研修や点検・整備機器の

充実化を行っています。

i-MiEVをより多くの方々に
｢The Earth Vehicle」｢次の100年を走り出そう｣—私
たち営業・広告部で作っているカタログの最初のページの

言葉は、『i-MiEV』に係わった人たちの意気込みを表して
います。この気持ちを販売会社の営業スタッフを通じて、

より多くのお客様にお伝えし、そして体感していただく。そ

のための仕組みを立案・実行していく

のも営業・広告部です。

私たちの仕事はこれからが本番です。

MiEV商品生産化プロジェクト

主任　吉田 保
MiEV商品開発プロジェクト

主任　高松 修

営業推進部　

担当部長 井上 洋
営業・広告部

マネージャー 柾谷 浩之

調達企画部

上級エキスパート 添田 敏美

安心品質をお届けします
品質管理部門の仕事は、常にお客様にご満足いただけるよ

う、徹底的に品質改善を推進することです。従来車と同様の

改善に加え、EV特有のシステム・部品に対する実証試験と、
部品お取引先の皆様と一体となった品質活動を徹底的に行

いました。品質向上に終わりはなく、

今後ともさらなる改善を継続します。

お客様に必ずやご満足いただけるEV
を自信を持ってお届けします。

品質監理部

エキスパート 原田 士郎
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クルマがもたらす歓びと幸せを
すべての人に届けたい

三菱自動車は、クルマがもたらす利便性をすべての人に感じていただきたいと考えます。クルマによって広がる行

動範囲は人々を自由にし、幸福をもたらします。

私たちの製品が、お年寄りや障がいのある方、小さいお子様をお持ちのお母様などをバックアップし、日常生活や

レクリエーションを豊かにするお手伝いができるよう、さまざまな技術や装備を搭載した車両をラインアップし

ています。本来、お年寄りや障がいのある方、小さいお子様をお持ちのお母様に使いやすいものは、すべての人に

とって、使いやすいもののはず。いろいろな方の目線で車両を開発することが、良いクルマづくりにつながると考

えています。

また、いまや社会生活に欠かせないクルマだからこそ、より安全に運転できなくてはなりません。三菱自動車では、

誰もがより快適に、安全に運転できるような先進安全システムを関係機関と協力しながら開発しています。

2特集 お客様に喜ばれるクルマづくり

協力：介護付有料老人ホーム｢ペアウェル多摩川｣（東京都稲城市）
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車いす仕様車「ミニキャブバン・テールリフト付」が気軽な外出を支援

介護付有料老人ホーム「ペアウェル多摩川」（東京都稲城市）では、『ハー

ティーランシリーズ』の車いす仕様車『ミニキャブバン・テールリフト付』を

購入しました。当ホームでは、入居されている方にできるだけホームの外

の生活も楽しんでいただきたいと考えており、気軽に出かけられる環境を

整えるため、福祉車両を導入しました。

『ミニキャブバン』は軽自動車なので、職員の誰もが運転しやすく、ま

た、テールリフトが乗降時に介護する職員の負担を減らしてくれました。

職員に負担がかからないので、入居されている方も安心して外出を楽し

まれています。

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思いから、1991年から福祉車両

『ハーティーランシリーズ』を生産・販売しています。1992

年に投入した赤い車体色の『シャリオ 車いす仕様車』は、

それまでの「車いす＝荷物」「福祉車両＝白いバン」という

固定概念を覆す画期的な商品で、多くのお客様から高い

評価をいただきました。

当社では、福祉車両を使用される方にも、クルマそのも

のを存分に楽しんでいただくため、『eKワゴン』『トッポ』

『ミニキャブ』などの軽自動車に加え、小型車の『コルト』

や、『デリカD:5』といったワンボックス車まで『ハーティー

ランシリーズ』を幅広くラインアップしています。

また、常設展示場として東京都多摩市に「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、『ハーティーランシリーズ』の使

いやすさを実際に体感していただく機会を広げています。

福祉車両　ハーティーランシリーズ

『シャリオ　車いす仕様車』（1992年発売）

『デリカD:5 サイドムービングシート仕様車』

三菱バリアフリーラウンジ多摩

三菱自動車カーライフプロダクツ（株）
特装企画部

主任　浅田 国英

介護付有料老人ホーム
「ペアウェル多摩川」

施設長 大村　伸一 様

お客様の声
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“女性ならでは”の視点を活かしたクルマづくり

Close up!

第4期FM Seedsメンバー。前列右端が筆者。

第3期作成ショーカーの『アウトランダー　FM Seeds×ancel』
働く女性のために趣味性の高いインテリアをコーディネート。
週末のペットと過ごす時間にも配慮しました。

“FM Seeds（エフエム・シーズ）”は、女性ならではの視

点から商品企画や販促提案を行うプロジェクトチームで、

2005年からスタートし、私たちで第4期目になります。

クルマは日常の足として考えられることが多いと思い

ますが、「“第二の私の部屋”のように、自分らしさを表現

できる楽しい存在であることをもっと伝えたい」というの

が第1期からの私たちのモットーです。

これまで、特別仕様車の企画やショーカーの企画など

に参画してきましたが、第3期で提案したショーカーは

2009年4月開催のニューヨーク国際自動車ショーに出展

されました。

現在、第4期活動では、特別仕様車の企画や本社ショー

ルームイベントの企画提案を行っています。メンバーはさ

まざまな部署から集まっているため、多様な意見が集ま

りやすい環境にあります。そのような環境を活かし、今後

もクルマの楽しさを伝えていきたいと思っています。

〈 マーブルエディション仕様例 〉

● 後方3方向カーテン＆間仕切りカーテン
● フロントセパレートタイプシート

● ベビーカーホールドアッタチメント

● 赤ちゃん見えるミラー（専用オプション）

● キッズピロー（専用オプション）

● ラゲッジルームランプ

● キーリングイルミネーション

2特集 お客様に喜ばれるクルマづくり

当社では、他社に先駆けて1990年に、子育てママとお子

様の外出に便利な装備を搭載した特別仕様車「マーブルエ

ディション」を商品化しました。当時では珍しかった抗菌加

工の花柄シートカバーや後席のお子様を振り返らず確認で

きる「赤ちゃん見えるミラー」など、母子が安心に、そして

安全に出かけるための装備を採用。それまでにない新しい

発想のクルマとして皆様から高い評価をいただきました。

その後もマーブルは進化を続け、現在は、FM Seeds（エ

フエム・シーズ）と呼ばれる社内女性チームが、子育てママ

へのアンケート調査などを実施し、そこから得た結果をも

とに、さらに便利な機能を盛り込んだ『eKワゴン・マーブ

ルエディション』を販売しています。

当社では今後もお客様のご意見に真摯に耳を傾けなが

ら、より多くのご要望にお応えできるクルマづくりに取り

組みます。

“ママのおでかけ、あったらいいな”にお応えしたい

『eKワゴン・マーブルエディション』

国内企画・商品計画部

エキスパート 南澤 泰弘

欧州第三部　竹中 三香子
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〈 cocochi-インテリア 装備例 〉
●タバコやアンモニア臭、VOC を吸着・分解する「消臭

天井」1

●日焼けの原因となる紫外線、ジリジリ感の原因となる

赤外線を軽減する「UV&ヒートプロテクトガラス」2
●雨の日でもクリアな視界を確保する「撥水ガラス」「親水

ドアミラー」

●汚れ・シミがつきにくい「汚れプロテクト加工シート」

●花粉やダニを除去するとともにVOCなどの臭いも低減
する「脱臭機能付きクリーンエアフィルター」

●アロマセラピーで快適な室内を演出「アロマデフューザー」

C
S
R
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み

環
境
へ
の
取
り
組
み

特
　
集

装備設計部

主任　棚瀬 光隆

先行車両技術部

エキスパート 伊藤 政義

近年、クルマの室内でも健康的で快適に過ごしたいとい

うお客様のご要望が高まっています。当社ではそのような

ご要望に応えるために、乗る方に優しい健康的で快適な室

内環境を提供することを目指して、「クリーン」「ストレスフ

リー」「安心・安全」をテーマに技術開発を進めました。

紫外線や赤外線をカットするUV&ヒートプロテクトガラ

ス、タバコ臭・アンモニア臭・ホルムアルデヒド（シックハウ

ス症候群の原因物質）などを吸着・分解する消臭天井などの

室内装備を「cocochi（ここち）-インテリア」と名付け、心地

よい車内環境を実現させるための取り組みを進めています。

『コルト』『デリカD:5』『ギャランフォルティス』や『i（アイ）』

『eKワゴン』などに搭載しており、今後さらに室内環境快適

性を向上させる新技術開発を進め、採用車種を拡大し、

「cocochi-インテリア」を進化、発展させていきます。

車内でも健康で快適な環境を

紫外線カット 

可視光線 

赤外線カット 

UV&ヒートプロテクトガラス

タバコ臭 アンモニア臭 
ホルム 
アルデヒド 

消臭天井

当社では、安全、快適で環境に配慮した道路交通を実現

するITS（高度道路交通システム）の商品化を目指し、研究

開発を進めています。

2008年度には、無線通信技術（道路と車両間、車両と

車両間の通信など）を活用した安全運転を支援するシステ

ムを開発し、軽乗用車『i（アイ）』、ミニバン『デリカD:5』を

ベースにした実験車3台に搭載。関係省庁とメーカー共同

による大規模実証実験「ITS-Safety2010」に参加し、商

品化に向けたデータを収集することができました。

実験車『i DSSS 』では、音声と専用のランプで注意喚

起を行う表示装置を採用。カーナビゲーションシステムを

装着されないお客様にも先進の安全技術を利用いただける

よう、開発を進めています。

先進安全技術を身近なものに

道路に設置されたセンサーからの情報を受信し、運転者に伝えます。

軽乗用車『i（アイ）』に搭載したシステム。カーナビゲーションを使わず、
音声とランプで運転者に注意喚起を行います。

ビビ！対向車注意
してください

※1 VOC：Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）
※2 DSSS（Driving Safety Support Systems）：安全運転支援システム。警察庁主導のプロジェクト。

※2

1

2

※1
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企業市民の一人として

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。

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。

社会貢献活動方針

体験授業プログラム「環境授業（リサイクルクイズ）」

3特集 社会への貢献
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気軽に参加できる活動を企画しています
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社員が継続的に社会貢献できる仕組みとして2009年4

月より定額募金制度「三菱自動車STEP募金」を導入しまし

た。当社で働く人々が任意（自主的）に毎月の給与および一

時金から定額を継続的に拠出して資金を積み立て、これを

活用して社会貢献活動を継続的に支援をしていきます。

〈2009年度支援先〉

●チャイルド・スポンサーシップ（特定非営利活動法人ワー

ルド・ビジョン・ジャパン）

開発途上国の貧困な地域の

ニーズに合った支援を継続

的に行い、地域の環境を改

善することにより、子どもた

ちへより良い未来をもたら

す活動です。

●「子供の森」計画（財団法人オイスカ）

子どもたち自身が、学校の敷

地や隣接地で苗木を植えて

育てていく実践活動を通じ

て「自然を愛する心」「緑を大

切にする気持ち」を養いなが

ら地球の緑化を進めていく

活動です。

社員が気軽に楽しく体験できるボランティア活動とし

て、図書の出版が少ないカンボジア、ラオス等アジアの子

どもたちに絵本を送る（社）シャンティ国際ボランティア会

の「絵本を届ける運動」に協賛しました。

定時後に社員有志が会議室に集合し、現地の情勢や作

成した絵本がどのように活用されているかといった説明

を聞いた後、日本

語の絵本に現地語

の翻訳シールを貼

り付ける作業を実

施しました。

社員から集めた本・CD／DVDを廉価で社員へ販売する

活動で、バザーの売り上げは“アジアの子どもたちの教育支

援活動に寄付する”という趣旨で開催しました。

販売は「昼休みの

1時間と定時後～

19:00まで」と限ら

れた時間ながら、多

くの社員が立ち寄

り、本やCD／DVD

を購入しました。

一人ひとりでは小さなことでもみんなで取り組むことで大きな力に変わります。

社員一人ひとりが社会とのつながりを感じることができる機会を提供しています。

社員の「参加したい」気持ちをサポートします

■ STEP募金 ■ 絵本を届ける運動

■ 古本バザー

社員の皆さんが構えず気軽に参加できる活動として上記の企画を実施しました。「絵本を

届ける運動」や「古本バザー」は開催日まで人が集まるかどうか不安でしたが、予想を上回る

参加があり、社員の「参加したい」気持ちのサポートが少しでもできたのではないかと実感し

ました。活動を通して普段業務で直接関わりのない社員同士のつながりの場としても非常に

有効であることにも気づきました。今後も多くの方が参加しやすい企画を提供していきます。社会貢献推進室　有賀 久美子

絵本を届ける運動

古本バザー

チャイルド・スポンサーシップ
写真提供：ワールド・ビジョン・ジャパン

「子供の森」計画
写真提供：（財）オイスカ
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Support for the next generation
次世代育成

「小学生自動車相談室」を1993年から毎年開設し、専用フ

リーダイヤルを設けています。小学生を対象にした専門の相

談室を設置しているのは、自動車業界では当社だけのユニー

クな取り組みです。

また、子ども向けサイト「こどもクルマミュージアム」では、

環境と自動車の関係を紹介する「環境にやさしいクルマ」を

開設しています。

「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。

2008年度は37講座を開催し、2,358名が受講しました。

また北海道洞爺湖

サミットと合わせ、

当社十勝研究所が

ある北海道河東郡

音更町の小学校で

も開催しました。

当社は、2006年10月の「キッザニア東京」に続き2009

年3月にオープンした「キッザニア甲子園」にも出展してい

ます。

当社パビリオンでは、運転免許試験場、レンタカー、自

動車工場（甲子園のみ）、カーデザインスタジオ（東京のみ）

のアクティビティを通じて、クルマ本来の魅力や楽しさ、

走る歓びを感じることができます。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

身に付けるお手伝

いをしています。

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。2008

年度は、本社（東京都）に21校134名が来社し、「商品企画」

「デザイン」「環境」

などのテーマで実

際に担当している

社員と意見交換を

しました。

三菱自動車では「次世代育成（S）」「交通安全（T）」「環境保全（E）」「地域活動（P）」を社会貢献主要テーマとして取り組んでいます。

三菱自動車社会貢献“STEP”活動

■ 小学生自動車相談室

■ 体験授業プログラム

■ キッザニア

■ 企業訪問学習

「こどもクルマミュージアム」

3特集 社会への貢献

Close up!

クルマのことを好きになって欲しい
若者のクルマ離れと言われるようになって久しいですが、若い世代の方に何かしら刺激を

与えられればいいかなと思い「企業訪問学習」を担当しました。いろいろ話を聞いてみると、

いわゆるクルマ好きの生徒さんもいて一安心。一方「安くて燃費のいいクルマが欲しい」とい

う意見もあり、中学生も大人と同じで経済性を重視するのだなあと思う場面もありました。

私自身もこの業界に就職したいと思ったきっかけが、小学生の時の社会見学だったこと

もあり、これをきっかけに将来三菱自動車へ入社してくれたらうれしいですね。商品企画部　羽鳥 秀幸

体験授業プログラム「環境体験授業」
※車両は実証走行試験車両

キッザニア甲子園

企業訪問学習



20

C
S
R
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み

環
境
へ
の
取
り
組
み

特
　
集

Traffic safety
交通安全

Environment preservation
環境保全

Participation in local communities
地域活動

「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運転のコツやクルマと安全などに

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。

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。

2008年度は社員やその家族などのボランティアにより、

前年に植樹した地域について、下草刈りや鹿除け柵の設置、

自然観察や鳥の巣箱作りなどを行いました。

また、間伐材の有

効活用としてベン

チを製作し、各事業

所に設置しました。

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカでは、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年度から活動しています。

その結果、工場近郊の3.1エーカー（約1.3ヘクタール）の

土地に、自然の大草原が蘇りました。

名古屋製作所、パワートレイン製作所（京都工場、滋賀工

場）、水島製作所、パジェロ製造では、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。

2008年度は、全事業所合わせて約4万2,000人の見学

者が来社されました。

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカでは、車内での子

ども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300万セット以上（累計）を無料で配付しています。

小さな子どもたちでも、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。

■ クルマの学校 ■ キッズ セーフティー ファースト

■ パジェロの森 ■ 大草原復活プロジェクト

■ 工場見学

大草原復活プロジェクト

工場見学

パジェロの森

クルマの学校

キッズ セーフティー
ファーストの教材

▲▲▲

安全啓発活動については P.28

▲▲▲

各地区の取り組みについては P.55
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企業倫理委員会
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写真：コードリーダー研修会

三菱自動車のCSRへの取り組み
www.mitsubishi-motors.co.jp/social/csr/
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CSR推進
当社は、CSR最優先企業として、従来のコンプライアンス・CSR活動の継続・強化とともに

社会との持続的共生を目指した活動にも積極的に取り組んでいます。

社会貢献活動強化では、2008年4月に「社会貢献推進

室」を新設し、全社的な活動方針に基づき従来の活動を継

続・強化させるとともに、社員一人ひとりが参加できる仕

組みの構築など、活動の充実に向けた基盤整備を進めてい

ます。

これらの取り組みに対しては、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・助言をいただいています。

当社では、法令、国際ルール、社内規定の遵守はもちろ

んのこと、変化する社会規範についても最大限に尊重して

行動する企業倫理の遵守に取り組んでいます。

企業倫理の遵守に基づき企業理念を実践し、ステークホ

ルダーの皆様からの期待や要望に応えて信頼を得ながら社

会と環境への貢献を継続的に行っていくことで「クルマを

通じて人・社会・地球と共生する未来」を目指しています。

三菱自動車のCSR活動の考え方

当社では、2004年のリコール問題については徹底した

原因究明を行うとともに、これを教訓に2005年度から

2007年度までの再生計画期間中「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。

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」では、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、さらに環境

対応やコーポレート・ガバナンス、社会貢献活動など、「社

会と永く共生すること」を強く意識した活動に取り組んで

まいります。

環境対応最優先では、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。

また、当社設立50周年にあたる2020年度に向けた中長

期の環境取り組み方針「三菱自動車グループ 環境ビジョン

2020」と、走行中にCO2を排出しない究極の環境対応車

である『i-MiEV』を2009年6月に発表しました。

コーポレート・ガバナンス強化につきましては内部統制

に対する整備をはじめ、全社的な取り組みを着実に推進し

ています。

ステップアップ2010での
取り組み概要

再生計画 
2005年度～2007年度 

信頼回復 

社会からの信頼を回復し、 
誠実な企業と認めて頂くために 

ステップアップ2010
2008年度～2010年度 

コンプライアンス第一 

安全第一 

お客様第一 

社会との共生 

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 

環境対応最優先 

コンプライアンス・CSR活動の継続 

コーポレート・ガバナンス強化 

社会貢献活動強化 

三菱自動車のCSR活動 

クルマを通じて人・社会・地球と共生する未来を目指す活動 

企業理念の実践を通して、ステークホルダーからの期待や要望に応えて 
信頼を得ることで社会と環境への貢献を継続的に行っていくこと。 

企業理念 

三菱自動車 
企業倫理 

〈 三菱自動車のCSR 〉 
クルマを通じて人・社会・地球と 
共生する未来を目指す活動 

地域社会 

社員 
株主 
投資家 

お客様 

販売会社 
調達 

パートナー 
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コーポレート・ガバナンス
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。

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。また海外主要子会社に内部監

査部門を、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。

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・助言をいただいています。

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、取締役会をはじめとした当社の重要な会議に

出席し、取締役等から営業の報告を聞くとともに、重要書

類等の閲覧、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の

監査を実施しています。

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・市

場措置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、2008年度は延べ95回

の監査を行いました。

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
諮問機関からの指導助言

株主総会 

会　長 

社　長 

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 
連携 

取締役会 
取締役 14名 

（うち社外取締役 2名） 
会計監査人 

品質統括本部 

常務会 21名 
副社長（ステップアップ2010推進室） 

関係会社 

各部門 

監査役会・監査役 5名 
（うち社外監査役 3名） 

CSR推進本部 

企業倫理委員会 

□コーポレート・ガバナンス体制（2009年3月31日現在）

▲▲▲

P.26
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内部統制システムとリスク管理
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。

内部統制システムの整備
に関しては規則・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るとともに、

大規模災害ほかの緊急事態発生においても、当社の企業理

念に沿って「製品の供給やサービスの提供を継続」するこ

と、仮に事業が停止する場合においても「早期に再開する」

ことを基本方針とした事業継続計画を策定し、企業として

の責務を果たしていきます。

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ています。

情報セキュリティ管理については「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に基づ

き、物理的、技術的、人的・組織的施策を実施し、その維

持・向上を図っています。

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。

個人情報保護

安全保障貿易管理

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、内部統制委員会主導の

もと、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」を制定したほか、各

統括部門あるいは本部に計19名（2009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、2008年度から

は、各部門におけるリスクの洗い出し、評価、対策立案・実

施、モニタリングの一連のサイクルを回すとともに、全社レ

ベルの重要リスクを取りまとめ、経営幹部に報告を行って

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
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社長 

内部統制委員会 

評価チーム 

評価責任部門 

各部門 
（構築） 

関係会社 
（構築） 

各部門 
（構築） 

関係会社 
（構築） 

評価責任部門 担当職制 

各部門 関係会社 各部門 関係会社 

担当職制 

会社法分科会 

金融商品取引法に基づく対応 
（財務報告に係る内部統制の構築・評価） 

会社法に基づく対応 
（基本方針に基づくシステム構築対応） 

□内部統制推進体制

リスク管理体制の整備

情報セキュリティ管理
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コンプライアンス
当社は、社会から誠実な企業であると認めていただくために、

社員一人ひとりに「コンプライアンスの心」を浸透させる活動に取り組んでいます。

を重視しています。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、説明会の開催

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、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。

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、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。

また、企業倫理問題の解決方法、事例展開などについて

の研修会を定期的に実施しています。海外関連会社につい

て、内部統制と連動しながらコンプライアンス推進体制の

構築を図っています。

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。

規定の整備・周知

三菱自動車グループ各社への
浸透活動

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

（2008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。

また、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から「社外の目」で指導・助言をいただ

いています。

2008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22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企業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。

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

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

企業倫理遵守促進プログラムの実践

ヘルプラインの運営

安全への誓いの日

企業倫理遵守推進体制
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企業倫理委員会
「社外の目」「世間の常識」の視点からチェック、指導・助言をいただいています。

企業倫理委員会について
また、当社取締役会より2006年10月に企業倫理委員

会に対し「信頼回復活動の取り纏めと評価・提言等」につい

て諮問を行い、2007年5月21日付で「答申書」を受領しま

した。

答申書では「ほぼ初期的段階をクリアしたと判断した」と

の評価をいただき、一方で「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

提言をいただきました。

答申書受領以降13項目の提言への対応策については担

当部門から都度企業倫理委員会に報告し、ご意見をいただ

いています。

2008年度は12回の委員会を開催し、企業倫理遵守促進

プログラム、企業倫理浸透度調査についてなど25議題を

説明し、意見・指導・助言をいただきました。

公式な委員会のほかにも、各部門の企業倫理責任者であ

るコンプライアンス・オフィサーの会議にオブザーバーと

して出席していただき、そこで感じた疑問やご意見を伺い

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・ご指導をいただきました。

2008年度の活動概要

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、「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、2009年7月ま

でに合計60回の委員会を開催、139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いただき

ました。議題を大別すると以下の通りで、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）。

なお、議題に対するご意見につきましては、開催の都度

プレスリリースにより社外にも公開しています。

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

［17］

③コンプライアンス浸透への取り組み［39］

④企業風土改革をはじめとするその他の取り組み［55］

⑤製作所、販売会社の実情視察［5］

発足以来の活動実績

宮本 一子 委員 山本 信之 委員 村 和男 委員 松田 昇 委員長 川岸 近衛 委員 藤本 隆宏 委員
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□企業倫理委員会メンバー
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三菱自動車の社会への取り組み
www.mitsubishi-motors.co.jp/social/approach/
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お客様とともに
当社では、お客様に高品質な商品やサービスをお届けし、安心してお使いいただくために、さまざまな取り組みを

行っています。

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。

お客様自身でご不明な点をお調べいただけるよう、充実

したFAQコーナーを設けています。

また、メールでのご相談もうけたまわっており、フリー

ダイヤル受付時間外の利便性向上を図っています。

お車を安全にお使いいただくための啓発活動として、安

全運転に関する基礎知識などを掲載したパンフレットの制

作・配布、安全啓発サイト「安全なドライブのために」の開

設などを実施しています。

安全啓発サイト内の「クルマを安全にお使いいただくた

めに」では、特に注意していただきたい装備の操作方法な

どをアニメーションで分かりやすくご紹介しています。

ホームページでの情報提供

安全啓発活動

当社では、お客様からの声を直接うけたまわる窓口とし

て1968年に「お客様相談センター」を開設し、お客様からの

お車の購入や取り扱いに関するお問い合わせ、ご意見・ご要

望などあらゆるご相談に対し「迅速･的確･親切」をモットー

に対応しています。

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。

また、お客様相談センターでは、大切なお客様の声を活

かし、さまざまな取り組みを実践しています。

お客様からいただいたご意見・ご指摘は、イントラネット

を使い社内にフィードバックするほか、社員がいつでも必

要な情報を検索できるシステムとしており、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。

価値あるお客様の声を社内関連部門にフィードバックし

共有することで、よりお客様の目線での商品･サービスづ

くりを行うことを目指しています。

例えば、開発部門にお客様の声を詳しく伝えることで、

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品質情報につい

ては、リコールなど市場措置判定の基礎資料となる品質情

報連絡書の作成に活用しています。

お客様との
コミュニケーションのために

お客様の声のフィードバック

　0120-324-860
平 日：9～17時 
土・日：9～12時／13時～17時 

三菱自動車　お客様相談センター

お問い合わせページ

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

安全啓発ページ

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

▲▲▲

交通安全活動については P.20
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良い製品づくりは良い人づくりからの考えに沿って、品

質工学やFMEA／FTA など人の質を高める実践的社内

教育を推進しています。

新品質情報システム（SQM-BC ）の活用

お客様からの品質に係わる情報に迅速に対応するため、

2006年にSQM-BCを導入しました。アフターサービスに

関する複数のシステムを統合管理するシステムです。基幹

システムの一つDES（Data Entry System：品質情報入

力システム）では、お客様からの品質に係わる情報につい

て、販売会社と当社とがリアルタイムで共有でき、さらに不

具合内容の迅速な究明や販売会社間での情報共有化が可能

です。もう一つの基幹システムWAS（Warranty Analysis

System：ワランティ分析システム）は、クレームデータ（補

償修理情報）に関して、車種別・部品別・生産日別などさま

ざまな統計分析を可能にし、設計・製造・サービスなどの関

連部門での迅速な対応に活用されています。なお、2009年

からWASは海外工場でも運用を開始しています。

迅速で透明性を確保したリコール等判定プロセス

当社は2004年のリコール隠し問題以降、外部専門家の

方々も交え信頼回復に向け真摯に取り組んできました。ばら

つきのでない厳格なリコール判定基準を設け、判定会議はお

客様関連部や労働組合などのお客様視点を持つメンバーを

加え、開かれた体制としたほか、会議の結論は経営幹部にす

べて報告し、最終判断を仰ぎます。また、これらの活動内容

はCSR推進本部によるモニターを受けることで、透明性確

保を図っています。

品質マネジメントの構築

当社は、1997年に工場単位でISO9002を取得しました

が、2003年に開発から販売・サービスも含め全社で一括し

てISO9001を取得しました。この中には、北海道から九州

まで全国に配置されているテクニカルセンターも含まれ、

お客様第一の精神で全社員が品質マネジメントの改善に取

り組んでいます。

MMDS

(Mitsubishi Motors Development System)

商品開発のすべてのプロセスでQG（クオリティゲート）の

考えを中心としたマネジメントシステム「MMDS」を導入し

ています。MMDSではクルマの企画段階から販売・サービ

スに至るすべての業務に対し各ゲートごとに達成すべき到

達点を予め定め、到達度合いを総合的に審査・評価してい

ます。この意思決定システムで確実な確認を行った上で次

の段階へ進む方式を取り入れています。

MMPW

(Mitsubishi Motors Production Way)

当社のものづくり思想・精神である「三菱自動車生産方

式（MMPW）」を海外工場にも展開し、全世界で統一した

品質管理体制を構築しています。基本理念の一つとして、

工程完結（良品のみを後工程に送る考え）を取り入れ、各工

程での品質保証の徹底に努めています。

開発品質・製造品質の造り込み 人財 育成への取り組み

お客様情報の迅速なフィードバック

※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 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 SQM-BC：Strategic Quality Management-Backward Chain

※3

量産 
開始 

量産 
品質 
確認 

開発 
完了 

試作車 
検証 

設計 
仕様 

設計 
構想 

商品 
企画 

ゲート 
F E D C B A Z

開発開始 デザイン承認 市場投入 

※2

※1

工
程
完
結 

ム
リ
・
ム
ラ
・ 

ム
ダ
排
除 

ものづくりの原点「良いものを安く、早く、造る」 

「お客様満足」 

MMPWの基本理念



30

株主・投資家とともに
各種刊行物の発行などにより、株主や投資家の皆様への情報開示に努めています。

株主総会 情報開示の充実

■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いただくことを目的とし

て、2008年9月に個人株主向けの工場見学会を水島製作

所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

ご覧いただきました。

工場見学会

株主や投資家の皆様に当社の活動を十分理解していただ

く場と位置付け、少しでも多くの方にご出席いただけるよ

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

掛けています。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2008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の皆様に当

社および三菱車ファンになっていただけるよう、商品情報

を充実させた構成としており、2009年も年2回発行する計

画です。

「株主通信 ROUTE（ルート）」を発行

特
　
集

C
S
R
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み

環
境
へ
の
取
り
組
み

2008年12月発行
「株主通信 ROUTE（ルート）」

アニュアルレポート2008 ファクトブック2008

2008年9月　水島製作所での工場見学会
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調達パートナーとともに
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信頼関係の構築」の調達方針のもと、さまざまな活動を行っています。

ISO14001の認証取得推進

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、お取引先にご理解いただき、活動していただいた結果、

2008年度末時点での取得率は97.5%となっています。

グリーン調達ガイドライン改訂版を発行

自動車は、お取引先が生産する多種多様な材料・部品で

構成されています。多くの領域で環境負荷物質の低減が必

要であり、そのためにはお取引先のご理解・ご協力が不可

欠です。

材料や部品の環境負荷物質低減や事業活動での環境負荷

低減に関する取り組みをまとめ、2000年11月に発行した

「グリーン調達ガイドライン」の内

容をさらに充実させ、2009年5月

に改訂版を発行しました。

このガイドラインに基づき、お

取引先と一体となって環境負荷の

低減を推進しています。

グリーン調達

三菱自動車協力会活動

お取引先との信頼関係強化に向けては、当社の事業計

画・調達方針への理解を図るとともに、ものづくり力向上

をキーワードにお取引先と当社との一体活動を展開してい

ます。具体的な活動として、「調達方針説明会」を国内外で

開催し、当社の方針・計画を示すとともに諸活動への協力

の要請、活動実績に対する表彰を実施しています。

また、お取引先の開発・生産・品質・コスト競争力向上を

目的に「ものづくり力向上活動」を実施し、購買および社内

関係部門の専門家が、お取引先工場を訪問して、工場全体

のパフォーマンスについて全方位から改善提案・支援を行

う活動に取り組んでいます。

2005年度に発足した「三菱自動車協力会」においては、

各部会活動での相互研鑽を通じ、お取引先との意思疎通

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。2009年5月時点の参加企業数はお取引先172社とな

ります。

具体的には、4つの部会「部品部会」、「材料部会」、「資材

関係部会」、「加工部品部会」を設置して各々の諸活動に取

り組むとともに、共通の活動として、講演会、お取引先幹部

と当社幹部との意見交換会を実施し、連帯感の醸成、強い

パートナーシップの実現を目指し、会員と共にWin-Win

となるよう、活発な活動に取り組んでいます。

お取引先との
信頼関係強化に向けた活動

※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品などの購入に関する環境保全活動は含まない。

※1

2008年度　三菱自動車協力会　講演会

［年度］ 
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□ ISO14001認証取得状況（社数）の推移
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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

いただくため、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。

お客様が居心地の良いお店づくり
さらに、これまでの営業スキル研修、サービス技能研修

に加え、サービスエンジニアを対象とした「接遇研修」を実

施し、エンジニア自らがお客様へ整備内容を説明し、店舗

全体でお客様の「知りたい」にお応えできるスタッフの育成

を図っています。

上記の店舗ぐるみの活動の結果、2008年度に当社独自

で行ったCS調査において、「点検整備入庫意向」の項目

が、2007年度に比べ2.7ポイント、総合ポイントでも2.0

ポイントとそれぞれ向上し、お客様から評価をいただいて

います。

販売会社サービス支援・現場調査能力の強化を目的とし

て、サービス、開発各部門が連携し、販売会社の指導およ

び販売会社へのサービス技術力支援強化を行っています。

販売会社のサービス、技術力向上を目的として、各地のテ

クニカルセンターでは定期的に年間4回の技術連絡会を開催

し、新技術の普及促進、サービス技術の向上を図っています。

販売会社に対する技術サポート

店舗ぐるみのお客様満足度向上活動

相談しやすい雰囲気で、いつでも気軽にお立ち寄りいただ

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。2008年度は、41店舗のリニューアル

を実施しました。

当社では、お客様のカーライフを生涯サポートするスタッ

フのお客様対応力・整備技術力の向上を図るため、さまざ

まな活動を行っています。

営業スタッフのお客様対応力・商品知識・商談技術力を

競う「全国商談ロールプレイ大会」や、サービススタッフの

お客様対応力・整備技術力を競う「全国サービス技術コン

テスト」を開催し、スタッフ一人ひとりの技術力向上を図っ

ています。また、CSキャンペーンを2007年度から引き続

き実施し、「カーライフパートナー宣言！お客様のまた行き

たいお店になります！」を合言葉に、店舗ぐるみのお客様満

足度（CS）向上活動に取り組んでいます。
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サービスエンジニアによる整備結果説明

技術連絡会の様子
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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。

中）が異動しました。

さらに、社内イントラネットに女性社員を応援するため

のサイトを開設するなど、女性社員がやりがいをもって、

いきいきと長く働き続けられる職場環境づくりも推進して

います。

高齢者の雇用については、社会的要請が拡大しており、

当社においても今後、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、

2008年度末までに243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、職業安定所などとの連携を強化し、本社、各製作

所ならびに2007年4月に設立した特例子会社「（株）MMC

ウイング」において積極的な採用活動を行っています。

2009年には雇用人数258人、雇用率は1.88%となって

おり、今後も雇用促進に取り組んでいきます。

「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。

高齢者の雇用・障がい者の雇用

働きやすい職場環境づくり

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年から管理職と一般

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。

人財育成方針

会社の成長に貢献する人財の強化を中心に全社教育計

画を策定し、人財の育成に取り組んでいます。

次世代リーダーの育成を目指す「リーダーシップ・マネ

ジメント教育」、プロ人財の育成・エンプロイヤビリティ向

上を目指した「プロフェッショナル教育」、技術の向上・伝

承のための「ものづくり教育」など教育体系に基づき充実し

た研修を実施しています。

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、2008年度は、約400名（対象社員約6,000名

人事施策

※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。

※1

0

100

200

300

400

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

258

（人） （%） 

2004 2005 2007 2008 20092006 ［年］ 

249
208

1.55

195

1.50

181

1.42

235

1.56

障がい者雇用人数（左軸） 障がい者雇用率（右軸） 

1.84 1.88

□障がい者雇用率の推移（各年6/1時点）事務技術系列

リーダーシップ
教育

マネジメント
教育

プロフェッショ
ナル教育

統括専門職

ビジネスリーダー研修

昇進者研修

役割別研修 新入社員研修

有資格者選抜研修

必須研修

選択研修

エンジニア研修

指導専門職 主担当職 担当職 業務職

技能系列

リーダーシップ
教育

マネジメント
教育

ものづくり教育

指導専門職

ものづくりリーダー研修

事務技術
と同様

新任研修

有資格者選抜研修

技訓生教育

選択研修事務技術
と同様 ノウハウ伝承など

上級監督特技職監督高技職上級技能職一般技能職

「障害者の雇用促進に関する法律」に基づき、重度の障がいを持つ人1名を2名
とみなし算出しています。
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■保健士・栄養士による保健指導･健康相談、疾病予防教

育、体力測定など

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）

■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

社員がいきいきと働ける職場を作り、事業を円滑に進めて

いくためには、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。

社内報「Evolution Spirit」

2008年4月から社内報を全面リニューアルし、新誌名を

「Evolution Spirit」としたほか、誌面の充実を図りました。

また、国内版・海外版ともに毎月発行し、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

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。

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、中期経営計画「ステップアップ2010」の遂行には、

役職員の結束がなにより重要であるため、2008年度、

2009年度のそれぞれ初頭に、各地区や生産関連子会社に

おいて対話集会を開催しました。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。

社内コミュニケーション

三菱自動車行動基準における「人権を尊重し、不当な差

別やいじめ、セクシュアル・ハラスメントは行わないととも

に、放置しません」という方針のもと、採用時および昇進時

に人権研修を行い、社員の人権意識の高揚を図っています。

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。

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

「健康は自ら作り、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

人権の尊重

安全衛生・交通安全

※1 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です。
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□当社の次世代育成支援の取り組み

□労働災害発生状況の推移

2005年度

2006年度

2007年度
2008年度

●小学生未満の子を持つ社員を対象に、時間外・深夜労働を
制限する制度を創設
●育児休業を、子が1歳6ヵ月に達する日にまで拡大
●子の看護休業制度を創設
●育児教室利用・教材購入の補助を、カフェテリアプランメ
ニューに追加
●育児用品購入の補助を、カフェテリアプランメニューに追加
●時間外・深夜労働の制限を、小学校2年生（2年生の年度末）
までの子の育児を行う社員に拡大
●妊娠期休業制度を創設
●育児休業を、子が2歳に達する日にまで拡大
●育児勤務・子の看護休業を、小学校2年生（2年生の年度末）
までの子の育児を行う社員に拡大
●半日休暇の取得回数制限を撤廃
●傷病・介護休暇を「積立休暇」に変更（子の育児を理由に取
得可能、半日単位でも取得可能に）

全災害件数

休業度数率（%）

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
21

0.27

14

0.11

22

0.06

26

0.26

23

0.12※1
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三菱自動車の環境への取り組み
www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/
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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。

三菱自動車　環境指針

三菱自動車グループ全体での環境に関する中長期的な方針を定めた「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」を策定し、

2009年6月5日（世界環境デー）に公表しています。

三菱自動車グループ　環境ビジョン2020

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、2009年度から新設した「調達部会」を含め4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。

2009年5月の環境会議では、「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」やお取引先を含めた化学物質管理の強化などについ

て審議し、活動の方向性を決定しました。

環境取り組み体制

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、サービスなどすべ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。

※1 PDCA：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の管理サイクル

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 

（2009年度より新設） 

環境マネジメント・リサイクル部会 

連携 

連携 

：
 

：
 

調達部会 

2009年5月18日現在

※1
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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

新世代電気自動車の開発推進

低排出ガス車の普及推進

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年度目標（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

●環境ビジョンの策定と次期環境行動計画への反映

●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

●三菱自動車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年度国内燃費目標基準を全区分で達成（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

●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

●【国内】ASRの再資源化率70%（2015年度法定基準）の早期達成

●【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

●電気自動車用電池のリサイクルの取り組みと推進

●埋立処分量の全工場ゼロ化を維持

●社外への排出量原単位2006年度比5%の低減

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

●：継続項目　●：新規追加項目　●：完了項目
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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、

全社を挙げて、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。

2008年度は、いくつかの項目で当社の自主目標への未達や計画に対する一部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通りに進捗し、所期の目標を達成することができました。

国内・海外の関連会社における環境負荷低減の目標管理を実施
2008年度CO2排出量を2007年度比9%低減

連結販売会社100店舗で認証取得を目指し、98店舗で取得
（累計287店舗で取得）

ISO14001の全社統合検討と統合方針決定

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」を策定

グリーン調達ガイドラインを改訂

新規環境配慮部品・車両のLCA評価を実施（5件）

国内販売会社6社に「環境活動説明会」を開催（約500名参加）

社会・環境報告書を継続発行。Webサイトを充実。社外意見を聴取し活用

目標30校に対し37校で実施（約2,400名参加）

社員ボランティアによる育林活動を実施（延べ約200名参加）

低燃費技術の開発を推進

1,000kg区分を除いた区分で達成

開発完了

ツインクラッチ-SSTをEU向けアウトランダー ディーゼル車に採用

欧州向けにフレキシブル・フューエル・ビークルを投入

「植物由来PTT繊維フロアマット」などを開発完了

新冷媒の評価を完了

CO2排出量を1990年度比40%以上低減

CO2排出量原単位を2006年度比4.7%低減

電力会社との実証走行試験を実施
『i-MiEV』の2009年市場投入に向け開発を推進

登録乗用車の4☆車比率は約85%

『新型トッポ』など新型車の環境負荷物質使用量の調査を実施

環境負荷物質規制や自主規制へ適合

一部車種のハーネス端子部などから、順次鉛フリーはんだへ切替実施

VOC排出量原単位を2000年度比約30%削減、総発生量では53%削減

PRTR対象物質排出量・移動量を2000年度比81%削減

処理計画通り実施

ASRの再資源化率は75%を実現

リサイクル可能率データ収集体制を構築

電気自動車用電池のリサイクルシステムを構築

2002年度からゼロ化レベル継続達成中

社外への排出量原単位を2006年度比16%低減

発生量を2006年度比24%低減

2008年度実績

国内・海外の関連会社における環境負荷低減の目標管理を
継続推進

連結販売会社44店舗の認証取得を推進し、
連結販売会社全店舗の認証取得完了を目指す

ISO14001の全社統合認証に向けた環境推進体制を整備

次期環境行動計画の骨格策定

グリーン調達ガイドライン改訂版に基づく製品環境負荷物質管理を推進

LCAの活用を拡大

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」の周知活動を推進

社外意見の聴取の継続・拡大および取り組みへの反映

40校以上を目標に活動を継続

社員ボランティアによる育林活動を継続

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年度燃費基準達成に向け、新型車・継続車の
燃費向上を推進

（計画は完了）市場投入を推進

展開拡大に向け開発を推進

フレキシブル・フューエル・ビークルの展開拡大

新規の植物由来樹脂の開発を推進

新冷媒エアコンの採用を推進

生産関連会社を含めた目標達成活動を推進

CO2排出量原単位を2006年度比で3%以上低減

『i-MiEV』の市場投入

4☆車を順次投入

2009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

鉛フリーはんだへの切替拡大

引き続き目標達成レベルを維持

引き続き目標達成レベルを維持

処理計画に従い、順次処理

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

材料データ収集とリサイクル可能率の算出ならびに認証届出

電気自動車用電池のリサイクル容易化など新たな取り組みを推進

生産関連会社も含め、ゼロ化レベルを維持

引き続き目標達成レベルを維持

引き続き目標達成レベルを維持
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2009年度計画評価 参照ページ

「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

MMMEA

MMTh/MEC

MMPC/ATC

MMC

MMNZ

MMNA

MRDA

MMNA

MMSC

MMAL

NedCar
MRDE
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環境マネジメント

当社は､自動車の開発､生産から廃車処理に至るライフサイクル全体の環境負荷低減を地球規模で推進するために､当

社および国内外の主要関連会社を対象とするグローバル環境マネジメントに取り組んでいます｡

このグローバル環境マネジメントの中長期的な取り組みの方向性と2020年における環境負荷低減の目標を明確にす

るために､「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」を策定し､2009年6月に公表しました｡

また､調達分野では､お取引先との環境マネジメントを強化するために､グリーン調達ガイドラインの充実･改訂を行い､

2009年5月に運用を開始しました｡

さらに販売分野では､国内販売会社で環境省策定の環境マネジメントシステムであるエコアクション21の導入を推進

しており､2009年度に連結販売会社6社の全店舗で認証取得を完了する予定です。

当社の各事業所および国内外の生産関連会社では国際規格のISO14001の認証を取得していますが､今後､当社では

事業所単位の個別認証を改め､全社の環境活動を統括する統合認証の取得を目指し､ライフサイクル全体の環境負荷

を低減する環境マネジメント体制の強化を図ります｡

グローバル環境マネジメント体制の充実

□2008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）
●MMTh（タイ）
●MEC（タイ）
●MMPC（フィリピン）
●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）
●MMMEA（UAE）
●MMAL（オーストラリア）

2008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など計28社です。
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現在、海外の各工場とともに下記について重点的に取り

組んでいます。

①エネルギー使用量の目標管理

②廃棄物・有価物排出量の目標管理

③各国の環境法規制内容と環境事故・住民苦情の把握と

情報の横通し

また、MMNA（米国）とは現地での意見交換により、特に

法規制への対応状況や環境活動の推進状況を調査し、今後

も三菱自動車グループとしてのより一層の取り組みを行う

ことを確認しました。

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」により、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、重点取り組みの推進状況把握や三菱自動車グ

ループ目標の設定に向けた、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、一体となった目標管理を推進していきます。

海外主要工場については、各工場の環境負荷低減の進捗状

況を把握し、横通ししながら一体となった環境負荷低減活

動を進めていきます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■国内生産関連会社との連携の強化（環境法規制・苦情状

況の把握）

■海外生産関連会社との連携の強化（環境法規制・苦情状

況の把握と海外工場での自主目標の立案）

国内生産関連会社との連携

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、

定期的（年2回）に「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、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、情報交換を行っています。

海外生産関連会社との連携

グローバル環境マネジメントの一環として、海外生産関

連会社との連携を緊密化しています。

2008年7月に国際生産会議の中で海外環境生産部会を

開催し、海外の主要工場であるMMNA（米国）、NedCar

（オランダ）、MMTh（タイ）、MEC（タイ）、MMPC（フィリ

ピン）、ATC（フィリピン）の6工場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。

生産分野での取り組み

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

国際生産会議（海外環境生産部会）

三菱自動車グループのCO2排出量

Close up!

当社およびグローバル環境マネジメント対象28社の2008年度のCO2排出量の実績は、下図の通りです。

490千t-CO2

海外生産　28%

国内生産　64%

国内非生産　6% 海外非生産　2%

2008年度 
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□生産・非生産別の内訳

490千t-CO2

アセアン 8.0% 中南米・中東・大洋州 
0.4%

欧州 9.3%

北米 12.0%

国内 70.3%

2008年度 
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□地域別の内訳
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※1 国内6社：三菱自動車エンジニアリング（株）、三菱自動車ロジテクノ（株）、三菱自動車カーライフプロダクツ（株）、三菱自動車部品販売（株）、東関東MMC部品販売
（株）、四国MMC部品販売（株）

海外7社：Mitsubishi Motors North America, Inc.、Mitsubishi Motors R&D of America, Inc.、Mitsubishi Motors Europe BV、Mitsubishi Motor R&D
Europe GmbH、Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc.、Mitsubishi Motor Parts Sales of Gulf FZE、Mitsubishi Motors New Zealand Limited

2008年度のCO2排出量（国内外13社　）は、2007年度

に対し9%（1.2千t-CO2）低減し、目標の2%低減を上回

る削減ができました。電力購入量は、2007年度に対し7%

（1.4百万kWh）削減しました。

2008年度は98店舗でEA21の認証を取得し、連結販売

会社4社が全店舗での取得を完了しました。

そのほかに座間三菱自動車販売（株）、青森三菱自動車販

売（株）、東奥三菱自動車販売（株）がEA21を取得しています。

2009年度のCO2排出量は、2007年度比9%低減

（2008年度並み）の目標としました。今後は、エネルギー

管理体制の整備や省エネ設備の導入など取り組みのレベ

ルアップを推進していきます。

EA21認証取得の取り組みは、中部三菱自動車販売（株）

35店舗と新潟三菱自動車販売（株）9店舗の取得を推進し、

2009年度中に連結販売会社全店舗での認証取得を完了し

ます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■関連会社における環境負荷低減の目標管理を実施

■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）」の認証取得を推進

環境負荷低減に向けた目標管理の実施

三菱自動車グループのオフィスや開発・流通・販売・サー

ビスなどの各拠点では、CO2排出量低減の自主目標を設定

し、目標達成に向けた取り組みを推進しました。

エネルギー使用量では、全体の約80%を占める電力購

入量の削減を共通の目標として日常の運用管理の改善を中

心とした低減活動に取り組みました。

また、国内ではエネルギー使用設備の改善に向け、三菱自

動車ロジテクノ（株）の新車点検工場と関東三菱自動車販売

（株）の店舗をモデルに、照明や空調などのエネルギー使用

設備の実態調査を行いました。

国内連結販売会社のEA21認証取得

国内連結販売会社では、環境省が制定した環境マネジメ

ントシステム「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。

2008年度は、国内連結販売会社の100店舗での認証取

得を目標に取り組みました。

オフィス・販売会社での取り組み

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

［年度］ 

（千t-CO2） 

2007 2008
0

5

10

15
12.8

11.6

□国内外13社　のCO2排出量

□ EA21認証登録状況

取得店舗数会社名

33店舗
45店舗

107店舗
82店舗
20店舗

☆北海道三菱自動車販売（株）

☆東日本三菱自動車販売（株）

☆関東三菱自動車販売（株）

☆西日本三菱自動車販売（株）

中部三菱自動車販売（株）

☆：全店舗取得

［ CO2排出量推移 ］

11.6千t-CO2 購入電力　80%

ガソリン・軽油・灯油　8%

都市ガス・LPG　12%

2008年度 

［ 2008年度　エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）］

※1

※1



生態系に配慮した取り組み

Close up!
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を進めています。2008年度は、国内連結販売会社全6社の

経営幹部、管理職約500名を対象に、「環境活動説明会」を

各販売会社ごとに開催しました。

事故・苦情

2008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。

国内工場で臭気、騒音に関する苦情が17件あり、個別に状況

を説明させていただくとともに、発生抑制対策を実施しました。

また、名古屋製作所の新塗装工場建設予定地の工事土か

ら基準以上のテトラクロロエチレン（VOC ）、フッ素、鉛

が検出されたため、岡崎市へ届け出るとともに、対策を実

施しました。

Webでのアンケートや「環境・CSR報告書を読む会」へ

の参加、有識者への意見聴取など、外部とのコミュニケー

ションを拡大することができました。環境教育は計画通り

連結販売会社まで対象を拡大し、三菱自動車グループの環

境取り組み方針の浸透を図りました。

各ステークホルダーとのさらなるコミュニケーションの拡大

を図り、当社の環境への取り組みをご理解いただくとともに、

いただいたご意見は、活動に反映できるよう努めていきます。

社員の環境教育については、対象範囲をさらに拡大する

とともに、体系的な教育体制の構築を図っていきます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■環境情報の開示内容の充実。社外意見聴取の強化

■国内連結販売会社などへの教育・啓発活動範囲の拡大

報告書やウエブサイトでの情報公開

環境取り組みに関する情報公開として1999年度から継続

的に報告書を発行しています。また、ウエブサイトでは、各国

内工場の環境データや環境技術の説明を公開しています。

また、各製作所では、「環境レポート」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。

社外とのコミュニケーション、意見交換の実施

当社の環境活動やCSR活動、情報公開の方法に関して、

東京都港区主催の「環境・CSR報告書を読む会」に参加し、

一般の方や専門家の方との意見交換を行いました。また

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」の策定時には、

社外有識者との意見交換を行い、策定方針の参考とさせて

いただきました。

また、当社の環境取り組みを実際にご理解いただくため、

各種環境イベントに参加し、新世代電気自動車『i-MiEV』

を中心に当社の環境技術をご紹介しました。

社員への教育・啓発

環境問題に対する当社の状況や課題についての共通理解

を深め、環境取り組みへの積極参加を促すための環境教育

環境コミュニケーション

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

「パジェロの森」（山梨県早川町）での

“ふるさとの森再生活動”では、生物多

様性に配慮した育林活動や鳥の巣箱

作りなどに取り組んでいます。海外で

は、米国工場で「大草原復活プロジェ

クト」などに協力しています。

▲▲▲

P.50

当社では、自然保護活動として「パジェロの森」育林活

動や海外での植林活動などに取り組んでいます。今後も

生物多様性の重要性を認識し、生態系の保全に貢献して

いきます。

製品や生産・物流・販売など事業活動全体での環境負

荷を低減し、生物多様性への影響を最小化するよう配慮

していきます。

また、工場内外の緑化活動などを通じて生物多様性の

保全に貢献していきます。

さらに国や自治体、地域社会や環境NPOなどと協力し

て、生物多様性に配慮した育林活動などを行っていきます。

▲▲▲

P.20

※1

※1 VOC：Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）
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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。

環境会計

生産におけるマテリアルバランス（フロー図）

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

264

0

0

0

1

1,127

0

0

1,392

投資額（百万円）

1,846

50

904

532

820

21,975

63

10

26,200

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

□2008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

節水による水道代の低減

省資源またはリサイクルによる廃棄物処理費の低減

梱包資材のリサイクルによる梱包資材費の低減

収益

費用節減

合計

効果の内容

3,445

478

57

122

216

4,318

金額（百万円）分類

□2008年度　環境保全対策に伴う経済効果

▲▲▲

P.45-48

▲▲▲

P.49-50

▲▲▲

P.51-52

（投入） 
INPUT

（排出） 
OUTPUT

エネルギー 
生産領域（国内） 

2008年度 

生産台数：682千台 

7.0×106GJ

原材料（鉄・アルミなど） 
197千t

化学物質（PRTR対象物質） 
4,033t

水資源 
4,175千m3

温室効果ガス（CO2） 
300千t

廃棄物埋立処分 
46t

化学物質（PRTR対象物質） 
603t

SOx
22t

NOx
75t

排水 
3,162千m3

※対象拠点：当社3製作所とパジェロ製造（株）
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部品・車両のLCA評価結果を実施し、開発に活用しました。

全製品のLCA評価、LCAの設計開発への本格的な活用

に向け、引き続き部品や車両のLCA評価を実施し、評価の

ためのデータベースの改善も図っていきます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■部品・車両の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、ライフサイクルでのCO2排出量

を削減した製品を生み出すことを目指しています。

2008年度は、5件の先行開発部品と車両に対して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。

LCA（ライフサイクルアセスメント）
Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

□ 2008年度LCA実施結果

評価件数

主な
実施対象

実施例

主な
評価目的

5件
●環境対応を狙った先行開発部品

●新型車両

●植物由来樹脂を使用した灰皿

●樹脂を使用した軽量化ボデー部品

●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

●車両の環境配慮効果の確認

※1

■竹繊維PBS製テールゲートトリム

『i-MiEV』のテールゲート内側のトリムに、竹繊維

とPBS（ポリブチレンサクシネート）を組み合わせた

内装材を使用。これによりライフサイクル（原料採取

から廃棄まで）でのCO2排出量を、従来のPP（ポリプ

ロピレン）製と比べ約10%削減しました。

テールゲートトリム

竹繊維PBS製 

従来品（PP製） 

約10%削減 

0 100

□従来品を100とした場合のCO2排出量

■液状化木材フェノール樹脂製部品

スギの間伐材を主原料とする熱硬化性樹脂を開発

し、自動車部品に採用。ライフサイクルでのCO2排

出量を石油由来樹脂使用の従来品と比べ、約20%

削減しました。

液状化木材 
フェノール樹脂製 

従来品 
（フェノール樹脂製） 

約20%削減 

0 100

スギ間伐材 

フェノール 

硬化剤など 

木粉 

加溶媒分解 

液状化 
木材フェノール 

コンパウンディング 
ペレット 
（顆粒状の成形材料） 

□従来品を100とした場合のCO2排出量

植物由来樹脂技術「グリーンプラスチック」のLCA評価
当社では、地球温暖化や石油資源枯渇への対策を目的に、自動車部品に広く使用されている石油

由来樹脂の代替策として「グリーンプラスチック」の研究・開発を推進しています。2008年度は

『i-MiEV』に採用の「竹繊維PBS製テールゲートトリム」や、2009年7月より製品化した「液状化

木材フェノール樹脂製部品」などの技術についてLCA評価を実施し、開発に活用しています。

※1 LCA：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し、評価します。

竹繊維PBS
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地球温暖化防止
地球温暖化防止は全世界規模で取り組む最重要課題となっています。

当社では、自動車燃費の大幅な向上や新世代電気自動車の開発など商品での取り組みのみならず、

生産や物流、販売といったすべての事業分野でのCO2排出量低減を推進しています。

トップ技術に加え、オルタネーターの適正制御によるエネ

ルギー回生の採用、エンジンの効率向上、駆動系減速比の

最適化、走行抵抗の低減などの技術を盛り込み、従来に対

し1.1r車で約13%、1.3r車で約15%のCO2排出量を削

減し、同クラス（ガソリン車）のトップレベルの低CO2排出

量を達成しました（2008年12月現在、当社調べ）。

なお、エンジン自動停止中もお客様の快適性を犠牲にす

ることなく、冷暖房・オーディオなどの性能を確保しました。

低炭素エネルギーへの変換

バイオエタノール燃料対応車『コルト Clear Tec FFV』展開

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、製造･輸送過程で発生するCO2を除け

ば、カーボンニュートラル の考え方から、燃料として使用

してもCO2の排出量はゼロとみなされています。

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年のブラジル市場への

投入に続き、2009年1月に『コルトClear Tec FFV』を欧

州市場にも投入し、展開を進めています。

従来エンジン車の燃費向上

国内新長期排出ガス規制適合ディーゼル車
NEW『ディーゼルパジェロ』発売

燃焼効率が良く、CO2排出量が少ないディーゼルエンジ

ンはすでに欧州では普及していますが、国内においても注

目が高まっています。

当社では、世界でもトップレベルの厳しい国内新長期排出

ガス規制に適合したディーゼルエンジン搭載車『パジェロ』を

2008年10月に国内市場に投入しました。3.2r直噴エンジ

ンをベースに燃焼室の最適化やコモンレール式噴射システ

ムの採用などエンジン自体の改良に加え、排気系にDPF

（Diesel Particulate Filter）、NOxトラップ触媒などの後

処理システムを採用し、排出ガスのクリーン化を図りました。

さらに、コモンレール式噴射システムに加え、エンジン

制御、駆動系、冷却性の改良により、燃費性能を大幅に向

上させ、2015年度燃費基準を先取りしてクリアしました。

アイドリングストップ車
『コルト Clear Tec AS&G 』発売

アイドリングストップは、信号待ちなどで車両が停止す

ると自動的にエンジンをストップさせ、発進時には自動的

にエンジンをスタートさせる技術です。停車中は排出ガス

を出さず、CO2排出量の低減に効果があります。

2009年1月に欧州市場に投入した、『コルト』の1.1r車

と1.3r車の低燃費類別「Clear Tec」には、アイドリングス

製品におけるCO2排出量低減

3.2r ディーゼルエンジン

欧州向け『コルト Clear Tec AS&G』

※1

※2

※1 AS&G:Auto Stop & Go
※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。
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燃費向上への技術開発

新世代ガソリンエンジンの展開拡大やアイドリングストッ

プ、エネルギー回生技術の採用により燃費を改善し、可変

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、新型『トッポ』の投入で1,000kg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。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、北米をはじめとして世界的に、地球温暖化

防止のため、燃費・CO2規制の強化が進められています。

これらに対応するために新型車のみならず、従来車への低

燃費技術の導入展開拡大などを図り、一層の燃費向上を引

き続き推進していきます。

また、エコランプやエコインジケーターなど、お客様のエ

コドライブの実践を支援する装備の拡大を進めていきます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■2010年度国内燃費基準の全区分達成に向け、燃費の向上

■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

国内燃費の現状

当社では、CO2排出量削減に向け、新型車のエンジン・

駆動系の改良、軽量化、転がり抵抗・空気抵抗低減などの

燃費改善を進めた結果、2008年度の当社ガソリン乗用車

の平均燃費は15.7km/rとなりました。

2010年度燃費基準のガソリン乗用車では、該当7区分

中6区分で、すでに基準値を達成しています。残る1区分に

ついても基準に適合する新型『トッポ』を投入するなど、全

区分での達成に向け、燃費向上を推進していきます。

欧州燃費の現状

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）の達成に

向けた対応を進めています。

当社では、新型車の燃費改善を進めるとともに、従来車

にも低燃費類別「Clear Tec」の投入や、ディーゼルエンジ

ン車の展開拡大を図り、企業平均CO2排出量の2008 年実

績は1995 年に対して約29%の改善を実現しました。

燃費向上への取り組み

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

2006年度 
2007年度 
2008年度 

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

5

10

15

20

25

(kg)

2010年度燃費基準 

重量区分 

平
均
燃
費（

10
・

15
モ
ー
ド
） 

□ガソリン乗用車重量区分別平均燃費（10･15モード）

環
境
へ
の
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り
組
み

’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’08’07
60

80

100

70

90
29%低減 

［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）
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■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

資源枯渇および地球温暖化防止の観点から、三菱自動車

グループとして電力、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

に取り組みました。また、生産工程のうちでエネルギー使

用量の多い塗装工程の工法改善に取り組みました。

水性3WET工法の採用

水島製作所の乗用車塗装工場では、水性塗料の採用によ

り、VOC 排出量の低減を促進してきましたが、CO2排出

量も低減するため、自動車業界で先行事例となる水性塗装

での3WET工法を導入しました。これにより、中塗り工程

での焼付炉が不要となり、焼付け工程でのCO2排出量が

9%削減できました。

生産におけるCO2排出量低減

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

従来工法 

水性3WET工法 

焼付け乾燥 
（140℃×20分） 

（140℃×20分） 

焼付け乾燥 

上塗り塗料 

中塗り塗料 

焼付け乾燥 
（140℃×20分） 

（80℃×3分） 

温風乾燥 

上塗り塗料 

中塗り塗料 

□水性3WET工法

0

100

200

300

400

500

600
（千t-CO2） 

1990 2004 2005 2006 2007 2008
0

100

200

300

400

600

500

（t-CO2/億円）

0

15

30

45
515

20.1

20%低減 

［年度］ 

CO2排出量 原単位（売上高あたり） 

目標 
300

□ CO2排出量と原単位の推移

300千t-CO2

都市ガス 
22%

その他（コークス、ガソリン、軽油） 
6%

購入電力 69%

灯油・A重油 3%

2008年度 

0

100

200

300

400

500

600

□2008年度　エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）

※対象拠点：当社3製作所と開発部門の一部とパジェロ製造（株）
※各燃料のCO2排出量換算係数は、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。

三菱自動車グループ生産工場の
CO2排出量

Close up!

当社および国内・海外生産関連会社（9社）のCO2排出

量の推移は下図の通りです。

CO2排出量は1990年度比で40%以上低減し、目標を

達成しました。

CO2総排出量は、2010年度に向け生産量の回復などの

要因により増加が予想されるため、引き続き、基準年度で

ある1990年度比20%低減の目標を達成するよう、一層

のエネルギー使用量低減活動を推進します。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

［年度］ 

（千t-CO2） 

2005 2007 20082006
0

200

400

600

800
海外生産関連会社（6社） 
国内生産関連会社（3社） 
当社3製作所 

571 553 546
452

□生産拠点（国内・海外）別CO2排出量

※1 VOC：Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）

※1
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■自社非生産主要拠点の環境負荷実績の把握と目標管理

生産拠点や本社のほかに、開発・流通・サービスなどの

主要な拠点について①エネルギー使用量（CO2排出量）、

②廃棄物排出量、③水使用量の実績把握を2008年1月か

ら開始しました。

［主要拠点］

十勝研究所、名古屋KD工場、部品センター・デポ（3ヵ所）、

テクニカルセンター（9ヵ所）

開発・流通・サービスなどの主要拠点のほかに、モーター

プール、データセンター、研修センターなどエネルギー管理

の対象範囲を拡大し推進しました。

2009年4月から改正省エネ法が施行され、会社全体で

のエネルギー管理が義務付けられました。

2009年度は、全社のエネルギー使用量を把握するととも

に、オフィスなどの非生産拠点についても原単位目標を設定

し、エネルギー使用量（CO2排出量）の低減に取り組みます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■2006年度に対しCO2排出量原単位　を2%低減

積載率向上や物流ルート改善などに取り組んだ結果、CO2

排出量原単位は2006年度に対し4.7%低減し、CO2排出量

も見込み値より1.9千トン少ない24.8千トンに低減しました｡

主な低減の施策として､トラック輸送から鉄道輸送への

モーダルシフト､輸送ルートの見直しによる輸送距離の短

縮､輸送荷姿･詰め合わせ向上による積載率の向上､輸送車

両の燃費向上などに取り組みました｡

CO2排出量原単位低減目標を達成できました｡

2009年度も引き続き､モーダルシフト､物流ルート改善､

積載率改善､燃費改善などの活動を推進し、一層の排出量

原単位低減に取り組んでいきます｡

物流におけるCO2排出量低減

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

オフィスなどにおける
CO2排出量低減

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

63.6
62.2

4千t-CO2

ガソリン・軽油・ 
灯油・重油　19%

都市ガス・LPG　7%

購入電力　74%

2008年度 

□ 2008年度　エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

□ 2008年度物流におけるCO2排出量低減取り組み結果 効果合計低減効果内容施策

△1,876t

△75t

△745t

△1,049t

△7t

完成車の新潟方面への鉄道輸送化

水島工場向け生産用部品の鉄道輸送化

岡崎工場向け生産用部品の生産場所変更に
よる輸送距離短縮

エンジン輸送ルートの見直しによる輸送距離短縮

生産用部品の荷姿改善･詰め合わせ向上

完成車のトレーラーへの積載台数向上

KD部品のコンテナ充填率向上
完成車輸送車両を低燃費車両へ代替

モーダル
シフト

物流
ルート
改善

積載率
向上

燃費向上

63.6
62.2

2006 2007 2008
0

160

140

180

［年度］ 

174
169

166
4.7%
低減 

（t-CO2/百億円） 

□CO2排出量原単位の推移

※1 CO2排出量原単位：単独売上高（百億円）あたりのCO2排出量（t-CO2）［CO2排出量（t-CO2）／単独売上高（百億円）］

※1
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環境汚染防止
当社では、自動車による環境汚染防止のために、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、生産時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、多岐にわたる取り組みを推進しています。

■2008年度新型車の環境負荷物質使用量調査

■環境負荷物質規制適合継続

■切り替え可能なものから、順次鉛フリーはんだへの切り替え

環境負荷物質の使用削減

日本自動車工業会（自工会）の削減目標およびEUの廃車

指令　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。お取引先から納入される

部品などに含まれる環境負荷物質データは、国際的な材料

データ収集システム（IMDS ）を利用して収集し、社内シ

ステムにより一元管理して、環境負荷物質の使用削減に活

用しています。2008年度は、このシステムを海外工場

（NedCar：オランダ、MMTh：タイ）に導入し、グローバル

な管理体制の構築を進めました。

欧州では、2007年6月に発効した、化学物質の総合的な

登録・評価・認可・制限の制度「REACH 規制」にもお取

引先の協力のもと対応を進めています。

2008年9月発売の『トッポ』、12月発売の『ギャラン フォル

ティス スポーツバック』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。

なお、『トッポ』については、発売初期に六価クロムを含有

する部品の使用が判明したため、サービスキャンペーンを

実施し、正規品に交換する処置を取りました。

引き続き環境負荷物質の使用削減を進め、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。

また欧州REACH規制対応のため、部品などの高懸念物

質　の含有量の調査を拡大していきます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■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

低排出ガス車の展開拡大

2008年度に発売した『ギャラン フォルティス スポーツ

バック』『トッポ』『ランサーカーゴ』などが新たに「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22型式となりました。

4☆車は、2008年度のガソリン乗用車の総販売台数に対

し、登録車で84.8%、軽自動車で71.1%を占めています。

低排出ガス車（4☆）の販売比率は拡大傾向にあり、

2010年度の目標達成に向け着実に前進しています。

今後の新型車でも積極的に4☆車を投入して、さらに4

☆車の販売比率を上げていきます。

低排出ガス車の展開拡大

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

製品の環境負荷物質の管理・削減　

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

2006 2007 2008
0

60

100

40

20

80

［年度］ 

72.2

84.6 84.8

2006 2007 2008［年度］ 

56.7

74.2 71.1

（%） 登録車 軽自動車 

□当社低排出ガス車（4☆）の販売比率（ガソリン乗用車）

※1 EUの廃車指令：2000年10月発効「使用済自動車に関する欧州議会及び閣僚理事会指令」
※2 IMDS：International Material Data System
※3 REACH：Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
※4 高懸念物質：難分離性、生体蓄積性、毒性、発がん性などを有する物質

※2

※3

※4

※1
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PCBの処理

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、PCB特別措置法に

則り適切な管理を行うとともに、九州部品デポや、京都工場

で計画通り処理を開始しました。

VOC排出量は、2010年度に向けて計画通り低減できま

した。化学物質は適正管理を行い、PRTR物質の排出・移動

量を低減することができました。

塗装工場の更新計画に合わせ、さらなる化学物質の使用

量削減およびVOC排出量低減に取り組みます。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■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

■PCB廃棄物の適正処理の推進

VOC（揮発性有機化合物）の低減

主な活動として、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、車体塗装時のVOC排出

量原単位を40g/m2に低減できました。

化学物質の適正管理

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。

生産における環境負荷物質の
管理・削減

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

82

57
50

44 40

2000 2005 2006 2007 2008
0
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［年度］ 

（g/m2） 

30%低減 

目標 

□VOC排出量原単位の推移

※1 VOC：Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）
※2 PRTR：Pollutant Release and Transfer Resister（化学物質排出移動量届出制度）

※対象拠点：当社3製作所とパジェロ製造（株）

3,177

737 726 696 607

2000 2005 2006 2007 2008
0

2,500

3,500

2,000

1,500

1,000
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3,000

［年度］ 

（t） 

81%
低減 

□ PRTR物質排出・移動量の推移

※対象拠点：当社3製作所と開発部門の一部

2009年2月から3月にかけて新塗装工場建設予

定地の土壌調査を行ったところ、一部のエリアで法

定基準を超過する濃度のVOC（テトラクロロエチレ

ン）および重金属など（フッ素・鉛）が検出されたた

め、自治体へ報告するとともに迅速に処理を実施し

ました。また敷地内の地下水についても一部のエリ

アで法定基準値を超える汚染がありましたが、敷地

外への拡散の恐れはないことを確認しました。今

後、浄化を行うとともに定期的なモニタリングを実

施していきます。

重金属等は当該工事エリアでは過去の生産活動

で使用していた履歴はなく、汚染原因は不明です。

VOCは1990年以前に完成車車両置き場の床面清

掃に使用していた洗浄剤が土壌中に浸透したもの

と推定されています。

名古屋製作所の土壌・地下水調査について

※1

詳細については、当社ホームページをご覧ください。
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
publish/mmc/pressrelease/news/
detail1927.html

Web

※2
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■全工場での埋立処分量ゼロ化（処分率0.1%未満）

■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（売上高あたり発生量

を2011年度末に2006年度比で1.0%低減）

埋立処分量ゼロ化／廃棄物の再資源化

埋立処分率は0.03%でゼロ化レベルを継続し、再資源

化率も99.7%と、高いレベルを維持しています。

金属くず・鋳物廃砂発生量の低減

金属くず、鋳物廃砂の売上高あたりの発生量は、2006年

度比で76%となり、大幅に低減することができました。

すべての目標値をオーバー達成しました。

国内工場での廃棄物分別や環境教育を引き続き強化し

ていくとともに、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。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■新型車の3R設計推進

■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

2008年度に発売したすべての新型車（『ギャランフォル

ティススポーツバック』『トッポ』）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。

ワイヤハーネスの取り外し性向上については、「ハーネス

設計ガイドライン」を改訂し、リサイクル性向上の取り組み

ができました。

また、再生材を使用した部品については、販社修理交換

バンパー再生材をアンダーカバーやフィラーネックプロテ

クターなどに採用しています。

新型車開発時に、「リサイクル設計ガイドライン」に従っ

て3R設計を取り入れ、リサイクル可能率（ISO方式）など

の開発目標を達成していることを確認しました。

引き続き、車両開発の初期段階から3Rに配慮したクル

マづくりを進め、省資源化をはじめリサイクル容易化を推

進していきます。

3Rに配慮した設計・開発の推進
Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

生産における資源有効利用の促進

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

リサイクル・省資源
リサイクル・省資源は、自動車のライフサイクル全過程における取り組みが必要であり、設計・開発段階では

3R（Reduce、Reuse、Recycle） に配慮したクルマづくり、生産段階では廃棄物の再資源化、廃棄段階では

使用済自動車のリサイクルなどを進めています。

260

165

2000 200720062005200420032001 2002 2008
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（千t） 
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（%） 発生量 処分率 

0.03%目標：0.1%未満 

□廃棄物発生量と埋立処分率

※対象拠点：当社3製作所とパジェロ製造（株）

金属くず、プラスチック、 
廃油・廃液、鉱さい　など 

〈廃棄物〉 

再資源化率 99.67%

埋立処分率 0.03%

濃縮・焼却 0.3%

（社外リサイクル）90.6%

（社内リサイクル）9.1%

□国内工場における廃棄物の流れ

『ギャラン フォルティス スポーツバック』における、
リサイクル容易な「熱可塑性樹脂」の主な採用箇所（緑色部）

※1 3R：Reduce（排出削減）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用）

※1
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EU自動車リサイクル法への対応

EUでは、廃車指令　に基づき、自動車メーカー・輸入業

者に使用済自動車の引き取り・リサイクルが義務付けられ

ています。

このため、現地法人（MME）が中心となって、EU加盟各

国の実情に合わせた引き取り・リサイクル体制を構築して

おり、新規ＥＵ加盟国にも逐次対応しています。

リサイクル可能率指令への対応

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から､可能率算出に必

要な材料データを収集するシステム（IMDS）の導入を、海

外工場を含めて進めました。

IMDSを通して収集したデータを日本のホストコンピュー

ターで一括管理し、そのデータをもとにリサイクル可能率

（ISO方式）を算出できるようにしました。

解体情報の提供

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したシステ

ム（IDIS）を利用して、解体情報データをタイムリーに提供

しています。

『i-MiEV』駆動用バッテリー回収・リサイクルシステム

の構築

使用済駆動用バッテリーのリサイクル技術開発・適正処

理を目的として、回収体制を電池製造メーカーの（株）リチ

ウムエナジー ジャパンと共同して構築しました。

ASRの再資源化は新規リサイクル施設の採用もあり、高

い再資源化率を達成することができました。

また、リサイクル可能率データ収集システムを予定通り

導入することができました。

引き続き、安定的・効率的にASRのリサイクルを推進で

きるよう、リサイクル施設を開拓していきます。

EU販売車については、材料データ収集とリサイクル可

能率の算出ならびに認証届出を遅滞なく実施します。

今後の課題・計画 Action!

2008年度自己評価 Check!

■新規処理施設の開拓などにより、シュレッダーダスト（ASR）

再資源化率向上（国内）

■リサイクル可能率データ収集体制の確立（EU）

国内自動車リサイクル法への対応

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　を行っています。

また、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

率よく行い、再資源化率の向上を積極的に推進しています。

その結果、ASRの再資源化率は、2015年度の法定基準

70%を上回る74.8%でした。

使用済自動車のリサイクルの促進

Plan! 2008年度目標 

2008年度取り組み実績 Do!
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※2

※1

□ 2008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

323,146台／54,853t

302,660台／51,463t

20,486台／3,390t

74.8%

95,339台／210,259個

11,063台／20,462個

84,110台／189,797個

166台

14,027kg

13,242kg

94.4%

250,969台／76,446kg

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

2,536,472,800円

2,617,844,994円

△81,372,194円

*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

※1 シュレッダーダスト（ASR：Automobile Shredder Residue）のリサイクルは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チーム）
に参画し、ASRを共同処理しています。
エアバッグ類・フロン類は、一般社団法人自動車再資源化協力機構（自再協）に処理業務を委託しています。

※2 EUの廃車指令：2000年10月発効「使用済自動車に関する欧州議会及び閣僚理事会指令」

▲▲▲

P.49
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DBA-H82A（HLRDE）

3G83

0.657

SOHC 12V 直列3気筒

無鉛レギュラーガソリン

37（50）/6500

62（6.3）/4000

2WD

4AT

21.0

燃費基準+15%達成

排出ガス75%低減レベル

1.15

0.013

0.013

110

375

適合

適合

2008年9月

DBA-CX4A（LTMH/LTXH）

4B11

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

CVT（INVECS-3 6速）

13.4

燃費基準達成

排出ガス75%低減レベル

1.15

0.013

0.013

173

500

—
適合

2008年12月

車両仕様

燃料消費率

排出ガス

温室効果ガス

エコカー減税対象

グリーン購入法

発売開始

低公害車指定（自治体）

● 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：「17 ULEV」

● 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：「17 ULEV」

● 東京都指定：「超低公害車」

車両型式

原動機

駆動方式

変速機形式・変速段数

10・15モード燃費［km/r］

平成22年度燃費基準

平成17年排出ガス基準

（10・15/11モード走行）

CO［g/km］

NMHC［g/km］

NOx［g/km］

CO2排出量［g/km］

HFC134aエアコン冷媒の使用量［g］

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］

トッポギャラン フォルティス スポーツバック車　　名

※1 代表類別について記載（2009年8月末現在）
※2 2009年4月1日より環境対応車の普及促進

税制に基づき、自動車取得税（ご購入時）と
自動車重量税（ご購入時）が減税されます。

新型車の環境情報

ZAA-HA3W

YF41

永久磁石式同期型モーター

25

47（64）/3000～6000

180（18.4）/0～2000

リチウムイオン電池

330

16

2WD

160

0

0

0

0

325

適合

適合

2009年7月

車両仕様

排出ガス

温室効果ガス

エコカー減税対象

グリーン購入法

発売開始

低公害車指定（自治体）
● 八都県市指定：「平成21年基準超低公害車」

● 東京都指定：「超低公害車」

車両型式

原動機

駆動用
バッテリー

駆動方式

10・15モード一充電走行距離［km］

CO［g/km］

NMHC［g/km］

NOx［g/km］

CO2排出量［g/km］

HFC134aエアコン冷媒の使用量［g］

形式

種類

定格出力（kW）

最大出力（ネット）［kW（PS）/rpm］

最大トルク［N・m（kg・m）/rpm］

種類

総電圧［V］

総電力量［kWh］

i-MiEV（アイ・ミーブ）車　　名

※1※1

※2

※2
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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認証紙と再生紙を用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

植物油インクの使用、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）の環境報告の項目と、本報告書において関連情報を記載しているページを対照さ

せました。

P5-6

P2,P61-62,裏表紙

P3-4,P59-60

P37-38

P43

P39-44

P46,P49-50,P52,P53

P43

P43

P31,P49

P31

P9-12,P37-38,P44,P45-46,P49,P51

P37-38,P48

P20,P37-38,P42

P37-38,P42,P55-58

P20,P37-38,P42

P9-12,P37-38,P39-41,P44,P45-48,P49-50,P51-52,P53

P40-41,P43,P47,P48

P43,P51

P43

P51

P3-4,P60

P37-38,P40-41,P43,P44,P45-48

P37-38,P49-50,P53

P37-38,P49-50,P53

P37-38,P51-53

P43

P47

P17-20,P23-26,P28-34,P55-58

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

■ 報告書における環境配慮

■ 環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」との対照表

参考情報



岡崎地区（名古屋製作所）の取り組み
人と地球にやさしいクルマづくりと、地域と共存できる工場を目指しています。

各地区の取り組み

MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 200955

岡崎市が主催する街道沿線の清掃活動や休日を利用した

工場周辺の雑草取り・ごみ拾いなどのボランティア活動に参

加し、地域の環境美化活動に積極的に取り組んでいます。

地域の皆様に当地区内の生産・開発活動における環境へ

の取り組みをご紹介するとともに、環境施設をご見学いた

だき、理解活動に取り組んでいます。

地域とのコミュニケーション

■ 地域環境美化活動 ■ 環境見学会

工場周りの通路には、ヒートアイランド対策の路面遮熱塗装

を施し、夏季の空調負荷低減を図っています。また、屋根にトッ

プライトを取り入れ、明るい職場と省エネを実現しました。

工場緑化を積極的に推進しています。また、緑地へは排

水処理した水を使用するなど有効利用に努めています。

環境への取り組み

■ 省エネ・CO2排出量低減への取り組み ■ 緑化推進

所 在 地
主 要 製 品
設 　 立
従 業 員 数
お問い合わせ

：
：
：
：
：

愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地
アウトランダー、コルト、グランディス
1962年
約1,200名
TEL 0564-31-3100（代表）

アウトランダー

※ 赤い部分（写真左)が遮熱塗装を施した通路

名古屋製作所 所長

大山 安夫

コルト
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水島製作所 所長

加藤 英治

水島地区（水島製作所）の取り組み
新世代電気自動車『ｉ-MiEV』を製造する工場として、環境にやさしいクルマづくりをはじめ地域との

コミュニケーション向上に積極的に取り組んでいます。

岡山県倉敷市水島海岸通1丁目1番地
i-MiEV、ギャランフォルティス、
eKワゴン、i、パジェロミニ、
ミニキャブなどの軽自動車
1943年
約4,700名
TEL 086-444-4114（代表）

ギャラン フォルティス

地域とのコミュニケーション

工場からの廃棄物の削減やリサイクルの推進などの循環

型社会への取り組みが高く評価され、岡山県から「岡山エ

コ事業所」に認定されました。

工場内のリサイクル向上を目的に、板金プレス工程で発

生するスクラップを亜鉛メッキ材と非亜鉛メッキ材に分別

する装置を導入しました。非亜鉛メッキ材は、所内の鋳造

工場で溶解後、部品として再利用されます。

環境への取り組み

■ 廃棄物削減とリサイクル向上事例 ■ 岡山エコ事業所の認定

プレス 
マシーン 

亜鉛メッキ材専用 
コンベア 

非亜鉛メッキ材専用 
コンベア 

再利用 

所内 
鋳造工場 

社外リサイクル 

振り分け 
装置 

端材スクラップ 

材料 

プレス型 

環境ボランティア活動への参加に応じてポイントが与えられる仕組みなど、社員一人ひとりが積極的にボランティア活動に取

り組める環境の整備を行っています。2008年度は、各種のボランティア活動に、社員の家族を含め8千人以上が参加しました。

社員手づくりのボランティア劇団「くるま座」は老人
保健施設を中心に公演を行っています

児島湖流域の清掃ボランティアに参加し、河川の美化
に貢献しています

最寄駅周辺の清掃活動を定期的に行い、工場周辺の
美化に努めています

i-MiEV

所 在 地
主 要 製 品

設 　 立
従 業 員 数
お問い合わせ

：
：

：
：
：
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京都・滋賀地区（パワートレイン製作所）の取り組み
「歴史都市 京都」の市街地および「琵琶湖水系の上流 滋賀」で自動車用エンジンを製造している工場として、

地球環境と地域社会に調和した環境保全活動を積極的に推進しています。

各地区の取り組み

（京都工場）京都市右京区太秦巽町1番地
（滋賀工場）滋賀県湖南市小砂町2番1
乗用車用ガソリン・ディーゼルエンジン
1944年
約2,400名
（京都工場）TEL 075-864-8000（代表）
（滋賀工場）TEL 0748-75-3131（代表）

4N1型 クリーンディーゼル
エンジン

地域とのコミュニケーション

環境への取り組み

総合排水処理場（京都工場） 鋳造設備用脱臭装置（京都工場） 工場緑化　鷺草育成の取り組み（滋賀工場）

所 在 地

主 要 製 品
設 　 立
従 業 員 数
お問い合わせ

：

：
：
：
：

秋の観光シーズンに京都市が実施して

いるパークアンドライドに協力して、京都

工場の駐車場を提供し、嵯峨・嵐山方面へ

のマイカーの渋滞緩和に貢献しています。

「DO YOU KYOTO?」プロジェクト の一つである、街頭の通行者に環境

への取り組みのメッセージを書き込んでいただく「声かけ活動」ボランティア

に、新人社員50名が参加しました。

■ パークアンドライド ■ 京都市主催のボランティア活動に参加

パワートレイン製作所 所長

横井 英雄

街頭で環境への取り組みのメッセージを集めました「DO YOU  KYOTO?」ロゴマーク

生産工程で発生する大気、水質、騒音・振動、臭気などの環境負荷物質や要因について、法規制の遵守はもちろんのこと、自主

的な取り組みとして低減活動や環境リスク管理体制の強化を継続して行い、適切な対策を実施しています。

また、滋賀工場は内閣総理大臣より「緑化推進功労賞」を受賞した経緯があり、構内では絶滅危惧種の「鷺草」の育成に取り組ん

でいます。

京都市「DO YOU KYOTO?」プロジェクトのホームページはこちら。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000044768.htmlWeb

※1 「DO YOU KYOTO?」プロジェクト：京都議定書発行の地である京都市が主体となった環境ボランティア活動で、当社をはじめ、さまざまな企業・団体が参画しています。

※1
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各製作所の環境データは当社ホームページをご覧ください。
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/social/environment/factorydata/index.htmlWeb

パジェロ製造株式会社の取り組み
三菱自動車のフラッグシップカー『パジェロ』を製造する工場として、地元に愛される企業を目指し、

地域の人々や社会、経済との調和を図りながら、環境保全への取り組みを推進しています。

所 在 地
主 要 製 品
設 　 立
従 業 員 数
お問い合わせ

ホームページ

：
：
：
：
：

：

社員約200名が、坂祝（さかほぎ）町を流れる木曽川右岸

堤防（通称：ロマンチック街道）の清掃活動に取り組み、約

3kmで150kgのごみを収集しました。

周辺自治会との定期交流や町民イベントへの参加、ファ

ミリー祭の開催などを通じて、地域との交流を深めてい

ます。また、約5,000名の方に工場を見学していただきま

した。

地域とのコミュニケーション

■ ロマンチック街道の清掃活動 ■ 地域との交流

当社の自主的かつ積極的な環境保全活動が認められ、

「岐阜県環境配慮事業所」として登録されました。

職場の自主活動として、「花・緑いっぱい運動」を展開し

ています。本社屋上には緑化システムを導入し、夏季の直

射日光を和らげ、

冷房の省エネにも

役立っています。

環境への取り組み

■ 岐阜県環境配慮事業所（E工場）登録 ■ 事業所内の美化、環境改善

岐阜県加茂郡坂祝町酒倉2079番地
パジェロ、デリカ D:5
1943年
約1,800名
生産技術部生産技術管理グループ
TEL 0574-28-5100（代表）
http://www.pajero.co.jp/

デリカ D:5

取締役社長

増田 勝

パジェロ
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企業情報

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

生産

パワートレイン研究、開発

エンジン生産

エンジン生産

生産

自動車の販売

自動車部品の販売

生産

北米での自動車の販売

販売

生産・販売

生産

欧州での自動車の販売

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

2
1

6
7

A

B

C

D

E F
G

4

海外

日本

A

B

B

C

C

C

D

E

E

F

G

（2009年3月31日現在）
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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：657,350百万円

発行済株式総数：5,538,336,433株（含む優先株式）

三菱自動車グループは、三菱自動車工業（株）、連結子会社

52社および持分法適用子会社4社、持分法適用関連会社20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。

当社の2008年度決算（連結ベース）は、売上高が、世界販売

台数の減少や為替の円高影響などにより、前年度比7,085億

円の減収となる1兆9,736億円となりました。

営業損益は、販売台数減少、為替円高影響などが大きな減益

要因となり、前年度比1,047億円の減益となりましたが、全社

を挙げて取り組んでいる費用削減活動および前年度に実施し

た事業構造改革などの改善効果により、39億円の黒字を確保

しました。

経常損益は、利息収支や外国為替差損益が改善要因となり

ましたが、営業損益の減少により前年度比1,006億円減益し、

149億円の損失なりました。

当期損益は、経常損益の減益などにより、前年度比896億円

減少し、549億円の損失となりました。なお特別損失として、

減損損失275億円などを計上しています。

■ 会社概要（2009年3月31日現在）

■ 三菱自動車グループ（2009年3月31日現在）

■ 2008年度の業績

ホームページアドレス
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/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2009や平成20年度有価証券
報告書をご参照ください。

（ ）はマイナス

19,736億円
39億円

（149億円）
（549億円）
11,380億円
3,192億円
1,011千台
1,066千台
31,905人

14,922億円
（177億円）
（169億円）
（717億円）
8,200億円
1,475億円

741千台
—

12,664人

売上高

営業利益（損失）

当期純利益（損失）

経常利益（損失）
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第三者意見

■「社会・環境報告書2009」についてのご意見をいただきました

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。

環境ビジネスウィメン代表。

中央環境審議会、総合資源エネルギー調査会

ほか、政府審議会委員

崎田 裕子 氏

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」で「人と

地球との共生」を

低炭素革命の牽引力と期待される「EV」の量産体制をい

ち早く確立。約40年間の電気自動車技術開発を結実させ、

2009年7月に国内市場に投入した、その先見性を高く評

価します。

そして、この「社会・環境報告書2009」では、「三菱自動

車グループ 環境ビジョン2020」を軸に、トップメッセー

ジや特集で“クルマ社会の次の100年の扉を開く”ことを明

確に宣言。クルマの便利さを活かしながらクリーンな低炭

素社会を目指す、「人と地球の共生」新時代への強い意志が

伝わります。

特に「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」では、

「商品・技術」「事業活動」「社会との協働」の3つの観点で、

2020年までの取り組み方針を具体化。その中で「総生産台

数の20%以上をEVに」「製品使用時のCO2排出量を、全

世界向けの平均値で2005年比50%削減」「生産における

1台あたりのCO2排出量を2005年比20%低減」とする目

標値を掲げており、実現を期待します。

情報の定量化で、データ開示の徹底推進を

ビジョンを示し、多様な関係者への分かりやすさを重視

している前半と対比して、後半はCSR、社会、環境への取

り組みと関連データの開示に努めておられ、読みやすさと

情報公開の両面への配慮が徹底していると感じられます。

特に、「雇用・職場環境・育児制度」「物流改善によるCO2

削減」など、新たなデータも掲載されています。社会・環境

情報の集約に関する社内システム整備を進めていただき、

今後定量情報開示による一層の信頼構築を願っています。

なお、現在推進中の「環境行動計画2010」の進捗状況

一覧によれば、全33項目は概ね計画通りに進んでいると

のこと。ガソリン車の燃費改善など温暖化対策、排出ガス

低減など環境汚染防止、自動車リサイクルや省資源対策な

ど、各項目のさらなる推進を。

地域の信頼づくりから、グローバルな信頼の醸成を

また、今回は広く社会とのコミュニケーションだけでな

く、全国の主要生産現場の地域連携に関する情報も新しく

掲載されています。立地地域に根ざした企業の信頼づくり

は、事業活動の基盤として重要であり、今後は、海外拠点

での環境対応や地域連携など、グローバル企業としての積

極的な発信も期待されます。

そして、この「社会・環境報告書2009」を、地域を含め

た多様な関係者とのコミュニケーションツールとして大い

に活用していただき、地域・社会、そして世界との信頼を

育み、低炭素社会を実現する交流の場となることを心から

願っています。

ご意見を受けて

2009年6月に当社は、新世代電気自動車『ｉ-MiEV』の

市場投入と「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」

を公表し、環境先進企業の一員となるための大きな一歩

を踏み出しました。お客様や社会の皆様からのご期待に

お応えできるよう、環境への取り組みを強化していくと

ともに、その進捗については、分かりやすい形で皆様にご

報告していきます。

本報告書では、皆様に当社の活動を明確にお示しする

ために、できるだけ定量的な情報の掲載に努めました。環

境情報については、グループ全体の環境データ収集シス

テムの整備に取り組んでおり、環境負荷低減のための目

標管理活動を推進するとともに、結果についてもさらに

情報開示を充実してまいります。

「環境行動計画2010」の進捗については、計画最終年の

2010年度に向け全力で取り組んでいます。課題項目であ

るガソリン車の燃費向上については、新型車の低燃費化

に加え、現行車の燃費改善も促進し、目標の早期達成に

努めます。

グローバルな活動については、海外拠点との連携をさ

らに深め、事業活動はもちろん、各国・各地域に根ざした

“社会との持続的共生”のための活動を強化し、充実した

情報発信ができるよう、継続して努力してまいります。

CSR推進本部 環境技術部長（編集委員会事務局） 橋本 昌憲
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参考情報

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。

社会・環境への取り組み

ポータルサイト

アンケートにつきましては、これまでFAX、郵送によるご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、2008年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、ご期待に応えられるよう、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。

各事業領域のメンバーから構成される編集委員会で、幅広い視点による編集方針・掲載内容の検討を行いました。

編集委員長 環境担当役員 大道 正夫

編集委員 経営企画本部 企画部 広野 嘉一
管理本部 人事労政部 松本 雅行
CSR推進本部（直属） 武田 知朗
CSR推進本部 社会貢献推進室 関根 康史
品質統括本部 小西 延明
購買統括部門 調達企画部 大久保 直人
国内営業・サービス本部 営業推進部 高橋 弘美
開発本部 企画管理部 五井 美博
生産技術本部 生産技術管理部　 家重 真志

事務局 CSR推進本部 環境技術部 橋本 昌憲／藤野 利明／斉藤 麗子
CSR推進本部 広報部　 山名 一浩／岩村 良弘／松浦 純子

■ ウエブサイトのご紹介

■ 三菱自動車 社会・環境報告書2009 アンケートについて

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/index.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/social/index.htmlWeb

http://www.ev-life.com/Web

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

その他の情報公開について

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。

トップメッセージ CSRへの取り組み 社会への取り組み

環境への取り組み 企業倫理委員会 社会貢献活動

社会・環境報告書2009 編集委員会
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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
生が少ない植物油インキを使用
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

銀賞　小森 優希さん 金賞　浮田 一太さん

銅賞　上野 七海さん

デザイナーズ賞 森山 桃可さん

環境技術部長賞 立林 遥香さん 銀賞　三松 拓真さん

デザイナーズ賞　桑原 葉月さん

家庭でも環境問題に関心をもってい
ただくために、毎年6月の環境月間に
ポスターのデザインを社員のお子様
から募集し、社内に掲示しています。

クールアース賞　齋藤 愛加さん


