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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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『社会・環境報告書2010』を
お読みいただくにあたって

　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』の普及拡大、社員の多様性を尊重した職

場の実現、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
■2009年度（2009年4月1日～2010年3月31日）
　※一部、2010年4月以降の最新情報を記載

報告書発行日

■2010年8月（前回発行2009年8月）

Web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、Webサイトでの情報発信を充実させています。

関連情報
●三菱自動車「社会・環境への取り組み」

http://www.mitsubishi-motors.com/jp/
corporate/social/index.html

表紙の絵について
家庭でも環境問題に興味を持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子どもたちから募集しており、その中から優秀作品を表
紙のデザインに使用しました。
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グローバルな事業展開

『環境対応』『小型・低価格・低燃費』　　『新興国』『提携』をキーワードとし、 
「成長への基盤づくり」の仕上げに取り  組む

2009年度の世界経済は、1年以上続いた混乱も最悪期を脱し、各国政府による経済対策などにも支えられ、緩やか

な回復に向かいました。しかし、自動車の需要構造は特に先進国では大きく変化し、当社を取り巻く事業環境は依然

として厳しい状況が続きました。このような中、当社は、在庫の適正化に努めるとともに回復基調にある市場へは出

荷を促進し、その結果、販売台数は前年度から10%減の96万台となりました。地域別に見ると、日本では、軽自動

車の落ち込みをエコカー減税・補助金の恩恵を受けた『コルトシリーズ』や『デリカD：5』、また新型『RVR』がカバー

し、前年度比1%増となりました。北米では、カナダで増加したものの、米国、メキシコの減少により前年度比26%

減となりました。欧州では、西欧市場においてスクラップインセンティブなどの購入支援策による下支えはあったも

のの、ロシア・ウクライナにおける総需要の大幅な減少により、前年度比38%減となりました。アジア・その他地域

では、中国を中心とした北アジアや、タイ、フィリピンなどのアセアンが好調で、豪州・ニュージーランドでも年度後

半に顕著な回復を示し、合計で前年度比5%増となりました。

2010年度は、中期経営計画「ステップアップ2010」の最終年度であり、「成長への基盤づくり」の仕上げの年です。

急激に需要構造の変化が進む自動車市場。先進国を中心に高まる環境意識に応える環境対応技術と、新興国を中心

とした低燃費・低価格の小型車志向に応えるコスト低減技術。この相反する2つの課題を同時に克服することが将来

の成長には不可欠であると認識しています。この実現のためには、他社との事業提携も積極的に活用します。2010

年度は、『環境対応』『小型・低価格・低燃費』『新興国』『提携』をキーワードとし、「成長への基盤づくり」の仕上げに

取り組んでまいります。
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『環境対応』『小型・低価格・低燃費』　　『新興国』『提携』をキーワードとし、 
「成長への基盤づくり」の仕上げに取り  組む
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※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。
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トップメッセージ

電気自動車が人々の生活を、そして　　　社会を変える。

　2010年度は、「成長への基盤づくり」を掲げた三菱自動

車の中期経営計画「ステップアップ2010」の最終年度で

す。この計画は、米国発の金融危機に端を発した世界的な

経済混乱により経営環境が大きく変化したため、見直さざ

るを得ない部分もありましたが、「成長への基盤づくり」と

いう位置付けはより重要なものとなりました。2010年に

入り世界的な経済混乱もようやく最悪期を脱し、大きな打

撃を受けた自動車市場も緩やかな回復に向かっています。

しかし、この経済危機を契機に自動車の需要構造は大きく

変化しました。その一つが、世界的な環境意識の高まりに

よる、環境対応車への強い関心です。

　当社は『環境対応』を「成長への基盤づくり」の一つと捉

え、中長期的な施策として取り組んでいます。2009年7月、

新世代電気自動車『 i-MiEV』を「次の100年の扉を開くパ

イオニア」として市場投入しました。『 i-MiEV』は、「大気汚

染」「地球温暖化」「脱石油」のすべての課題解決に資する

究極のエコカーと言える自動車です。今後さらにお客様に

とって使いやすく魅力的で、かつお求めやすい自動車にし

ていきたいと考えておりますし、電池の性能のさらなる向

上といった技術的課題も確実に克服できるものと考えてい

ます。電池以外の分野では、例えば非接触充電技術も実用

化に向けた開発が進んでいます。走行中も充電し、どこま

でも走り続けることが、夢ではなくなるかもしれません。

　当社は、2009年6月に発表した「三菱グループ 環境ビ

ジョン2020」において、2020年の電動自動車生産比率を

20%まで引き上げるという具体的目標を設定しました。

電気自動車の課題を一つひとつ克服しながら当社の基幹

事業の一つに育て、低炭素社会の早期実現に貢献したい

と考えています。

　電気自動車の普及は、CO2排出量の削減をはじめとす

る環境問題への対応に資するのみならず、人々の生活や

社会にもさまざまなプラス効果をもたらす可能性があり

ます。電気自動車の動力源である電気は、基本的に家庭

で供給（充電）することになります。その家庭の電気を太

陽光や風力などの自然エネルギーにより発電すると、CO2

排出量ゼロの自己完結型エコ住宅・エコカーライフも可能

になります。電気自動車のバッテリー蓄電機能は、今注目

されているスマートグリッド構想にも欠かせないもので、

エネルギー需給システムの革新で大きな役割を担うこと

が期待されています。

　電気自動車自体もさらに進化していくと思います。例え

ば、モーターを各ホイールに組み込む「インホイールモー

ター」システムを採用した電気自動車は、クルマの設計上

の制約が大幅に軽減され、自由なデザインが可能になりま

す。さらに、横に動いたりその場で回転したりと、従来の

クルマでは考えられない動きが可能になるなど、自動車

の常識を大きく変える可能性があります。また、電気自動

車は静かで排出ガスがなく屋内での走行も可能なため、

将来は移動手段だけでなく、生活空間や家の一部として

も活用範囲が拡大されることでしょう。
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電気自動車が人々の生活を、そして　　　社会を変える。

　さらに、いくつかの国で、効率的で環境にやさしい新交

通システムに移行させる計画が公表されました。これは、

長距離移動は飛行機や高速鉄道を利用し、自動車は短距

離移動主体に使うというものです。世界各地で計画され

ている新幹線などの高速鉄道と、短距離走行に適した電

気自動車のレンタカーやカーシェアリングを組み合わせる

と、CO2削減の効果を一層高めることができるかもしれ

ません。

　電気自動車は人々の生活に、そして社会に大きく寄与で

きるものですが、一方でその普及には多くの皆様のご理

解とご協力が不可欠です。急速充電器の開発と設置など

の社会的インフラの整備や、色々な分野における電気自

動車の活用のあり方に関するご提案など、電気自動車の

利点を最大限に活かすような普及促進活動について、皆

様の一層のご理解とご支援を賜れば幸いです。またその

過程において、電気自動車を活用する新しいアイディアと

工夫が多くのビジネスチャンスを創出し、経済の活性化と

さらなる電気自動車の普及促進に繋がるものと考えます。

　より良い地球環境、より便利な社会生活、そして豊かな

経済活動に、当社が市場投入した電気自動車が大きく貢献

することを期待しています。

　今後とも、電気自動車の普及や当社の取り組みに関して

忌憚のないご意見をお願いするとともに、ご支援をよろし

くお願い申し上げます。

2010年8月

取締役社長
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お客様とともに築くEV社会
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』の日本市場での販売を開

始しました。2009年度は、地方公共団体や官公庁、法人のお客様を対象に約1,400台を納車し、2010年4月からは

一般のお客様への販売も開始しています。

また、海外での実証走行試験や各国政府・電力会社への納車も始めており、これまでに約200台を出荷。『 i-MiEV』

はすでに世界の街を走り始めています。

これまでにさまざまな分野の皆様から、電気自動車の新しい使い方や充電インフラに関する多くの提案をいただい

ており、各地での電気自動車普及のための取り組み事例も着実に増えてきています。

三菱自動車は電気自動車普及のために、お客様のご支援をいただき、お客様とともに、さまざまな活動を先頭に立っ

て推進していきます。

五島列島を走る『 i-MiEV』

電気自動車が切り拓く『自動車の次の100年』
　100年をかけて成熟してきた自動車技術と自動車社会

が、21世紀初頭の今、新たな転換点を迎えようとしてい

ます。「石油の世紀から電気の世紀へ」、新世代電気自動車

『 i-MiEV』は、地球環境問題とエネルギー問題の解決に向

け、低炭素社会づくりの先駆けとなります。

　そして、電気自動車が注目されているのは、道路交通

の低炭素化ということだけではありません。次世代送電網、

いわゆる「スマートグリッド」の中に電気自動車を組み込み、

太陽電池や風力発電などで発電した再生可能電力で電気

自動車を充電するとともに、電力需要のピーク時などには、

電気自動車から送電網に電力を戻す、というようなことも

研究されています。こうなると、もはや電気自動車は単な

る交通手段ではなく、エネルギーシステムの一部というこ

とになります。

　このように期待や夢が大きく広がる中で、『 i-MiEV』は

街を走りだしました。しかし、本格的な普及はこれからです。

充電インフラの拡充や充電システムの世界的な標準化な

ど、さまざまな課題に対し、私たちはお客様や各分野の関

係者の皆様と協力しながら、電気自動車の普及に向け、努

力していきます。

特集1 環境への貢献
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五島列島の教会群とEV用急速充電器の配置

ナビを使った快適な観光 青砂ヶ浦教会と『 i-MiEV』

世界最長のEV100台パレード － ギネスブックの世界記録に認定

『未来型ドライブ観光システム』を実現する 
世界遺産への登録を目指す長崎県の教会群
　長崎県では、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世

界文化遺産への登録を目指しており、それらはすでに

2007年1月、ユネスコの暫定リストに登録されています。

また、長崎県は九州地域で唯一、経済産業省の「EV・PHV

タウン構想」の実施地域として選定されており、文化遺産

の保護と観光振興のため、産官学の140団体が参画する

「長崎EV&ITSプロジェクト」（通称「長崎エビッツ」）を

2009年10月に立ち上げています。これは、環境にやさし

いEV（電気自動車）とITS（高度道路交通システム）を組み

合わせ、「未来型ドライブ観光モデル」の実現を目指すも

のです。

　この一環として、長崎県の五島列島に『 i-MiEV』100台

がすでにレンタカーなどとして導入されています。五島

列島には多くのキリスト教教会が点在していますが、ナビ

システムによる道案内によって快適な教会めぐりができま

す。今後、DSRC（双方向狭域帯無線通信）を用いた観光

案内も提供されます。また急速充電器も列島内に8箇所

15基が整備されており（2010年6月現在）、教会を見学し

ている間に『 i-MiEV』を充電することもできます。

『 i-MiEV』100台のパレードがギネス世界記録に認定
　2010年7月3日、五島市の65台の『 i-MiEV』と新上五

島町の35台の『 i-MiEV』が五島列島福江島に集結、100

台の『 i-MiEV』によるパレードが行われました。EVのパレー

ドとしては世界最長で、ギネスブックの世界記録として認

定されました。

今後『 i-MiEV』を使った大規模な社会実験を計画
　五島列島の電力は長崎県本土から海底ケーブルで供給

されています。長崎県では風力発電などの再生可能エネ

ルギーの導入を積極的に進めていますが、五島市でも、福

江港に『 i-MiEV』に換算して1日に200台分以上を充電で

きる大規模な太陽光発電設備を設置する構想もあります。

　さらに、長崎エビッツコンソーシアムでは、ITSインフラの

通信規格や提供情報の内容などについても検討を進める

教会

急速充電器

五島列島
新上五島町

五島市

とともに、マイクログリッド（小規模電力網）へのEVの応用

なども視野に入れ、これらの社会実験の成果を、今後ITS

世界会議などで世界に発信することにしています。
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カラフルに塗られた青色防犯パトロールカー

古都京都での  活用事例から

さまざまな場面で活躍する 

『京都ECO観光』を推進する京都府・京都市
　2009年8月、京都府と京都市に『 i-MiEV』がそれぞれ

5台ずつ納車されました。京都府は他のいくつかの都道

府県とともに「EV・PHVタウン構想」の実施地域であり、

積極的にEVやPHV（プラグインハイブリッド車）の導入を

進めています。

　京都府や京都市では、古都京都の歴史遺産を守るために

『京都ECO観光』として、EVを使った環境にやさしい名所

旧跡めぐりなど、さまざまな施策を推進しています。また、

京都市と日産自動車（株）、（株）堀場製作所、および当社

は、2010年7月、EVの普及促進やエコドライブの普及を

目指す「次世代EV京都プロジェクト」を立ち上げています。

市民向けカーシェアリングでEVを体感
　京都市では、市の所有する『 i-MiEV』2台を、市役所が

閉庁している土曜・日曜日に、市民向けに無料で貸し出す

「市民向けカーシェアリング」の実験を2009年10月から

2010年2月まで実施しました。一人でも多くの市民の方

に、EVを体験していただくための企画で、「百聞は一乗に

しかず」、80組以上の市民の方に『 i-MiEV』のすばらしさ

を体験していただきました。

　このように自治体の所有する『 i-MiEV』を使った市民向

けカーシェアリン

グは、京都市のほ

か、神奈川県や岡

山市など、全国各

地の自治体で始

まっています。

秋の紅葉シーズンのパーク&ライドでEVを活用
　毎年京都市では紅葉シーズンの休日、紅葉の名所であ

る嵐山地区や東山地区へのマイカー乗り入れ規制を行って

おり、観光客の皆様には、駅最寄りの駐車場をご案内して

います。当社のパワートレイン製作所京都工場（京都市太

秦）は嵐山地区に近いため、毎年11月の休日は構内駐車場

を観光客の皆様に開放していますが、2009年は最寄りの

京福電鉄嵐電天神川駅までの送迎に京都市所有の

『 i-MiEV』が用いられ、渋滞の解消や環境汚染の防止に大

いに役立ちました。

EVタクシーやEVレンタカーの利用で拝観料を割引
　EVやPHVのタクシーやレンタカーで神社や仏閣を訪れ

ると、拝観料が割引されたり、特別な記念品がもらえる「京

都EV・PHV物語」と題した取り組みが、2010年6月から

始まっています。見学している間に充電できるように、充

電設備を設置した寺社も増えています。またレンタカー

を利用するお客様のために、急速充電器の設置場所の案

内もあります。

　このように、歴史遺産や自然遺産を守るためにEVを活

用する取り組みは、青森県奥入瀬渓谷などでも行われて

おり、全国で『 i-MiEV』が大活躍しています。

さいたま市が進める『E-KIZUNA Project』
　さいたま市は、“持続可能な低炭素社会”の実現に向け

て、市民・事業者・行政が連携して、EVの普及拡大を図る

『E-KIZUNA Project』を進めており、当社を含む自動車

メーカー3社や多くの団体が参加しています。

　2010年1月、さいたま市に10台の『 i-MiEV』を納車、

早速カラフルに塗られた青色防犯パトロールカーとして、

さいたま市の防犯に役立っています。

増え続ける『 i-MiEV』タクシー
　これまでタクシーとしての使用が原則認められていなかっ

た軽自動車ですが、環境対策推進の観点から、EVに限り導

入が認められました。環境にも人にもやさしい『 i-MiEV』

であればタクシーにも最適、多くの街で『 i-MiEV』タクシー

が走っています。現在、『 i-MiEV』のタクシーは、松山市を

はじめ、柏崎市、岡山市、京都市、静岡市、市原市、東京都

千代田区などでお乗りいただけます。

　CO2はもちろん排出

ガスはゼロ、静かで乗り

心地の良い『 i-MiEV』の

タクシーは、お客様にも

大好評です。

竹林を走るEV観光タクシー（都タクシー）
写真提供 JTB観光情報ナビ

ゼロエミッションの「ゼロタクシー」（日の丸リムジン）

特集1 環境への貢献

パーク&ライドの送迎に使われた『 i-MiEV』
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世界各地で実証される  の実力
英国・バーミンガムでの実証走行試験
　2009年12月12日、イギリス第2の都市バーミンガム

のセンチュリースクエアに、合計25台の『 i-MiEV』が集結

しました。これは、英国Technology Strategy Board

が主催する超低CO2排出車デモプログラムに、当社が

『 i-MiEV』を供給したものです。この後、警察車両を含む

公用車としての実用性を確認するほか、市民の皆さんに

日常生活に使っていただくことで、EVの使い勝手を確認

し、EVを広く普及させることで、環境にやさしい街づくり

を目指しています。

モナコ公国での実証走行試験
　2009年11月、モナコ王宮にて、アルベール2世公殿下

のご臨席のもと、『 i-MiEV』4台の納車式が行われました。

　モナコ公国では、環境問題に積極的に取り組んでおり、

国内の移動手段をCO2排出量の少ないEVに置き換える

施策に取り組んでいます。

　今後これらの『 i-MiEV』は、モナコ公国の郵便局・公共

駐車場、モナコの電気会社SMEG社やプリンスアルバー

ト2世財団などで利用され、同国でのEVの普及促進のた

めに活用される予定です。

アイルランド・ダブリンでの実証走行試験
　アイルランドのダブリンでも、アイルランド政府や同国

の電力供給公社ESB社との協力のもと、2010年5月から

15台の『 i-MiEV』を使った実証走行試験を始めています。

2020年までにアイルランド国内の全自動車の10%をEV

にするという同国政府の掲げる目標の実現に向け、今後2

年間にわたる実証試験を推進していきます。

　また、アイルランド政府はすでに、EV購入者に対する

5,000ユーロの補助金交付や自動車登録税免除などをは

じめとする各種支援措置を実施しており、さらに2011年

末までにアイルランド全土に3,500箇所の充電ポイントと

30箇所の急速充電器を設置することを発表しています。

　このような各国政府や電力会社の実証走行試験のほか、

当社独自の海外での走行試験も数多く実施しています。

バーミンガムに集結した25台の『 i-MiEV』 ダブリン市内を行進する『 i-MiEV』

モナコ王宮での納車式

パリ市内を走る『 i-MiEV』

海外での実証走行試験実施状況（海外の政府や電力会社との共同試験）

アイルランド
2010/5～

アイスランド 2010/3～

英国
2009/12～

モナコ
2009/11～

香港
2009/5～

バンクーバー
2009/12～

トロント
2010/4～

オーストラリア
2010/7～

カリフォルニア
2008/11～

ニュージーランド
2009/2～3
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EV普及に向けた各界の協力

普及が進む充電インフラ

特集1 環境への貢献

『CHAdeMO協議会』を設立
　2010年3月、『CHAdeMO協

議会』が設立されました。この協

議会は、今後のEVのさらなる普

及に必要不可欠な急速充電器の設

置箇所の拡大と充電方式の標準化

を図ることを目的に設立されたもので、日産自動車（株）、

富士重工業（株）、トヨタ自動車（株）、東京電力（株）、三菱

自動車工業（株）の5社の幹事会社のほか、充電機器メー

カー、充電サービス提供企業、およびこれを支援する企業

や行政など、国内外含めて265社・団体が参加しています。

　この『CHAdeMO』というのは、“Charge de Move”

「動く・進むためのチャージ」ということから命名されてい

ますが、「クルマの充電中にお茶でもどうですか？」という

意味も込められています。

高速道路にも急速充電器の設置が進む
　2010年4月、東名高速道路の海老名（神奈川県）と上郷

（愛知県）のサービスエリア（SA）上下線にEV用の急速充

電器が設置され、運用を始めました。

　中日本高速道路（株）では、今後も東名高速道路の東京

～名古屋間のSAに急速充電器を順次設置していく予定で

あり、こうした整備が進めば、EVでの長距離移動が十分

可能になります。事前に登録した専用の「利用者カード」

や携帯電話の「おサイフケータイ」などで利用でき、1回

100円の使用料で約100km走行できるので、とてもお得

です。

太陽光パネルで発電した電力を電池に蓄えEVに充電
　2010年3月、京都市は、右京区の西京極総合運動公園

駐車場に、太陽光発電を利用したEV用充電スタンドを設

置しました。このシステムは『 i-MiEV』の車載充電器を製

作しているニチコン（株）が開発したもので、太陽光発電で

『CHAdeMO方式』を国際標準に
　今後、協議会では、急速充電器の技術改良や、充電方式

のさらなる性能向上などの活動に加え、国内で培った急

速充電器などに関する知見を国際標準へ反映させること

などを通じて、グローバルにEVやPHVの普及に取り組ん

でいくことにしています。

　EVについては、製品化や市場投入の面で現在日本が先

行しています。この優位性を活かして、『 i-MiEV』も用い

ている日本のシステム、「CHAdeMO方式」を国際標準に

していくことを目

指しています。

海老名SAの急速充電器 太陽光で発電したクリーンな電力で充電

発電した電力を一旦充電器内のリチウムイオン電池に蓄え、

EVに充電する仕組みです。電力を蓄える仕組みのため、

夜間や雨天時でもEVを充電でき、また太陽光パネルの設

置面積を小さくすることができます。

　京都市では、低炭素社会の実現に向けて、同様の充電

設備を市内6箇所に導入する計画で、京都府でも同様なシ

ステムの導入が進められています。

　このような充電方式では、CO2の排出量はゼロとなる

ため、さまざまなメーカーが太陽光パネルと蓄電池を組

み合わせた充電システムを開発・商品化しています。

『充電ポイント』を一発検索
　当社のWebサイトでは、当社系列の販売会社の充電ポ

イントが検索でき、データをダウンロードすることもでき

ます。また、次々と増える充電ポイントを検索できる外部

サイトにもリンクしています。

三菱自動車EVポータル http://www.ev-life.com/
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スマートハウスには『 i-MiEV』が良く似合う
　太陽光発電などを活用して、家庭からのCO2の排出量

を大幅に削減する『スマートハウス』を普及拡大していくこ

とが期待されており、住宅メーカー各社からは、電力会社

の電力買い取りにも対応したさまざまなスマートハウスが

商品化されています。

　もちろん「オール電化」で、マイカーはEV。太陽光など

のクリーンな電力で『 i-MiEV』を走らせれば、CO2の排出

量は全くゼロ、私たちの暮らしからCO2の排出量を大幅に

減らしていくことができます。

塵芥車のごみ圧縮装置に『 i-MiEV』の電池を活用
　ごみ収集車のごみ圧縮装置（パッカー）は通常、走行用の

エンジンから動力を取り出して動かしており、ごみ収集時

には騒音や排出ガスが発生するといった問題がありました。

そこで、自動車架装メーカーの極東開発工業（株）では、ご

み圧縮装置を電動化し、その電源に『 i-MiEV』の電池パッ

クを活用することで、ごみ収集時に排出ガスを発生せず、

騒音の発生を抑えた電動ごみ収集車『eパッカー』を開発、

発売しました。

　『eパッカー』は、住宅街での早朝・深夜のごみ収集が、極

めて静かに、またCO2はもちろん排出ガスは一切発生せず

済ませることができますので、環境にやさしいごみ収集車

です。

Q.普段はどのようにお使いになっていますか？
毎日の事務所と勤務先間（約5km）の移動や、週に1回程
度、東京から自宅やFM放送局のある湘南まで片道60km余
りの往復に使っています。購入してからの1年間で1万km

近く走りました。

Q.乗り心地はいかがですか？
非常に快適です。静かだしキビキビ走る。普段はエネル
ギーロスを抑えたEモードで走っていますが、市街地の走行
はこれで十分です。

Q.充電はどうされているのですか？
仕事で使う場所と自宅、4箇所すべてに200Vで充電でき
る環境が整っており、全く不自由はありません。湘南まで
60km以上走ると、バッテリー残量計は約半分まで減ります
が、コンセントをつなげておくと仕事の打ち合わせが終わる
頃にはフル充電に戻ります。だから航続距離は160kmの半
分で十分。急速充電器も使ったことがありません。

アイフルホームのスマートハウス「c’e･si･bo」と『ｉ-MiEV』

極東開発工業（株）の電動ごみ収集車『eパッカー』

木村 太郎さん
ジャーナリスト。元NHK記者。湘南ビーチFM、木村太郎事務所代
表。2009年8月から『 i-MiEV』にお乗りいただいています。

Q. 今後のEVの普及の見通しをどのように考えて
いらっしゃいますか？
他自動車メーカーの追随や、テスラ・モーターズ、BYD

オート（比亜迪汽車）のような新規参入企業の登場などにより、
いよいよ本格的な流れになるでしょう。また電力の需給バラ
ンスの最適化を図り効率を高める「スマートグリッド構想」な
ど、新たな産業・雇用の創出にもつながり、経済活性化のエ
ネルギーになると期待しています。

 お客様の声

さまざまな分野に広がる  とその周辺技術
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先輩ママの声

社員一人ひとりが活躍できる職場へ

ワークライフバランス　～仕事も育児も両立できる職場へ～
　当社では、仕事と子育ての両立に関わる取り組みにつ

いて、次世代育成支援対策法の趣旨に沿い、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

　一度しかない子どもとの時間を
大切にしたいという気持ちから、育
児休業を取得することに迷いはあり
ませんでした。復帰後は、仕事の
ペースを取り戻すことは大変でした
が、子どもとの時間を過ごせたこと
が仕事の励みになったので、育児休
業を取得できたことは大変良かった
と思います。

後輩ママの声
　身近に先輩ママがいることで、育児休業後の短時間勤務での仕事の進め方を具
体的にイメージすることができました。
　保育園への入園当初は急な発病等で職場に迷惑をかけることもありますが、職
場の理解があるので安心して子どもを預けられます。
　子どもとの時間は二度と戻ってきませんので、育児と仕事のバランスを考えな
がら今後も制度を活用していきたいと思います。

社会のグローバル化や多様化に対応し、企業が成長・飛躍するためにはさまざまな個性を持った社員一人ひとりが、

その多様性を尊重し、認め合うことが重要と考えます。

三菱自動車は、社員一人ひとりが活躍できる職場環境づくりに取り組んでいきます。

お客様関連部　
山﨑 実穂

　一人前の相談員になるのに3年は
かかり、その相談員を指導するスー
パーバイザーになるにはさらに2、
3年かかります。せっかくスキルを
積み上げても結婚や出産で退職して
しまうのは、本人だけでなく会社に
とってももったいないことです。
　結婚や出産後も働きやすい雰囲
気づくりを大切にしています。

お客様関連部
マネージャー　
藤倉 佳子

お客様関連部　木下 小綾香（左）／桑原 知己（右）

特集2 多様性の尊重

種制度の充実に努め、厚生労働省の認定マーク（愛称：く

るみん）を取得しています。例えば、お客様関連部では女

性が仕事と育児を両立できる職場づくりを行っています。

お客様関連部

上司の声
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担当者の声 上司の声

グローバルな人財※1の活用　～社員の個性をビジネスに活かせる職場へ～

障がい者の雇用　～誰もがチャレンジできる職場へ～

　当社では、海外出身の社員が、その個性や得意分野を

活かしてさまざまな職場で活躍しています。総販売台数

のうち、約7割が海外向け車である当社にとって、国籍や

文化の違う社員の力が欠かせません。

　米国、中国、韓国、マレーシア、ジャマイカなどの国籍を

持つ社員が国内で30名以上勤務しており、商品計画、開発、

海外営業といった業務についています。例えばマーケティ

ング戦略部では、中国出身の社員が中国市場の分析を行っ

て、データからだけでは汲み取れない、市場の情報を読み

解き、商品計画に反映しています。

　当社では、ハローワーク、障がい者支援施設などとの連

携により、本社、各製作所で障がい者の雇用を推進してき

ましたが、さらに障がい者雇用を促進するために、2007

年に特例子会社「（株）MMCウイング」を設立しました。

　当社の名古屋・水島製作所内に（株）MMCウイング岡崎・

水島事業所を開設し、知的障がい者を雇用しています。

　各事業所において、厚生施設の清掃、機密廃棄文書・資料

の回収・処理、仕損部品の分解・分別・廃棄、緑化作業等を

行っており、2010年6月時点では、26人が活躍しています。

　地域の障がい者職業センターのジョブコーチ支援の活

用や、3～4名の知的障がい者に対し1名の指導員を配置

してきめ細かな作業指導を行うなど、障がい者が働きやす

い職場となるよう工夫しています。

　中国の自動車市場と日本の市場
には違いがあります。例えば、日本
の女性向け仕様車は、ピンク色の車
体色などで「かわいらしさ」を強調し
ていますが、独立心が旺盛な中国の
女性は、クルマに「かわいらしさ」を
求めません。
　このような日本と海外の意識の違
いをクルマづくりに反映できたらと
考えます。

　中国経済の目覚しい発展に伴い、
中国の自動車市場も速いスピードで
変わっていきます。この市場の変化
についていくのに、従来の市場の分
析方法だけでは難しい面があります。
中国人の張さんだからこそ分かる、
現地の肌感覚といった部分が、タイ
ムリーな市場分析に役立ちます。
　今後も、こういった張さんの強み
を活かした仕事をして欲しいと思い
ます。

マーケティング戦略部
張 小蜜
（Zhang Xiaomi）

マーケティング戦略部
マネージャー　
石山 久

上司の声
　社員は皆、毎日笑顔で出勤してき
ます。一生懸命働く姿を見ていると、
周囲の人たちはもっと障がい者を
理解する必要があるのではないか
と思います。
　さまざまな人と接し、色々な作業
を経験することによって、障がい者
の将来の自立や、健常者との共生に
役立っていくと考えています。

（株）MMCウイング
取締役社長　
鎌田 重雄

※1 人財：当社では社員（人）を財産と捉え、“人財”と表記しています。

ミーティングの様子

仕損部分の分解作業

（株）MMCウイングの社員



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

MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 201015

企業市民の一人として
三菱自動車は企業市民の一人として自発的かつ積極的に社会貢献活動に取り組み、健全で持続的な社会の発展に貢

献しています。

２００８年４月に社会貢献推進室を新設し、全社的な社会貢献活動方針を制定しました。

また、各地区の社会貢献担当部門とは年２回の連絡会を実施し、活動の充実化を図っています。

本社ショールームにて実施した「森のつみ木広場」
（共催：（財）オイスカ）

特集3 社会への貢献
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◆エコ＋社会貢献
　当社では2009年より、プリペイドカードやハガキ・切手等、
身の回りに眠っているものを集める活動に取り組んでいます。
年に一度、社員から集めた本・CD／DVDを廉価で社員へ販売
する「古本バザー」も開催しており、その売り上げや社員から
集まったハガキ等は、特定非営利活動法人「シャプラニール＝
市民による海外協力の会」が主催している「ステナイ生活」「子

どもの夢基金」に寄託
し、バングラデシュやネ
パールの生活向上支援
や、過酷な労働を強い
られている子どもたち
の支援に役立てられて
います。

◆ベルマークによる支援
　商品についているベルマークを集めることにより、ベルマー
ク教育助成財団を通じ、学校の備品購入等に役立てられます。
社内各所にベルマーク回収箱を設置し、活動を推進しています。

回収プログラム　～捨てずに活かし大きな支援へ

業務監査部
マネージャー
加久 哲也

シャプラニール＝市民
による海外協力の会
福間 あき子さん

身近なことから取り組める社会貢献活動

　2009年4月より、社員が継続的に社会貢献できる仕組みと
して定額募金制度「三菱自動車STEP募金」を導入しました。
三菱自動車グループで働く人々が任意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していきます。2010年
度は国内のグループ企業にも活動の輪を広げています。

〈2010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）
　発展途上国の貧困地域のニーズに
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。

三菱自動車STEP募金　～一人ひとりの思いを大きな支援へ

　パスネット収集を楽しんでいま
したが、そのうち収集したカード
は本棚の片隅で埃をかぶってい
ました。そのままであれば間違
いなく捨てられたものでも、事
務局の皆さんに感謝され、自分
にとっても何かしら「社会に貢献
できた」との満足感も得られまし
た。皆さんの周りにも貢献でき
るものがあると思います。

　「ステナイ生活」を社員の方々
に参加してもらいながら広めて
くださっていることに感謝してお
ります。私たちと三菱自動車が
出会ったように、ステナイ生活を
通して社員の方々に色々な出会
いがあると嬉しいです。

　貧困地域の子どもたちが少し
でも幸せに健やかに成長するお
手伝いができるように、STEP募
金が社内で立ち上がった当初か
ら参加しています。月々の支援
額はわずかなものですが、この
活動を通して私自身、物質的な
豊かさだけではなく、心の豊か
さを持つことの大切さを学んだ
と思います。

技術管理部
林 里奈

「古本バザー」

写真提供：ワールド・ 
ビジョン・ジャパン

写真提供：（財）オイスカ

　社員の方々が「三菱自動車
STEP募金」を通して、貧困に苦
しむ地域と子どもたちに目を向
け、支援の手をさしのべてくだ
さることは、大きな力であり喜び
です。1人でも多くの子どもた
ちが、将来に夢と希望を持つこと
ができるよう、これからも社員の
皆様と一緒に活動していきたい
と願っています。

ワールド・ビジョン・
ジャパン
今村 郁子さん



MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 201017

特集3 社会への貢献

次世代育成　～Support for the next generation

社会貢献活動方針に基づくSTEP活動

◆クルマの疑問に答える「小学生自動車相談室」
　「小学生自動車相談室」
は、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。2009年
からは小学生向けのメー
ル窓口も新設しました。
自動車に関して小学生を
対象にした専門の相談室
を設置しているのは、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」や、
動画や映像で工場見学を楽しく学べる「バーチャル工場見学」
も好評です。

◆本物に触れる「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

年から開講しています。
　当社の社員が各事業
所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。2009年
度は40講座を開催し、2,571名が受講しました。

◆職業について考える「企業訪問学習」
　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、学習するものです。
2009年度は本社（東京
都）に22校138名の中
学生が来社し、「商品企画」「デザイン」「環境」などのテーマで、
実際にその業務を担当している社員と情報交換をしました。

◆職業体験できる「キッザニア」
　当社は、2006年10

月から「キッザニア東
京」、2009年3月 から
「キッザニア甲子園」に
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、クルマの魅
力や楽しさ、走る歓びを感じとることができます。

「こどもクルマミュージアム」

「キッザニア」

「体験授業プログラム」（環境編）

「企業訪問学習」

環境技術部
添田 悠子

　子どもたちが楽しんでいる姿
を見て、こちらもたくさんの元
気をもらいました。次世代育成
活動として携わりましたが、子ど
もたちのユニークな発想に私が
はっとさせられる場面も多々あ
り、私にとっての体験授業にも
なったと思います。

　短い時間の中でスケッチや立
体物（クレイモデル）、色・素材の
サンプルに触れてもらいながら、
デザインの仕事に興味を持って
もらいたいと思っています。また、
「創る」喜びを体感してもらい、
「夢」を抱いて帰ってもらえれば
という気持ちを大切に接してい
ます。

デザイン部
石浜 祥一

港区立南山小学校（東京都）　篠崎 潤一 先生
　本当の理解は体験を通して得られます。『 i-MiEV』に
乗車した子どもたち誰もが「電気自動車ってこんなに
静かなんだ！」と感動し、クルマの利便性についても実
物から学んでいました。なかなか「学校」から「社会」へ
出かけられない現状の中、「社会」（企業）が「学校」へ
来てくださり、学ばせていただける体験授業プログラ
ムは、ありがたい存在です。

岩泉町立小川中学校（岩手県）の皆さん
　デザイン・製造面では、クルマの完成まで思ったより
時間がかかることに驚きました。販売面では、地元の産
業を発展させるには努力が必要なことなど、身近なこと
を考える良い機会となりました。また担当の方から温か
い励ましの言葉をかけていただき大変嬉しかったです。
次の世代を担う者として学んだことを活かし、地元岩泉
の特色を活かした産業を発展させていきたいです。
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交通安全　～Traffic safety

環境保全　～Environment preservation

地域活動　～Participation in local communities　各地区の取り組みについては P.55

◆運転のコツを学ぶ「クルマの学校」
　当社が交通安全啓 

発活動の一環として
1995年から実施して
いるドライビングスクー
ルです。参加者の皆様
と一緒に考え学び、コ
ミュニケーションを楽
しみながら運転のコツ
やクルマと安全について学んでいます。

◆社員ボランティアによる森づくり「パジェロの森」
　山梨県早川町の約3へクタールの山林を「パジェロの森」と
命名し、森林の保護・育成を行うほか、社員やその家族のボラ
ンティア活動を通し、地域との交流にも取り組んでいます。
　2009年度は社員やその家族などのボランティアにより、植
樹地域での下草刈り、自然観察やバードコール作りなどを行
いました。

◆工場見学
　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（株）では、地域の小学校などに対し

◆海外での交通安全活動　「キッズ セーフティー ファースト」
　ミツビシ・モーターズ・ノー
ス・アメリカでは、車内の子ど
もたちの安全を守るための
非営利団体「キッズ セーフ
ティー ファースト」を社員が
設立し、運営しています。英
語・スペイン語・中国語で作成
したクルマの安全に関する教材は、全米50の州で警察署、小学
校等に400万セット以上（累計）を無料配布しています。

◆海外／高校生向け交通安全活動　「Tri-County Operation Cool」
　ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカでは1988年以来、イ
リノイ州中部の3つの郡の高校生がクルマを運転・同乗する際
のシートベルト装着促進プログラムの運営協力およびエクリプ
スの寄贈を継続しています。州警察、郡警察、19の高校とと
もに実施しており、毎年1万人以上の高校生が本プログラムを
受講し、高い評価を得ています。

「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」

　自然の中でNPOや地元の方
など多様な皆さんと交流を深め
ることにより、多角的な視点で仕
事に取り組むようになりました。
また、環境への意識を高めるこ
とにもつながっており、今後もこ
の活動が息の長い活動となるよ
う、育って欲しいです。

北アジア第二部
塔筋 汐里

「クルマの学校」受講者の声
　夫婦で参加させていただきました。当日はとても丁
寧で分かりやすい説明と、目からウロコのような理論、
実践のポイント等々、短い時間の中で充実感がありまし
た。特に車庫入れは丁寧にご指導いただいたのは初め
てで、とても嬉しく、感謝しております。本当にありがと
うございました！

（財）オイスカ山梨県支部事務局長　田中 美津江さん
　三菱自動車の森づくりは、単に森林が持つ公益的機
能の回復にとどまらず、疲弊した地域に活力を与える
ものであり、まさに「地域を蘇らせる力」になっています。
特に搬出に費用がかかって活用されない成長した木材
を、各事業所のベンチとして活用するなど、他に例を見
ない踏み込んだ活動となっています。

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。
　2009年度は、全事業所合わせて約3万8,000名の見学者
が来社されました。
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写真：企業倫理委員会
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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

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。

ステップアップ2010での 
取り組み概要

　当社では、2004年のリコール問題について徹底した原

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」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。

　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」を2009年6月に発表しました。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、2009年度は地方公共団体や官公

庁、法人のお客様を対象に納車し、2010年度からは一般

のお客様への販売も開始しています。

　「コーポレート・ガバナンス強化」については、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。

　「社会貢献活動強化」については、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。

三菱自動車のCSR活動の考え方
　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。



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。

諮問機関からの指導助言
　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。
 P.24

コーポレート・ガバナンス体制
　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

び取締役会の諮問機関である「企業倫理委員会」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。

内部監査および監査役監査の状況
　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、当社グループにおける業務執行

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、2009年度は延べ90

回の監査を行いました。

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 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
副社長

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

企業倫理委員会

■コーポレート・ガバナンス体制（2010年 6月 30日現在）
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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。

事業継続計画への取り組み
　地震・感染症などの事業への影響が大きい自然災害に対

しては、想定シナリオに基づく事業継続計画の策定に取り組

み、緊急時に迅速に対応できる体制の構築、継続的な教育・

訓練を実施しています。また、その取り組みは影響するサ

プライチェーンへも広げています。事業継続計画の基本方

針として、被災時の安全性確保と被害縮小に努めるととも

に企業理念に沿って「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」ことを掲げ、企業の社会的責任確保に努めています。

情報セキュリティ管理
　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。

個人情報保護
　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。

安全保障貿易管理
　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。

　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
　内部統制システムについては、取締役会で決議した「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。

　特に、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。

リスク管理体制の整備
　2007年4月に制定された「リスク管理規則」に基づき、

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ています。各統括部門あるい

は本部には合計19名の「リスク管理責任者」が任命されて

おり、リスク管理責任者はリスクマネジメント推進チームの

指示に基づき、各部門におけるリスクの洗い出し、評価、

対策立案・実施、モニタリングのサイクルを回してリスク対

策の強化・徹底を図っています。2008年度からは、各部

門におけるリスク管理のサイクルを毎年度実施するととも

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、速やかに経営

幹部へ情報を伝え、迅速で的確な対応ができるよう緊急

連絡体制を整備しています。

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
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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。

企業倫理遵守推進体制 
　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

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。

企業倫理実践プログラム
　2009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25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、企業倫理の実践に取り組みました。

ヘルプラインの運営
　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。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。

規定の整備・周知
　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。

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、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。

安全への誓いの日
　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。

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

CSR推進本部

コンプライアンス部

企業倫理担当役員

ヘルプライン 
社員相談室

ヘルプライン
外部弁護士

指
導・助
言

指
揮・監
督

具体的施策の
指示・指導

伺出・報告

報告 企業倫理遵守徹底

相談・報告 企業倫理遵守徹底

企業倫理遵守徹底 企業倫理問題相談 各種の相談企業倫理
問題相談

各
種
の
相
談

コンプライアンス・オフィサー

当社と雇用契約のある社員 関連会社・販売会社社員、派遣社員、OB

企業倫理委員会
（社外有識者により構成）

■企業倫理遵守推進体制
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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
　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。

発足以来の活動実績
　2004年7月に第1回委員会を開催以来、2010年7月ま

でに合計72回の委員会を開催、163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）。

　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

［21］

③コンプライアンス浸透への取り組み［50］

④企業風土改革をはじめとするその他の取り組み［63］

⑤製作所、販売会社の実情視察［6］

　また、当社取締役会より2006年10月に委員会に対し「信

頼回復活動の取り纏めと評価・提言等」について諮問し、

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委員会に報告し、

ご意見をいただいた上で、2008年6月、委員会にてその

総括を報告し、同月の当社取締役会にも報告しました。

　また、2009年7月、委員会にその後の対応状況につい

て効果等を併せて報告し、「いたずらに焦ることなく、三

菱自動車の実態に合わせた形で改善を図ってもらいたい」

とのご意見をいただきました。

2009年度の活動概要
　2009年度は12回の委員会を開催し、企業倫理実践プ

ログラム、品質向上活動についてなど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。

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

■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

MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 201025
写真：岡崎工場　検査ラインの『RVR』
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お客様相談センターの対応方針

1.  お客様のお申し出は最優先の課題と認識し、迅
速・的確・親切かつ誠実な対応に努めるととも
に公正・公平な解決を促進します。

2.  お客様からいただいた貴重な情報を社内にフィー
ドバックし、商品・サービスの改善に活用します。

3.  お客様の権利を保護するため、関係する法規や
社内自主基準を遵守します。

4.  お客様の疑問が容易に解消できるよう、ホーム
ページのQ&Aなど情報発信の充実に努めます。

お客様とともに
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。

お客様とのコミュニケーション
　当社では、お客様からの声を直接承る窓口として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て、下記の対応方針に沿って取

り組み、お客様満足のさらなる向上を目指しています。

　また、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。

　さらに、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。

　0120-324-860
受付時間：9時～17時
（土・日：9時～12時、13時～17時）

三菱自動車　お客様相談センター

お客様の声のフィードバック
　お客様相談センターに寄せられた、お客様からのご意見・

ご指摘は、社内関連部門にフィードバックし共有することで、

お客様目線での商品改良・次期車開発やサービスの向上

に反映できるように活用しています。

　また、不具合情報については、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。

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。

　お客様ご自身で不明な点をお調べいただけるよう、充

実した「よくあるお問い合わせ」コーナーを設けているほ

か、メールでのご相談も承っており、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。

　また、お車を安全にお使いいただくため、安全運転に関

する基礎知識などを掲載した安全啓発サイト（安全なドラ

イブのために）を開設しています。

　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。

お問い合わせサイト

安全啓発サイト

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

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

Web

Web



MMPW（Mitsubishi Motors Production Way）
　当社のものづくりへの思想・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。ISQC（工程完結；

In Stage Quality Creation）を基本理念として、各工程

での品質保証の徹底を図るとともに、指導者育成のための

「ものづくり塾」や、

若手社員へのノウハ

ウ伝承のための「も

のづくり道場」など

も展開しています。

開発品質・製造品質の造り込み
MMDS（Mitsubishi Motors Development System）
　クルマの企画段階から開発・製造・販売・サービスに至る

すべてのプロセスでＱＧ（クオリティゲート）を設置したマ

ネジメントシステム「ＭＭＤＳ」を導入しています。各ゲート

ごとに達成すべき到達点を定め、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を用いて、

安全性・法規・品質などの項目に関して確実な確認を行っ

た上で次の段階へ進む方式を取り入れています。

量産
開始

最終
品質
確認

開発
確認

着工図
確認

仕様
確定

開発
構想

商品
企画

クオリティ
ゲート F E D C B A Z

▼開発開始 ▼デザイン承認 ▼発売

（試作）

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

※1　SQM-BC：Strategic Quality Management-Backward Chain

■MMDSの流れ

お客様情報への迅速な対応
新品質情報システム（SQM-BC※1）の活用
　お客様からの品質に関わる情報をリアルタイムに入手し、

迅速に対応するため、「SQM-BC」システムを使って不具

合の早期把握や原因究明、当社および販売会社間の情報

共有を図っています。

　またこのシステムにより、車種別・部品別・生産日別など

不具合発生状況の分析が容易となり、設計・製造・サービ

スの速やかな改良に活用しています。

　さらに、海外生産の増加に伴い品質管理のための人財

を確保するため、OBの活用を進めています。
迅速で透明性を確保したリコール等判定プロセス
　リコールの実施要否について公正で一定した判定を行

うために、厳格な判定基準を設けています。また、判定会

議は、お客様関連部や組合などからもメンバーが出席し、

さまざまな視点から討議を行い、判定結果は経営幹部に

すべて報告しています。さらに、これらの活動内容は

CSR推進本部によるモニタリングを受け、透明性の確保

を図っています（下図参照）。

品質マネジメントの構築
　当社は、2003年に開発・製造・販売・サービスを含む全

社でISO9001を取得しました。この中には、全国に配置

されているテクニカルセンターや部品センターも含まれ、

全社員が品質マネジメントの改善に取り組んでいます。

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（リコール等市場措置判定プロセスと監査体制）
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販売会社とともに
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。

国サービス技術コンテスト」を開催。さらに、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、店舗全体でお客様満足度（Ｃ

Ｓ）向上を推進しています。

販売会社に対する技術サポート
　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、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。

福祉車両をご覧いただける展示場
　当社の福祉車両『ハーティーラン』シリーズの使いやす

さを実際にご体感いただくため、福祉車両の常設展示場

「三菱バリアフリーラウンジ多摩」（東京都多摩市）を設け

ています。

お客様とクルマの、「ずっと」のために
　「一人でも多くのお客様に、一台の三菱車に、ずっと愛

着を持って乗り続けていただきたい」という願いを込め、

全国の販売会社と一体となって2010年6月より「三菱愛

着プロジェクト」を開始しました。

　最長10年10万kmまでの特別保証延長を柱に、クルマ

自体が「丈夫で長持ち」なことはもちろん、リフォームサー

ビスや各種特典を盛り込んだ愛着メニューを用意し、お客

様のカーライフをサポートしています。

お客様が居心地の良いお店づくり
　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。2009年度は、17店舗のリ

ニューアルを実施しました。

店舗一体となったお客様満足向上活動
　当社では、「来店型店舗営業」推進活動により、お客様に

ご来店いただき、担当営業スタッフだけでなく、店舗が一

体となってお客様をおもてなしすることを推進しています。

　お客様のカーライフを生涯サポートさせていただくた

めに、そしてお客様に「またこのお店に来たい！」と思って

いただけるよう、店舗スタッフ一人ひとりのお客様対応力・

整備技術力の向上を図る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・商品知識力・商談技術力

の向上を図る「全国商談ロールプレイ大会」や、サービス

スタッフの問診力・整備技術力・提案力の向上を図る「全

国内各地区の予選を勝ち抜いて「全国商談ロールプレイ大会」に出場した、 
販売会社営業スタッフの皆さん

「技術連絡会」の様子

「三菱バリアフリーラウンジ多摩」の店内

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

28



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、さまざまな活動を通じ、信頼

関係の構築に努めています。

お取引先との信頼関係強化に向けた活動
　お取引先との信頼関係強化に向けて、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

マンスを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。

三菱自動車協力会活動
　2005年度に発足した「三菱自動車協力会」において、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。現在の参加企業数はお取引先181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、会員とともにWin-Win

の関係となるよう、活発な活動に取り組んでいます。

グリーン調達
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、

「グリーン調達※1」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、2009年度末時点での取得率は

94.3%となっています。

グリーン調達ガイドラインの推進
　2009年5月に改訂版を発行した「グリーン調達ガイドラ

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。

　特に環境負荷物質管理については、一次取引先に対し、

そのお取引先の調達先についても環境負荷物質の管理徹

底をお願いしています。

2010年度「三菱自動車協力会」総会

※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みません。
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■ISO14001認証取得状況（社数）の推移

（社）  ■取得社数（左軸） ー取得率（右軸） （％）
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株主・投資家とともに
株主・投資家の皆様への適時・公正な情報開示に努めています。各種刊行物の発行や株主総会、さまざまなイベント

を通じて、当社への理解を深めていただくとともに、皆様からの評価・ご意見を経営にフィードバックしています。

株主総会
　株主や投資家の皆様に当社の活動を十分理解していた

だく場と位置付けています。このため、少しでも多くの方

にご出席いただけるよう、できる限り集中日の開催を避け、

会場も多くの方を収容できる場所の選定に努めるなど、開

かれた株主総会の運営を心掛けています。

『 i-MiEV』試乗会
　2010年4月、東京、岡崎、京都、水島の4地区にて株主

様向け『 i-MiEV』試乗会を開催しました。

　試乗会には多数のご応募をいただき、株主様とご同伴の

方、約300名の皆様に『 i-MiEV』の商品概要をご説明の上、

実際に運転していただきました。

　特に試乗では、電気自動車特有の力強い走りや静粛性な

どを体感していただき、高い評価とともに、さまざまなご
意見をいただきました。

「株主通信 ROUTE（ルート）」を発行
　「株主通信 ROUTE（ルート）」を2009年6月および12

月に発行しました。当社の業績、企業活動、計画について

の分かりやすい説明、また商品情報など個人株主様にとっ

て有益な情報掲載を心掛けています。2010年も年2回発

行する計画です。

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。

2010年4月 東京本社での『 i-MiEV』試乗会

2009年12月発行　「株主通信 ROUTE（ルート）」

アニュアルレポート2009 ファクトブック2009
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社員とともに
社員一人ひとりが、やりがいのある仕事に取り組めるような仕組みづくりを行っています。

人事施策
　当社では、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、社員と会社

は互いに「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、人事施策に取り組んでいます。また、会社

を支える人財※1育成や、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の拡充、育児

休業・勤務制度などのワークライフバランスを促進する制

度の充実など、社員一人ひとりが、やりがいのある仕事に

取り組めるような仕組みづくりを行っています。
人財育成方針
　人財育成の基本理念として、

　・公正で高い倫理観を持って行動できる人財の育成

　・ 高度な専門知識・技術・独創性を持って新しい価値を

提供できる人財の育成

　・ 信念と情熱を持って継続的にチャレンジする人財の育成

を挙げ、社員と会社がともに成長するための育成活動に取

り組んでいます。

　具体的な施策として、次世代ビジネスリーダーの育成を

目指す「リーダーシップ教育」、体系的なマネジメントスキ

ルの強化を目指す「マネジメント教育」、プロ人財育成・エ

ンプロイヤビリティ向上を目指す「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、

体系的な全社教育計画を策定し実施しています。

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、年齢や過去の功績ではなく、年度ごとの各人の役

割の遂行度合いや役割に応じた目標の達成度合いから評

価・処遇（昇進・昇給）を行っています。また、女性の役職

者も増えつつあります。

■女性の役職者（主任以上）
2007年 2008年 2009年

女性役職者数（主任以上） 64人 73人 77人
女性役職者数／全事務・技術系 
役職者数（主任以上）

1.9% 2.1% 2.6%

　さらに、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／ローテーションを積

極的に実施しています。

仕事と家庭の両立支援
　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、社員

のワークライフバランスを促進する制度の充実に努めて

います。2007年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。 P.13

　2009年度には103人の社員が育児休業を取得しました。

※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。

事務技術系列 統括専門職指導専門職 主担当職 担当職 業務職

リーダーシップ 
教育 ビジネスリーダー研修

マネジメント 
教育

昇進者研修

役割別研修 新入社員研修

有資格者選抜研修

プロフェッショ
ナル教育

必須研修

選択研修

エンジニア研修

技能系列 指導専門職上級監督特技職監督高技職上級技能職一般技能職

リーダーシップ 
教育 ものづくりリーダー研修

マネジメント 
教育

事務技術 
系列と同様

新任研修 技訓生教育
有資格者選抜研修

ものづくり教育 選択研修
ノウハウ伝承など

■当社の次世代育成支援の取り組み

施策 概　要
育児休業 育児のための休業制度。2歳までの子が対象で2010年 

4月から父母とも休業可能。
育児勤務 育児のための短時間勤務制度。2010年4月から3歳まで

の子は全社員（父母とも）を適用対象に拡大した。なお、会
社が認めた場合は小学校2年生までの子が適用対象となる。

妊娠期休業 妊娠中の社員に適用する休業制度。
妊産婦の 
母性保護

妊娠中の通勤緩和や妊娠中または出産後の勤務を軽減す
る措置等を講じる制度。

子の看護 
休業

小学校2年生までの子の看護のための休業制度。子が1人
の場合は5日／年まで、2人以上の場合は10日／年まで。
（2010年4月～）

積立休暇 当年に繰り越されなかった前々年発生の年次有給休暇を年
4日を限度に最大40日まで積み立てる制度で、子の育児に
使用可能。

時間外労働
の免除

小学校2年生までの子の育児のために申し出た場合は時間
外労働を免除する。（2008年4月～）

再雇用制度 妊娠・出産・育児により退職した社員を再雇用する制度。
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定年後の再雇用の促進
　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、人財の活用などを目的に、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、再雇

用の促進に取り組んでいます。2009年度末までに358

人の再雇用を行いました。

障がい者雇用の促進
　誰もが働ける職場を目指し、障がいをお持ちの方の雇

用についても積極的に取り組んでいます。近隣福祉施設、

ハローワークなどとの連携を強化し、本社、各製作所およ

び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。
P.14

　当社全体では、雇用人数276人、障がい者雇用率は

2.05%となっています。

人権の尊重
　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、入社時および昇進

時に階層別に人権研修を行い、社員の人権意識の高揚を

図っています。

労働安全衛生
労働災害ゼロを目指して
　「安全はすべてに優先する」の基本理念のもと、すべて

の社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。労働災害発生件数は2007年から減少傾向

にあるものの、2009年には17件発生しました。

■労働災害発生状況の推移
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

全災害件数 21 14 22 26 23 17
休業度数率（%）※1 0.27 0.11 0.06 0.26 0.12 0.16

健康づくり
　「健康は自ら作り、管理するもの」を基本に、社員一人ひ

とりの健康維持増進を支援する活動として、保健師・栄養

士による保健指導・健康相談、疾病予防教育、体力測定な

どを実施しています。

　また、喫煙者に対しては、禁煙日・時間の設定や禁煙指

導・教育等、全社で喫煙率（2009年：43%）の低減活動を

推進しています。
メンタルヘルス
　メンタルヘルス対策は、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。

　・ 産業医、精神科医、保健師、カウンセラーによる社内

相談体制の整備

　・新任管理職へのメンタルヘルス ラインケア教育

　・社外機関による電話相談

社内コミュニケーション
　社内報、イントラネット、経営トップとの対話集会などを

通じて、社内外の情報や会社の経営方針を共有し、社内の

連携・社員とトップの双方向の交流を図っています。

※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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■障がい者雇用率の推移（各年6月1日時点）

（人） ■障がい者雇用人数（左軸） ー障がい者雇用率（右軸） （％）

•  「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。

本社と製作所各地区で社長による一斉集会を開催
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三菱自動車　環境指針
　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。

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

環境取り組み体制
　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。

　「環境行動計画2010」の目標達成に向け、2009年度までは社内各部門を横通しする4つの部会が活動していましたが、国際

規格のISO14001の全社統合認証を取得することに伴い、2010年度より部門単位でPDCA※1サイクルを回しながら活動を推

進することとしました。

　部門単位で活動を推進することにより、2010年5月の環境会議では、KD工場・部品センター・モータープールなどの非生産

拠点の環境負荷低減にも取り組むという新たな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

4部会で活動
（～2009年度）

環境マネジメント・
リサイクル部会

調達部会

環
境
会
議

事
務
局
：
環
境
技
術
部

議

　長
：
社
長

購買部門

生産部門

商品開発部門

国内営業部門

コーポレート部門

部門単位で活動
（2010年度～）

海外営業部門

基本指針
地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し
1.  グローバルな視野に立ち、車に関する開発、購買、生産、販売、サービスなど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。
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「三菱自動車グループ 環境ビジョン　2020」の実現に向けて

EVで先駆け、人と地球との共生を目指す
　当社が2009年6月に「三菱自動車グループ 環境ビジョ

ン2020」を公表し、“EVで先駆け、人と地球との共生を目

指す”ことを社内外に宣言してから、1年余りが経ちました。

　新世代電気自動車『 i-MiEV』の生産も順調に立ち上が

り、2010年4月からは個人のお客様向け販売も開始いた

しました。「環境ビジョン2020」の実現に向け、まず最初

の一歩を踏み出したところです。

　当社は自動車を開発・生産し、販売することで成り立っ

ています。開発段階で試作車を走らせている時も、工場

で自動車を生産する過程でも、また、お客様に販売した自

動車が走っている段階でも、さらには使い終わった自動車

を廃車する時にも、エネルギーを消費し、環境に多様な負

荷を与えています。これは自動車メーカーの事業活動に

必然的に伴うもので、やむを得ない面はありますが、それ

だけに環境へのマイナスの影響をできるだけ少なくする

ように努力することは、私たちに課せられた大きな責任と

考えます。

　従って、「環境ビジョン2020」では、人と地球とクルマが

共生するために、自動車のライフサイクルのすべての段階

で環境保全に取り組むことをお約束いたしました。そのお

約束を具体的な形で示すために、商品と生産の分野におけ

る2020年のCO2排出量低減目標も併せて掲げています。

　そして商品から排出されるCO2を半減する、という目標

の実現のため、2020年の電気自動車やプラグインハイブ

リッド車の生産比率を20%以上にするという目標を設定

しました。これらの目標は容易には達成し得ない高いレベ

ルのものですが、全社員一丸となって目標達成に向け取

り組んでいきます。

名古屋製作所／技術センターの急速充電器
（お客様にも開放）

環境担当役員

走行時のCO2排出量
商
品

生
産

50%低減

20%低減

EVなど電動車両の
生産比率

国内外の全工場からの
CO2排出量

2005年比
全仕向け地
全車の加重平均

2005年比
生産1台あたり

20%以上

2020年　CO2排出量低減目標

□「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」
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「三菱自動車グループ 環境ビジョン　2020」の実現に向けて

競争と協調で築く、未来のEV社会
　さて、当社が2009年この「環境ビジョン2020」を発表

し、新世代電気自動車『 i-MiEV』を市場投入した後、電気

自動車を含む「次世代自動車」への関心はさらに高まって

いるように感じています。この「次世代自動車」は、温暖化

ガス排出量削減のための有力な手段として位置付けられ

るようになりました。政府が2010年4月に発表した「次世

代自動車戦略2010」では、関係者の最大限の努力を前提

に2020年時点の新車販売に占める次世代車の比率を

50%、そのうち電気自動車やプラグインハイブリッド車な

どの電動車両の比率を15～20%にするという目標を掲

げています。さらに、電動車両やその基幹技術である二

次電池などの分野における技術的優位性を保つとともに、

充電システムを含む日本の規格を、国際標準にしていくこ

とも目標にしています。

　そして日本のみならず、世界的に電気自動車への期待

と関心はますます高まっており、従来からの購入補助金や

税制優遇に加え、研究開発や生産投資に助成をする国々

も増えてきました。

　このように電気自動車の領域は、単にメーカー間の技

術開発競争ということだけでなく、環境政策として、ある

いは産業政策として、国家間での競争がますます激化し

ています。

　一方、私たちがこの電気自動車を世に出したところ、国

内外の多くの方々から、電気自動車の活用や普及に関する、

さまざまなご提案やご協力の申し出をいただきました。太

陽電池システムと充電設備を組み合わせた戸建て住宅も売

り出されたほか、当初私たちが課題と考えていた集合住宅

での充電システムや立体駐車場での充電設備も、専門業界

の方々のご協力によって解決策を得ることができました。

　このように、当社一社だけでは到底進めることが困難な

「電気自動車の普及による低炭素社会の実現」という目標

に向けて、官公庁、企業、団体等、さまざまな関係者の皆

様のご協力をいただいています。当社も先頭に立って電

気自動車の普及促進を進めるとともに、電気自動車に関す

る技術開発についても、スピードを緩めず、全力で取り組

んでいきます。

三菱自動車グループ全社一体での環境取り組み
　新世代電気自動車を生産・販売し、低炭素社会の実現を

目指している当社は、開発、生産、調達、販売、アフター

サービスといったすべての事業側面で最大限の環境取り

組みを進めてまいります。

　そのため、従来事業所ごとに取得していた環境マネジメ

ントシステムの国際規格ISO14001の個別認証を発展さ

せ、全社一体での認証を2010年度中に取得することを目

指しています。これは、単に事業所ごとの認証を一本化す

るということだけではなく、すべての事業側面、つまりそ

れぞれの部門の日常業務において、直接・間接を問わず、

それぞれの部門が積極的に環境負荷の低減活動を進めて

いくことを目的としています。

　販売分野でも、国内の全連結販売会社が、環境省制定の

環境マネジメントシステム「エコアクション21」（EA21）を取

得したほか、海外の販売会社でも、環境負荷の低減活動を

推進するなど、グループ一体となった活動を進めています。

　私たちは現在「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」

の目標の達成に向けて、中間となる2015年までの目標と

具体的な取り組み施策を「環境行動計画2015」として取り

まとめています。取りまとめができ次第公表し、全社一体

となって取り組んでいきたいと考えております。

MITSUBISHI Concept PX-MiEV
（東京モーターショー2009出品車、コンセプトカー）

i-MiEV CARGO
（東京モーターショー2009出品車、コンセプトカー）
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環境行動計画2010

●：継続項目　●：新規追加項目　●：完了項目

区分 項目 2010年度目標（具体的な実施事項・目標など） 2009年度実績 評価 2010年度計画 参照ページ

環境マネジメント グローバル環境マネジメント体制の構築 ● 社内環境マネジメントシステム（EMS）の取り組み充実 ISO14001の全社統合認証の取得に向け、運用体制を構築 F ISO14001の全社統合認証取得

● 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・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 
CO2排出量を2007年度比15％低減

A 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

● 国内販売会社で環境マネジメント認証EA21取得と環境負荷低減 連結販社全店舗の認証取得を完了（320店舗で取得） A 連結販売会社の環境負荷低減に向けた目標管理

● 環境ビジョンの次期環境行動計画への反映 次期環境行動計画の骨子作成 A 次期環境行動計画の策定・公表

お取引先との連携 ● 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 取引先において認証取得を推進 A 認証取得要請を継続

環境配慮設計（DfE）の推進体制整備 ● 全製品のLCA評価と設計開発への活用 環境配慮部品のLCA評価を実施（7件） A 開発・設計へのLCA活用推進

教育・啓発・情報公開の充実 ● 三菱自動車グループの環境意識の向上 三菱自動車グループへの環境ビジョンの周知を実施 F 各地区での環境活動説明会の実施

● 環境取り組み活動に関する情報開示の拡大と内容充実 情報開示の範囲を拡大、社外意見の聴取を強化 A 消費者団体などからの社外意見の聴取と活動計画への反映

社会貢献活動・環境事業の充実 ● 小学校への訪問授業の拡大 年度目標の40校実施完了（約2,600人参加） A 50校を目標に訪問授業を実施

● 「パジェロの森」育林活動の推進 社員ボランティアによる育林活動を実施（約60人） A 社員ボランティアによる育林活動の継続

地球温暖化防止 自動車の燃費向上 ● 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） 新型『RVR』においてクラス上位の燃費を達成 A 継続生産車を含め燃費性能の向上を推進

● 【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） 全区分で2010年度燃費基準を達成 A 2015年度燃費基準への対応計画を推進

次世代低燃費基幹技術の開発 ● 次世代高効率トランスミッションの開発・商品化 CVTの高効率化による燃費向上を推進 A 展開拡大に向け開発を推進

エネルギー多様化への対応 ● バイオ燃料対応車の開発と市場投入 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 A ブラジルへ新規車種を市場投入

植物由来樹脂の開発・実用化 ● 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 液状化木材フェノール樹脂製部品を開発完了 A 植物由来樹脂の低コスト化を推進

小温暖化係数冷媒エアコンの開発 ● HFC134aに替わる冷媒を用いたエアコンの開発・実用化 新冷媒の新型車への適用準備を推進 A 新冷媒への切り替え準備

生産・物流におけるCO2排出量低減 ● 生産におけるCO2総排出量：1990年度比20%以上低減 CO2排出量を1990年度比49%低減 A 生産関連会社を含めた目標達成活動を推進

● 物流におけるCO2排出量原単位：2006年度比4％低減 CO2排出量原単位を2006年度比19％低減 A 目標達成活動を推進

環境汚染防止 次世代電気自動車の開発推進 ●  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

『 i-MiEV』を国内市場へ投入 A 『 i-MiEV』の国内一般向け販売開始、海外向け市場投入

低排出ガス車の普及推進 ● 2010年までに大半の登録乗用車を4☆レベルとする 登録車の4☆車比率は約93％ A 4☆車の市場投入を順次推進

製品に含まれる環境負荷物質の 
管理充実と使用削減

● 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 海外工場へのIMDS導入の推進 A 海外工場へのIMDS導入完了

● 六価クロムなど環境負荷物質の使用禁止規制への適合 新型RVRなど新型車の環境負荷物質規制適合 A 環境負荷物質規制へ適合

● 鉛フリーはんだへの切り替え EU廃車指令に対応し、順次切り替えを推進 A 順次鉛フリーはんだへ切り替え

工場における環境負荷物質の削減 
（VOC、PRTR）

● VOC排出量原単位を2000年度比30%以上削減 VOC排出量原単位を2000年度比約48％低減、総発生量では67％低減 A 目標達成レベルの維持・継続

● PRTR対象物質排出量および移動量の削減 PRTR法対象物質排出量および移動量を2000年度比84％低減 A 低減活動の継続推進

● PCB廃棄物の適正処理の推進 処理計画通り実施 A 計画通り適正処理を推進

リサイクル・ 
省資源

使用済自動車のリサイクル ● 【国内】ASRの再資源化率70%（2015年度法規制値）の早期達成 ASR再資源率は79.7%を達成 A 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

● 【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 リサイクル可能率指令の体制審査および車両の個別認証取得を完了 A 新型車の個別認証取得

3R対応技術の開発と適用拡大 ● 電気自動車用電池のリサイクルの取り組みと推進 『 i-MiEV』の駆動用バッテリーの回収・リサイクル方法を公表 A 欧州での廃バッテリー回収スキームの確立

生産における3Rの推進 ● 埋立処分量の全工場ゼロ化を維持 2002年度から継続してゼロ化達成中 A 生産関連会社も含め、ゼロ化を維持

● 社外排出量原単位2006年度比5%の低減 社外への排出量原単位を27％低減 A 目標達成レベルの維持・継続

● 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 発生量を2006年度比14％低減 A 目標達成レベルの維持・継続

「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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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。

2009年度は、いくつかの項目で当社の計画に対する一部進捗遅れなどがありましたが、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。

最終年度の2010年度は、目標必達を目指すとともに、今後の課題を抽出し、次期環境行動計画への反映を図ります。

●：継続項目　●：新規追加項目　●：完了項目

区分 項目 2010年度目標（具体的な実施事項・目標など） 2009年度実績 評価 2010年度計画 参照ページ

環境マネジメント グローバル環境マネジメント体制の構築 ● 社内環境マネジメントシステム（EMS）の取り組み充実 ISO14001の全社統合認証の取得に向け、運用体制を構築 F ISO14001の全社統合認証取得 P.39

● 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・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 
CO2排出量を2007年度比15％低減

A 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 P.41

● 国内販売会社で環境マネジメント認証EA21取得と環境負荷低減 連結販社全店舗の認証取得を完了（320店舗で取得） A 連結販売会社の環境負荷低減に向けた目標管理 P.41

● 環境ビジョンの次期環境行動計画への反映 次期環境行動計画の骨子作成 A 次期環境行動計画の策定・公表 P.35

お取引先との連携 ● 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 取引先において認証取得を推進 A 認証取得要請を継続 P.29

環境配慮設計（DfE）の推進体制整備 ● 全製品のLCA評価と設計開発への活用 環境配慮部品のLCA評価を実施（7件） A 開発・設計へのLCA活用推進 P.44

教育・啓発・情報公開の充実 ● 三菱自動車グループの環境意識の向上 三菱自動車グループへの環境ビジョンの周知を実施 F 各地区での環境活動説明会の実施 P.42

● 環境取り組み活動に関する情報開示の拡大と内容充実 情報開示の範囲を拡大、社外意見の聴取を強化 A 消費者団体などからの社外意見の聴取と活動計画への反映 P.42

社会貢献活動・環境事業の充実 ● 小学校への訪問授業の拡大 年度目標の40校実施完了（約2,600人参加） A 50校を目標に訪問授業を実施 P.17

● 「パジェロの森」育林活動の推進 社員ボランティアによる育林活動を実施（約60人） A 社員ボランティアによる育林活動の継続 P.18

地球温暖化防止 自動車の燃費向上 ● 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） 新型『RVR』においてクラス上位の燃費を達成 A 継続生産車を含め燃費性能の向上を推進 P.46

● 【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） 全区分で2010年度燃費基準を達成 A 2015年度燃費基準への対応計画を推進 P.46

次世代低燃費基幹技術の開発 ● 次世代高効率トランスミッションの開発・商品化 CVTの高効率化による燃費向上を推進 A 展開拡大に向け開発を推進 P.46

エネルギー多様化への対応 ● バイオ燃料対応車の開発と市場投入 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 A ブラジルへ新規車種を市場投入

植物由来樹脂の開発・実用化 ● 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 液状化木材フェノール樹脂製部品を開発完了 A 植物由来樹脂の低コスト化を推進 P.44

小温暖化係数冷媒エアコンの開発 ● HFC134aに替わる冷媒を用いたエアコンの開発・実用化 新冷媒の新型車への適用準備を推進 A 新冷媒への切り替え準備

生産・物流におけるCO2排出量低減 ● 生産におけるCO2総排出量：1990年度比20%以上低減 CO2排出量を1990年度比49%低減 A 生産関連会社を含めた目標達成活動を推進 P.47

● 物流におけるCO2排出量原単位：2006年度比4％低減 CO2排出量原単位を2006年度比19％低減 A 目標達成活動を推進 P.48

環境汚染防止 次世代電気自動車の開発推進 ●  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

『 i-MiEV』を国内市場へ投入 A 『 i-MiEV』の国内一般向け販売開始、海外向け市場投入 P.07

低排出ガス車の普及推進 ● 2010年までに大半の登録乗用車を4☆レベルとする 登録車の4☆車比率は約93％ A 4☆車の市場投入を順次推進 P.49

製品に含まれる環境負荷物質の 
管理充実と使用削減

● 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 海外工場へのIMDS導入の推進 A 海外工場へのIMDS導入完了 P.49

● 六価クロムなど環境負荷物質の使用禁止規制への適合 新型RVRなど新型車の環境負荷物質規制適合 A 環境負荷物質規制へ適合 P.49

● 鉛フリーはんだへの切り替え EU廃車指令に対応し、順次切り替えを推進 A 順次鉛フリーはんだへ切り替え P.49

工場における環境負荷物質の削減 
（VOC、PRTR）

● VOC排出量原単位を2000年度比30%以上削減 VOC排出量原単位を2000年度比約48％低減、総発生量では67％低減 A 目標達成レベルの維持・継続 P.50

● PRTR対象物質排出量および移動量の削減 PRTR法対象物質排出量および移動量を2000年度比84％低減 A 低減活動の継続推進 P.50

● PCB廃棄物の適正処理の推進 処理計画通り実施 A 計画通り適正処理を推進 P.50

リサイクル・ 
省資源

使用済自動車のリサイクル ● 【国内】ASRの再資源化率70%（2015年度法規制値）の早期達成 ASR再資源率は79.7%を達成 A 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 P.52

● 【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 リサイクル可能率指令の体制審査および車両の個別認証取得を完了 A 新型車の個別認証取得 P.52

3R対応技術の開発と適用拡大 ● 電気自動車用電池のリサイクルの取り組みと推進 『 i-MiEV』の駆動用バッテリーの回収・リサイクル方法を公表 A 欧州での廃バッテリー回収スキームの確立 P.52

生産における3Rの推進 ● 埋立処分量の全工場ゼロ化を維持 2002年度から継続してゼロ化達成中 A 生産関連会社も含め、ゼロ化を維持 P.51

● 社外排出量原単位2006年度比5%の低減 社外への排出量原単位を27％低減 A 目標達成レベルの維持・継続 P.51

● 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 発生量を2006年度比14％低減 A 目標達成レベルの維持・継続 P.51

「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

□三菱自動車グループのCO2排出量

当社およびグローバル環境マネジメント対象29社の2009年度のCO2排出量の実績は、下図の通りです。

470千t-CO2
国内生産　59%

国内非生産　8%
海外非生産　3%

海外生産　30%
2009年度

［生産・非生産別の内訳］

470千t-CO2

国内　67%

欧州　11%

アセアン　9%
中南米・中東・大洋州

1%

北米　12%
2009年度

［地域別の内訳］

環境マネジメント
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推進するために､国内外の主要関連

会社を含めた三菱自動車グループ全体で環境保全活動に取り組んでいます｡

グローバル環境マネジメント体制の充実
　2009年6月に公表した「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」では、商品開発と生産の分野における2020年のCO2排出

量低減目標を掲げており、その達成に向けて、まず2015年の目標とその達成施策を次期環境行動計画により具体化し、実行し

ていきます。

　また、調達分野では、2009年5月に改訂版を発行した「グリーン調達ガイドライン」により、国内のお取引先における環境負

荷物質管理の強化を主体とした環境マネジメントを推進しており、今後、対象範囲を海外工場のお取引先にも広げていきます。

　さらに販売分野では、2009年度に国内は連結販売会社6社の全店舗で、環境省制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」（EA21）の認証取得を完了し、また海外は卸売り販売会社6社でCO2排出量の低減活動を推進しました。

　このようにライフサイクル全体の環境負荷低減を推進するために、当社では国際規格のISO14001の事業所単位の個別認

証を改め、2010年度に全社統合認証の取得を目指しており、三菱自動車グループ全体の環境保全活動を統括するグローバル

環境マネジメント体制の充実を図ります。

•  2009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29社です。

□  2009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
• 三菱自動車エンジニアリング（株） • MRDA（米国）

• MRDE（ドイツ）

生　産

• パジェロ製造（株） • MMNA（米国）
• 水菱プラスチック（株） • NedCar（オランダ）
• 水島工業（株） • MMTh（タイ）

• MEC（タイ）
• MMPC（フィリピン）
• ATC（フィリピン）

物流・サービス • 三菱自動車ロジテクノ（株）

販　売

•  三菱自動車カーライフ 
プロダクツ（株）

• MMNA（米国）
• MME（オランダ）

• 販売会社（6社） • MMNZ（ニュージーランド）
• 部品販売会社（3社） • MMSC（プエルトリコ）

• MMMEA（UAE）
• MMAL（オーストラリア）
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□三菱自動車グループ生産工場のCO2排出量生産分野での取り組み
Plan! 2009年度目標

■ 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）

Do! 2009年度取り組み実績
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（2回／年）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、情報交換を行い

ました。

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

連会社との連携の緊密化を推進しています。

　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ています。

　現在、海外の各工場とは下記について重点的に取り組

みを行っています。

　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

Check! 2009年度自己評価
　国内外の生産関連会社と、継続して情報交換を行い、環

境保全のための課題に連携して取り組むことができました。

Action! 今後の課題・計画
　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的な環境負荷低減活

動を進めていきます。また、三菱自動車グループの目標

である「環境ビジョン2020」の達成へ向けて、国内外の生

産関連会社との連携をさらに強化します。

［年度］

（千t-CO2）

2005 2007 2008 20092006
0

200

400

600

800

海外生産関連会社（6社）
国内生産関連会社（2社）
当社3製作所と開発部門の
一部とパジェロ製造（株）

588 581 553
467

421

•  国内の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/ℓ、A重油2.709kg-CO2/ℓを
使用。

•  海外の電力CO2排出量換算係数は、IEA（International Energy 
Agency)の｢CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 
edition)｣を使用。

•  使用するCO2排出量換算係数の変更に伴い、過去に遡ってデータを見
直しました。



•  国内の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/ℓ、A重油2.709kg-CO2/ℓを使用。
•  海外の電力CO2排出量換算係数は、IEA（International Energy Agency)の｢CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 edition)｣を使用。
•  使用するCO2排出量換算係数の変更に伴い、過去に遡ってデータを見直しました。
• 2009年度から実績を把握したMMAL（オーストラリア）のCO2排出量（4.5千t-CO2）は含まれていません。
※1　 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）、MMNA・MRDA（米国）、MME（オランダ）、MRDE（ドイツ）、MMSC（プエルトリコ）、MMMEA（UAE）、MMNZ（ニュージーランド）
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2007 2008 2009
0
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5

［年度］

12.3
11.6

10.4

（千t-CO2）

［2009年度エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）］

□国内外13社※1のCO2排出量

［CO2排出量推移］

10.4千t-CO2 購入電力　79%

ガソリン・軽油・灯油　7%

都市ガス・LPG　14%

2009年度

オフィス・販売会社での取り組み
Plan! 2009年度目標

■関連会社における環境負荷低減の目標管理

■ 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

Do! 2009年度取り組み実績
環境負荷低減に向けた目標管理
　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ています。

　エネルギー使用量では、日常の運用管理の改善や省エ

ネ型蛍光灯の導入（三菱自動車ロジテクノ（株））等により

電力購入量の低減に取り組みました。

　また、グループ全体の環境データを迅速に収集するため、

「EP（Environment Performance）データ管理システ

ム」を2009年度に導入し、運用を開始しました。

国内連結販売会社のEA21認証取得
　国内販売会社では、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。

　2009年度は、国内連結販売会社の全社取得を目標に取

り組みました。

Check! 2009年度自己評価
　2009年度のCO2排出量（国内外13社※1）は、2007年

度に対し15%（約2千t-CO2）低減し、削減量は目標（9%

低減）を大幅に上回りました。電力購入量は、2007年度に

対し7%（1.4百万kWh）削減しました。

　2009年度は40店舗でEA21の認証を取得し、国内連

結販売会社6社すべての取得を完了しました。

　その他連結販売会社以外では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。

□EA21認証登録状況（全店舗取得済み）
会社名 取得店舗数

北海道三菱自動車販売（株） 31店舗

東日本三菱自動車販売（株） 44店舗

関東三菱自動車販売（株） 107店舗

中部三菱自動車販売（株） 51店舗

西日本三菱自動車販売（株） 78店舗

新潟三菱自動車販売（株） 9店舗

Action! 今後の課題・計画
　2010年度のCO2排出量は2007年度比14%低減を目

標に、エネルギー管理の徹底および省エネ設備の導入な

どを引き続き推進していきます。

　国内連結販売会社6社すべてのEA21の認証取得完了を

機に、これら6社の環境負荷実績を把握し、各社と連携した

目標管理に取り組みます。
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環境コミュニケーション
Plan! 2009年度目標 

■ 環境情報の開示内容の充実、社外意見聴取の強化

■「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」の社内外へ

の周知・浸透を図る

Do! 2009年度取り組み実績 
報告書やWeb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、Webサイトでは、

各国内工場の環境データやクルマに搭載している環境技

術の解説を公開しています。

社外とのコミュニケーション
　当社の環境活動やCSR活動、情報公開の方法に関して、

港区（東京都）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、2009年6月に公表した「環境ビジョン2020」や、
「生物多様性保全 基本指針」 P.44  の策定にあたっ

ては、社外有識者と意見交換を行い、方針策定の参考とし

ました。

　さらに、当社の環境取り組みを実際にご理解いただくた

め、「エコプロダクツ2009」や「エコカーワールド2009」な

どの環境関連展示会に参加しました。展示会では「環境ビ

ジョン2020」などをご紹介したほか、新世代電気自動車

『 i-MiEV』を試乗車として提供しました。

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周知し、

社員自身が率先して環境への取り組みを推進できるよう、

新人研修、エンジニア研修など階層別の研修において、環

境教育を実施しています。

　「環境ビジョン2020」については周知・浸透を図るため、

ポスターを作成し、社内や販売会社に配布・掲示しました。

また、eラーニングを使った「環境ビジョン2020」 教育プ

ログラムによる周知活動を進めています。

　6月の環境月間には、社長メッセージの配信や各地での

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

持っていただくためにポスターのデザインを社員の子ども

たちから募集し、ポスターを作成して社内に掲示しました。

事故・苦情
　2009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。

　苦情については、国内工場で臭気、騒音に関するもの

が4件ありましたが、苦情者へ状況を説明し発生抑制対策

を実施しました。

Check! 2009年度自己評価
　Webサイトでのアンケートや「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

ニケーションを十分に図ることができました。「環境ビジョ

ン2020」の周知・浸透も、展示会への出展や社内でのポ

スターの掲示などを通じて行いました。

Action! 今後の課題・計画
　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。

　「環境ビジョン2020」についても引き続き展示会への

出展などを通じて社外に周知するほか、社内に対しては「環

境活動説明会」を開催し、ビジョンの意義、重要性を説明す

ることで周知徹底を図ります。

「環境月間」ポスター「三菱自動車グループ 環境ビジョン
2020」ポスター
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（投入）
INPUT

（排出）
OUTPUT

エネルギー
生産領域（国内）

2009年度

生産台数：514千台

6.1×106GJ

原材料（鉄・アルミなど）
160千t

化学物質（PRTR対象物質）
2,329t

水資源
4,645千m3

温室効果ガス（CO2）
264千t

廃棄物埋立処分
59t※1

化学物質（PRTR対象物質）
523t

SOx
21t

NOx
101t

排水
2,602千m3

環境会計
　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。

□ 2009年度　環境保全コストおよび環境保全効果

分類 主な取り組みの内容 投資額 
（百万円）

費用 
（百万円） 環境保全効果

事業エリア内 
コスト

公害防止コスト 大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止 5 1,623
温暖化防止の効果

P.45-48

環境汚染防止の 
効果

P.49-50

リサイクル・ 
省資源の効果

P.51-52

地球環境保全コスト 地球温暖化防止、オゾン層破壊防止 0 22

資源循環コスト 廃棄物発生量の低減・適正処理、再利用の促進 0 684

上・下流コスト 使用済バンパーの回収、自動車リサイクル法対応 0 364

管理活動コスト ISO14001の認証取得・維持、社員教育、環境情報 
公開

4 801

研究開発コスト 燃費向上、排ガス対策など製品の環境負荷低減に 
関する研究開発

849 14,530

社会活動コスト ｢パジェロの森｣活動、地域環境活動支援、 
環境関連団体への寄付

0 54

環境損傷対応コスト 事業活動が環境に与えた損害への補償 0 43

合計 858 18,121

□ 2009年度　環境保全対策に伴う経済効果

分類 効果の内容 金額 
（百万円）

○集計対象とした会社
・三菱自動車工業（株）、パジェロ製造（株）
○集計対象期間
・2009年4月～2010年3月
○ 按分により、集計したものを含みます。
○ 減価償却費を除いた金額です。

収益 廃棄物のリサイクルまたは使用済製品のリサイクルによる事業収入 1,662

費用節減 省エネルギーによるエネルギー費の低減 716

節水による水道代の低減 36

省資源またはリサイクルによる廃棄物処理費の低減 158

梱包資材のリサイクルによる梱包資材費の低減 225

合計 2,797

生産におけるマテリアルバランス（フロー図）

• 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）
※1　台風被害による破損ガラス重量を含む
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LCA（ライフサイクルアセスメント）
Plan! 2009年度目標 

■ 部品・車両のLCA評価と設計・開発への適用

Do! 2009年度取り組み実績 
　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。

Check! 2009年度自己評価
　部品のLCA評価結果を実施し、開発に活用しました。さ

らに生産技術にも応用しました。

Action! 今後の課題・計画
　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、方法や体制についても

さらに検討・改善を図っていきます。

□2009年度LCA実施結果
評価件数 7件

主な実施対象 ・環境対応のための先行開発部品
・環境に配慮した生産技術の改善

主な評価目的 ・ 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

生物多様性への取り組み
　当社は、生物多様性の保全を重要な環境取り組みと捉え、

これまでの国内外での生物多様性に配慮した植林活動な

どに加え、製品や事業活動での影響の低減を目指し、国連

の定めた「国際生物多様性年」にあたる2010年の8月に

「生物多様性保全 基本方針」を策定しました。今後この方

針に沿って具体的な活動を推進していきます。

三菱自動車グループ生物多様性保全 基本方針（2010年8月制定）

人類の活動が生物多様性の恩恵を受けているとともに、生物多様性に影響を及ぼしているとの認識を持ち、当社のグループ企業
全体で、地球温暖化防止、環境汚染防止、リサイクル・省資源の取り組みに加え、生物多様性に配慮した活動に取り組み、生物多様
性への影響の把握と低減に継続的に努めます。

1. 事業活動での配慮
省エネルギー、廃棄物の発生抑制、化学物質排出抑制などを推進するとともに、工場建設などの土地利用においては周辺地域に配
慮し、生物多様性への影響の把握と低減に努めます。

2. 製品での配慮
燃費改善、排出ガス対策、リサイクル設計を推進し、環境に配慮した材料の採用に努めます。

3. 理解・啓発・自覚の継続
当社の活動と生物多様性の関係についての理解と自覚を、経営層から従業員まで全員で共有します。

4. 社会との協働・連携
サプライチェーンおよび株主、自治体、地域社会、NPO／NGOなどのステークホルダーと連携し、活動を推進します。

5. 情報の発信・公表
当社の活動内容や成果について、お客様や地域社会への情報発信・公表に努めます。
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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、従来エンジン車の燃費向上や新世代電気自動車の販売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CO2排出量低減を推進しています。

製品におけるCO2排出量低減
従来エンジン車の取り組み
新型クリーンディーゼルエンジンの開発
　欧州市場を中心に普及しているディーゼルエンジンは、

燃費が良くCO2排出量が少ないことから、有力な環境対

応技術の一つとして注目が高まっています。

　当社の新型クリーンディーゼルエンジンは、可変バルブ

タイミング機構（MIVEC）を採用し、乗用車用ディーゼル

エンジンとしては最も低い圧縮比14.9を実現※1。出力性

能、燃費性能、排出ガス性能、静粛性を高次元でバランス

させることに成功しました。

　2010年5月、新型コンパクトクロスオーバー車（日本名：

『RVR』）の欧州仕様『ASX』への搭載を皮切りに、順次他

の車種への展開を進めていきます。

新型『RVR』で世界トップレベルの空力性能を実現
　燃費向上に直接寄与する走行抵抗低減技術として、空

力性能の向上が重要となっています。

　2010年2月に国内市場へ投入した新型『RVR』では、

高い空力性能の目標を設定し、開発初期段階よりデザイ

ナーと共同で試験・シミュレーションを繰り返し実施したこ

とにより、SUVカテゴリーでは世界トップレベルの低Cd値

（0.32）となる優れた空力性能を実現しました。

　空気抵抗は『アウトランダー』比で約12%の低減を実現

し、CO2排出量では約2%以上の低減に寄与しています。

新型クリーンディーゼルエンジン

お客様のエコドライブをアシスト
ECOランプ・燃費計を搭載
　自動車のCO2排出量は、運転の仕方によっても大きく

変わります。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、低燃費運転を実践してい

ただくための支援装置として、ECOランプや燃費計の装

備を展開しています。

空気抵抗を低減した新型『RVR』

『 i-MiEV』の構造

Lithium-ion batteries

Inverter

Motor Charger

ECOランプおよび燃費計を表示するメーター内液晶部。『デリカD:5』の例
（1ECOランプ　2燃費計）

新世代電気自動車の投入
新世代電気自動車『 i-MiEV』を販売開始
　2009年7月より『 i-MiEV』の国内市場への投入を開始

しました。今後、グローバルな展開拡大を進めていきます。

♳

♴

※1　当社調べ（2010年8月現在）
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燃費向上への取り組み
Plan! 2009年度目標

■ 2010年度国内燃費基準のガソリン乗用車全重量区分

達成

■ 欧州での乗用車の新車販売における企業平均CO2排出量

の低減

■新型車の着実な燃費向上

Do! 2009年度取り組み実績
国内燃費の現状
　当社では燃費向上に向けてパワートレインの改良、軽量

化、走行抵抗低減、減速エネルギー回生システム採用など

の取り組みを進めており、2009年度の当社ガソリン乗用

車の平均燃費は16.1km/rとなりました。

　また、ガソリン乗用車の2010年度燃費基準に関しては、

『 i（アイ）』『eKワゴン』『トッポ』『コルト』の燃費向上により、

2008年度に未達であった1,000kg区分についても燃費

基準を達成しました。これにより、ガソリン乗用車の全重

量区分において2010年度燃費基準を前倒しで達成する

ことができました。

欧州CO2排出量の現状
　欧州においても、アイドリングストップ車の展開など着

実にCO2排出量の低減を進めており、当社の企業平均

CO2排出量は1995年に対して31%の改善を実現しまし

た。2010年5月には新型クリーンディーゼルエンジンを

投入するなど、引き続き低減に努めています。

新型車の燃費向上
　2010年2月に発売した新型『RVR』では、SUVとしては

トップクラスとなる優れた低燃費を実現しました。

　また2010年度燃費基準＋15%を達成し、エコカー減税

にも適合しています。

Check! 2009年度自己評価
　ガソリン乗用車の全重量区分で国内2010年度燃費基準

を前倒し達成しました。欧州では、企業平均CO2排出量を

着実に低減しています。

　また、新型『RVR』では優れた低燃費を実現し、CO2排

出量低減に貢献しています。

Action! 今後の課題・計画
　国内2015年度燃費基準、2012年から始まる欧州CO2

排出量規制など、世界的に燃費・CO2規制の強化が進めら

れています。新型車のみならず、継続生産車へも低燃費

技術の導入展開拡大を図り、一層の燃費向上を引き続き

推進していきます。

□ ガソリン乗用車重量区分別平均燃費（10･15モード）
（km/  ）

2007年度
2008年度
2009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

□ 欧州乗用車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）

’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’09’07 ’08
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100

70

90
31%低減

［年］



• 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/ℓ、A重油2.709kg-CO2/ℓを使用。
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□CO2排出量と原単位※1の推移

□2009年度エネルギー使用量の内訳（CO2排出量換算）

264千t-CO2 購入電力　68%

灯油・A重油　3%

その他（コークス、ガソリン、軽油）
4%

都市ガス
25%

2009年度

（千t-CO2） ■CO2排出量（左軸） ー原単位（売上高あたり、右軸） （t-CO2/億円）

生産におけるCO2排出量低減
Plan! 2009年度目標

■ 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

Do! 2009年度取り組み実績
　資源枯渇および地球温暖化防止の観点から、当社生産

拠点（開発を含む）およびパジェロ製造（株）では、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）の発生抑制に取り組んでいます。

　特に2009年度は、休日や昼休みなど非生産時のエネル

ギー低減活動に全工場一斉に取り組みました。製造現場

部門と計画部門が一丸となり情報を共有しながら、新たな

視点から取り組むことで、エネルギーの低減はもちろん

のこと、将来の設備計画に活用できるアイディアの抽出に

もつながりました。

　また、2009年度よりエネルギー使用量の一元管理とし

て、全生産拠点でエネルギーの見える化の中長期的プロ

ジェクトを開始しました。生産工程での原単位管理レベル

の向上など、環境ビジョンを達成するための施策として推

進しています。

Check! 2009年度自己評価
　1990年度比でCO2排出量は49%低減でき、目標を達

成しました。一方、CO2排出量原単位は、生産台数の大幅

な減少に伴い増加しましたが、非生産時のエネルギー低

減活動などを行うことで、2.9t-CO2/億円の増加に抑えま

した。

Action! 今後の課題・計画
　CO2排出量は、生産台数などの要因により2010年度は

増加に転じることが予想されます。「1990年度比20%以

上低減」という目標を引き続き達成するよう、2011年1

月から稼動予定の岡崎新塗装工場でエネルギー使用量の

削減に努めるほか、CO2排出量の原単位目標の管理によ

り、一層のエネルギー使用量低減活動を推進します。

• 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）

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

□2009年度物流におけるCO2排出量低減取り組み結果
施策 内容 低減効果 効果合計

物流 
ルート 
改善

岡崎工場向け生産用部品の現地調達化に 
よる輸送距離短縮

△174t

△1,785t

エンジン輸送ルートの見直しによる 
輸送距離短縮

積載率 
向上

生産用部品の荷姿改善・詰め合わせ向上

△1,291t完成車のトレーラーへの積載台数向上

補用部品の詰め合わせ向上

燃費向上 完成車輸送車両を低燃費車両へ代替
△320t

エコドライブ推進

□CO2排出実績の対象物流経路
トレーラー
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物流におけるCO2排出量低減
Plan! 2009年度目標

■ 2006年度に対しCO2排出量原単位※1を3%低減。

Do! 2009年度取り組み実績
　CO2排出量低減に取り組んだ結果、CO2排出量原単位

は2006年度に対し19%低減できました。また、CO2排

出量も、見込み値より1.8千トン少ない15.9千トンに低減

できました。

　主な低減の施策として、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、エコドライブの推進による輸送車両の燃費向上などに

取り組みました。

Check! 2009年度自己評価
　CO2排出量原単位の低減目標を達成できました。

Action! 今後の課題・計画
　引き続き、物流ルート改善、積載率改善、燃費改善等の

活動を推進し、CO2排出量原単位の低減に取り組みます。

※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）］



環境汚染防止
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。

※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
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低排出ガス車の展開拡大
Plan! 2009年度目標

■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

Do! 2009年度取り組み実績
低排出ガス車の展開拡大
　2009年度に発売した『RVR』のほかに、『パジェロ』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25型式となりました。

　2009年度のガソリン乗用車の販売台数に対し4☆車は、

登録車で93.3%、軽自動車で77.3%を占めています。

Check! 2009年度自己評価
　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前進しています。

Action! 今後の課題・計画
　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。

製品の環境負荷物質の管理・削減
Plan! 2009年度目標

■2009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

Do! 2009年度取り組み実績
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※1に基づき、4物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ク

ロム）の使用削減を推進するとともに、「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※2

を利用して収集し、社内システムにより海外工場（NedCar：

オランダ、MMTh：タイ）を含めグローバルに一元管理して、

環境負荷物質の使用削減に活用しています。

　また、EU廃車指令のはんだ中の鉛に関する適用免除項

目が2010年2月に改定されたことを受け、お取引先への

説明会を名古屋製作所（岡崎）、パワートレイン製作所（京

都）、水島製作所（水島）の3地区で実施し、改定内容およ

び当社の対応について説明しました。

　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「REACH※3規制」にもお取引先の協力のもと対

応を進めています。

Check! 2009年度自己評価
　2009年7月 発 売 の『 i-MiEV』、2010年2月 発 売 の

『RVR』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。

Action! 今後の課題・計画
　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。

（％） 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）
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※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）
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　2011年1月稼動予定の岡崎新塗装工場は、水性塗

装工法の導入によるVOC排出の抑制を推進すると

ともに、水性3WET工法の適用などさまざまなエネ
ルギー使用量の低減施策を導入します。 P.57

岡崎新塗装工場稼動へ

生産における環境負荷物質の 
管理・削減

Plan! 2009年度目標 
■ 2010年度目標「VOC※1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※2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

Do! 2009年度取り組み実績 
VOC（揮発性有機化合物）の低減
　主な低減活動として、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（バンパーを含む）

塗装時のVOC排出量原単位を42.4g/m2（2000年度比

48%低減）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。

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）については、PCB特別措

置法に則り適切な管理を行っています。

　京都工場では約300台のコンデンサーを処理したほか、

名古屋、水島製作所では2010年度から処理を開始するた

めの準備を始めています。

Check! 2009年度自己評価
　VOC排出量低減は、2010年に向けて計画通り低減で

きました。化学物質は、適正管理を通じ、PRTR法対象物

質の排出・移動量を低減することができました。

Action! 今後の課題・計画
　VOC排出抑制に関しては、従来の活動の継続とともに、

水性塗装工法の導入により、さらなるVOC排出量の低減
を図ります。 Close up!

　化学物質に対しては、従来の低減活動とともに、PRTR

法の改正に伴い追加された対象化学物質の管理を確実に

実施します。

　PCB処理については、計画通り実施していきます。

Close up!

(g/m2)
□VOC排出量原単位の推移
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• 対象拠点：当社2製作所とパジェロ製造（株）
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□PRTR法対象物質排出・移動量の推移

• 対象拠点：当社3製作所と開発部門の一部



リサイクル・省資源
自動車のライフサイクル全過程において、リサイクル・省資源への取り組みが必要であり、設計・開発段階では

3R（Reduce、Reuse、Recycle)※1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。

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

3Rに配慮した設計・開発の推進
Plan! 2009年度目標

■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

Do! 2009年度取り組み実績
　2009年度に発売したすべての新型車（『 i-MiEV』、

『RVR』）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、2008年

に改訂した「ハーネス設計ガイドライン」に基づき、リサイ

クル性の向上を図りました。

　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。

Check! 2009年度自己評価
　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。

Action! 今後の課題・計画
　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。

生産における資源有効利用の促進
Plan! 2009年度目標

■全工場での埋立処分量ゼロ化（埋立処分率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）

Do! 2009年度取り組み実績
埋立処分量ゼロ化／廃棄物の再資源化
　埋立処分率は0.04%でゼロ化レベルを継続し、再資源

化率も99.7%と、高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86%となり、大幅に低減することができました。

Check! 2009年度自己評価
　計画通り目標を達成しました。

Action! 今後の課題・計画
　国内工場での廃棄物分別や環境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。

MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 201051

『RVR』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（ピン
ク色部）
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□廃棄物発生量と埋立処分率の推移

• 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 99.7%

埋立処分率 0.04%

濃縮・焼却 0.26%

（社外リサイクル）84.3%

（社内リサイクル）15.4%

□国内工場における廃棄物の流れ



※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」
※3　IDIS: The International Dismantling Information System

使用済自動車のリサイクルの促進
Plan! 2009年度目標

■ 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）

■リサイクル可能率認証取得（EU）

Do! 2009年度取り組み実績
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※1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

率良く行い、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再資源化率は、2015年度の法定基準

70%を上回る79.7%でした。

□2009年度　3品目の再資源化などの実績
品目 項目 引取台数／処理数量

シュレッダー
ダスト（ASR）

総引取台数／総引取重量 342,560台／58,713t

　ASRリサイクル施設での再資源化 323,743台／43,743t

　全部再資源化 18,817台／3,072t

再資源化率* 79.7%

エアバッグ類 総引取台数／総引取個数 121,496台／267,028個

　取外回収 13,127台／25,464個

　車上作動 108,213台／241,564個

　一部取外／一部車上 156台

再資源化施設引取量 17,917kg

再資源化量 16,866kg

　再資源化率** 94.1%

フロン類 引取台数／引取量 276,631台／83,648kg

□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 2,817,514,688円

再資源化などに要した費用 2,798,579,592円

収支 18,935,076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

EU自動車リサイクル法への対応
　EUでは、廃車指令※2に基づき、自動車メーカーまたは

輸入業者に使用済自動車の引き取り・リサイクルを義務付

けています。このため、現地法人（MME）が中心となって、

EU加盟国の実情に合わせた引き取り・リサイクル体制を

構築し、新規EU加盟国にも逐次対応しています。

EUリサイクル可能率認証指令への対応
　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おける必須条件であり、その前提と

して、本指令の要求事項を満足させる体制として認定を受

けることが義務付けられています。このため、EUへ投入

している車両を生産する国内および海外工場の体制認証

を取得するとともに、EUに販売する車両の個別認証を取

得しました。 

解体情報の提供
　EUでは新型車の解体情報を解体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解

体情報システム（IDIS※3）を利用してタイムリーに情報を

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・運用
　使用済駆動用バッテリーのリサイクル技術の開発や適

正処理を目的として、回収体制を電池メーカーの（株）リチ

ウムエナジー ジャパンと共同で構築・運用をしています。

Check! 2009年度自己評価
　ASRの再資源化については、新規リサイクル施設の採

用などにより、高い再資源化率を達成しました。

　また、EUのリサイクル可能率指令への対応では、国内

外工場の体制認証および車両の個別認証を取得しました。

Action! 今後の課題・計画
　引き続き、安定的にASRがリサイクルできるように新規

リサイクル施設の開拓を推進していきます。

　EU向けの新型車については、逐次リサイクル可能率認

証を取得していきます。

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

52

リ
サ
イ
ク
ル
・
省
資
源



MITSUBISHI MOTORS Social and Environmental Report 201053

新型車の環境情報
車名など 三菱RVR 三菱デリカD：5

車両仕様

車両型式 DBA-GA3W（XTHH）※1 DBA-CV4W（LTXH）※1

原動機

型式 4B10　MIVEC 4B11　MIVEC

総排気量（r） 1.798 1.998

仕様 DOHC 16V 直列4気筒 DOHC 16V 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン
最大出力（ネット）［kW（PS）/rpm］ 102（139）/6000 110（150）/6000

最大トルク ［N・m（kgf・m）/rpm］ 172（17.5）/4200 197（20.1）/4200

駆動方式 2WD 2WD

変速機仕様・変速段数 INVECS-III 6速スポーツモードCVT INVECS-III 6速スポーツモードCVT

燃料消費率

10・15モード燃費［km/r］ 15.2 12.4（11.8※3）
JC08モード燃費 ［km/r］ 13.8 11.6（11.2※3）

平成22年度燃費基準

燃費基準＋15%達成 燃費基準＋15%達成（燃費基準＋25%達成※3）

排出ガス

適合規制または適合基準
（平成17年排出ガス基準）

排出ガス75%低減レベル 排出ガス75%低減レベル

CO［g/km］（JC08H＋JC08Cモード走行） 1.15 1.15

NMHC［g/km］（JC08H＋JC08Cモード走行） 0.013 0.013

NOx［g/km］（JC08H＋JC08Cモード走行） 0.013 0.013

温室効果ガス
CO2排出量（10・15モード燃費換算）［g/km］ 153 187（197※3）
CO2排出量（JC08モード燃費換算）［g/km］ 168 200（207※3）
HFC134aエアコン冷媒の使用量［g］ 500 780

エコカー減税※2 対象 対象
グリーン購入法 適合 適合

低公害車指定（自治体） ●九都県市指定：「平成17年基準超低公害車」 ● 九都県市指定：「平成17年基準超低公害車」 
（九都県市指定：「平成21年基準超低公害車」※3）

発売開始 2010年2月 2010年1月

車名など 三菱i-MiEV（アイ・ミーブ）

車両仕様

車両型式 ZAA-HA3W

原動機

型式 YF41

種類 永久磁石式同期型モーター
定格出力（kW） 25

最大出力（ネット）［kW（PS）/rpm］ 47（64）/3000～6000

最大トルク ［N・m（kgf・m）/rpm］ 180（18.4）/0～2000

駆動用
バッテリー

種類 リチウムイオン電池
総電圧［V］ 330

総電力量［kWh］ 16

駆動方式 2WD

10・15モード一充電走行距離［km］ 160

排出ガス
CO［g/km］ 0

NMHC［g/km］ 0

NOx［g/km］ 0 ※1：代表類別について記載。
※2： 環境対応車普及促進税制などに基づき、自動車

取得税（ご購入時）、自動車重量税（ご購入時）お
よび自動車税（登録の翌年度から1年間）が減税
されます。

※3： メーカーオプションのトリプルパノラマルーフと
SRSカーテンエアバッグと本革シートを同時装着
した場合。

温室効果ガス
CO2排出量 ［g/km］ 0

HFC134aエアコン冷媒の使用量［g］ 325

エコカー減税※2 対象
グリーン購入法 適合

低公害車指定（自治体） ●九都県市指定：「平成21年基準超低公害車」
発売開始 2009年7月
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　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。

■ 報告書における環境配慮
FSC認証紙の採用
　本報告書は、森林認証制度を運営する国際 NGOである FSC（Forest Stewardship 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）」との対照表

ガイドラインの項目 主な該当ページ

基本的項目

BI-1：経営責任者の緒言 P5-6

BI-2：報告にあたっての基本的要件 P2,P54,P62,裏表紙

BI-3：事業の概況（経営指標を含む） P3-4,P59-60

BI-4：環境報告の概要 P37-38

BI-5：事業活動のマテリアルバランス P43

環境マネジメント指標

MP-  1：環境マネジメントの状況 P39-44

MP-  2：環境に関する規制の遵守状況 P46,P49-50,P52,P53

MP-  3：環境会計情報 P43

MP-  4：環境に配慮した投融資の状況 P43

MP-  5：サプライチェーンマネジメント等の状況 P29,P49

MP-  6：グリーン購入・調達の状況 P29

MP-  7：環境に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況 P7-12,P37-38,P44,P45-46,P49,P51

MP-  8：環境に配慮した輸送に関する状況 P37-38,P48

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 P18,P37-38,P44,P56,P58

MP-10：環境コミュニケーションの状況 P37-38,P42,P55-58

MP-11：環境に関する社会貢献活動の状況 P18,P37-38,P44

MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 P7-12,P37-38,P39-41,P44,P45-48,P49-50,P51-52,P53

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 P39-41,P43,P47,P48

OP-  2：総物質投入量及びその低減対策 P43,P51

OP-  3：水資源投入量及びその低減対策 P43

OP-  4：事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等 P51

OP-  5：総製品生産量又は総商品販売量 P3-4,P60

OP-  6：温室効果ガスの排出量及びその低減対策 P37-38,P39-41,P43,P44,P45-48

OP-  7：大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 P37-38,P43,P49-50

OP-  8：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 P37-38,P43,P49-50

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 P37-38,P43,P51-52

OP-10：総排水量等及びその低減対策 P43

環境効率指標

環境配慮と経営との関連状況 P47-48

社会的パフォーマンス指標

社会的取組の状況 P15-18,P20-24,P26-32,P55-58



地域の皆様とともに
地域の皆様とのさまざまな活動を通じて、地域コミュニティとの共生を図っています。

各地区の取り組み

地域との協力、地域イベントへの参加

教育支援活動

｢パークアンドライド｣に駐車場を提供
　パワートレイン製作所京都工場では、例年、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、
京都工場の駐車場を提供しています。最寄駅までのシャ
トル送迎には京都市所有の電気自動車『 i-MiEV』が活躍し
ました。

「日本ライン老人ホーム」の救助訓練に参加
　坂祝町（岐阜県）内の老人福祉施設「日本ライン老人ホー
ム」が救助訓練を実施し、災害活動応援協定※1によりパジェ
ロ製造（株）から社員5名が参加しました。

小学生の工場見学（名古屋製作所）

小学校での『 i-MiEV』試乗体験授業（水島製作所） 中学生向け職業体験学習（パジェロ製造（株））

訓練では、車椅子、担架、はしご車を使ってお年寄りを救助

※1 火災、地震など災害発生の際、救助活動に応援協力し、
被害を最小限にとどめることを目的として締結されま
した。

シャトル送迎車として活躍した『 i-MiEV』

　各製作所では、多くの方に工場を見学いただいており、中でも小中学生向けの社会科見学の受け入れに力を入れています。
さらに、学校に出かけて、環境問題や電気自動車の仕組みの説明や、実際に『 i-MiEV』に試乗してもらうなどの体験授業も行っ
ています。

小学校での環境学習（パワートレイン製作所京都工場）
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地域の環境保全活動

海外工場での環境保全活動

地域の清掃活動を実施
　各製作所では、周辺地域への社会貢献活動として清掃活動に取り組むとともに、自治体などが主催する地域の環境美化活動
にも参加しています。

サンゴ礁再生プロジェクトをサポート
　MMTh（タイ）では、タイ・カセサート大学の環境サーク
ル「 IEキャンプ」がカム島のアンダーウォーター公園で取
り組むサンゴ礁再生プロジェクトを、スポンサーとして支
援をしています。サンゴの植え付け作業には、社員有志が
ボランティアで参加しました。

植樹祭を開催
　MMPC（フィリピン）では、毎年雨季の始まる6月に植
樹祭を実施しています。
　工場の社員や部品メーカーの方々、近隣の幼稚園の子
どもたちにも協力いただき、マホガニーやアカシアなど約
200本の苗木を植えています。また、参加いただいた幼
稚園への教育資金の寄付も実施しています。

「矢作川クリーン大作戦」（矢作川の河川清掃）に社員が参加
（名古屋製作所）

「第23回児島湖流域清掃大作戦」に社員が参加
（水島製作所）

地元の幼稚園の子どもたちとの植樹の様子海中に沈める植え付け用パイプ サンゴ礁の将来の姿

6月の環境月間に工場周辺の清掃を実施
（パジェロ製造（株））

「歩（ある）クリーン」活動として社員が定期的に工場周辺の清掃を実施
（パワートレイン製作所京都工場）

各
地
区
の
取
り
組
み
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環境への取り組み
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

岡崎新塗装工場（2011年1月稼動予定）の環境対策

温暖化対策の推進

　溶剤系塗装から水性塗装に切り替えることにより、VOC（揮発性有機化合物）の発生を抑制するとともに、さまざまな工夫に
より、エネルギーの削減を図り、CO2の発生を抑制します。

省エネ照明導入
　ショールーム、販売会社や工場では、LED照明などの
省エネ照明を導入しています。

Earth Hourへの参加
　MMPC（フィリピン）は、WWF（世界自然保護基金）の
地球温暖化防止を呼びかけるイベント「Earth Hour｣に賛
同し、3月27日の午後8時半から1時間、工場照明と従業
員の家庭での不要な機器の電源を切りました。

ショールーム（本社ビル　東京）

太陽光発電パネルの導入
　岡崎新塗装工場の屋根に、太陽光発電パネル（50kW）を
導入します。
　発電された電力は、事務所やPRルームの照明に使用す
る予定です。

水性塗装工法の適用
　溶剤塗装から水性塗装に変更することで、VOC排出量
を約60％削減できます。

壁かけロボットの導入
　従来の床置きロボットよりも、設備幅を縮小できるため、
必要な空調エネルギーを削減し、年間約400tのCO2排
出量を低減する見込みです。

水性3WET工法の導入
　中塗り用焼付炉を使用しないことで、従来工法よりCO2

の発生を9％削減します。

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

写真は水島製作所の水性塗装工場
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緑化活動推進・工場内環境保全
生物多様性保全　製作所の緑化推進
　生物多様性に配慮し、緑豊かな工場を目指して、工場内の緑化を積極的に推進しています。希少な植物を工場内の一画で育
成しているほか、屋上緑化により直射日光を和らげ、冷房の省エネ化を図っています。

公害防止への取り組み
　生産工程で発生する大気、水質、振動・騒音、臭気などの環境負荷物質や要因について、法規制はもちろんのこと、自主的に、
環境負荷リスクマップの作成や、環境事故時の対応訓練などの低減活動を継続して行っています。

近隣の住宅地との緩衝となる防音林
（パワートレイン製作所京都工場）

鋳造設備用　脱臭装置
（パワートレイン製作所京都工場）

総合排水処理場（MMTｈ　タイ）

準絶滅危惧種に指定されている「鷺草」
（パワートレイン製作所滋賀工場）

国定資産管理されている天然記念物の「うつくし松」
（パワートレイン製作所滋賀工場）

屋上緑化（パジェロ製造（株））　

道路や工場壁への環境配慮
　工場内の道路に透水性舗装を施し、路面の水たまりや洪水の発生を抑制しています。また、京都製作所や水島製作所にある
鋳造工場から廃棄される鋳物廃砂を15～20%配合したコンクリートブロックを使用し、廃棄物の低減に努めています。

鋳物廃砂を使用したコンクリートブロック
（水島製作所）

透水性舗装（名古屋製作所）

各
地
区
の
取
り
組
み

58

従来舗装

透水性舗装

従来の舗装では、
雨水は舗装内に浸
透せず、ほぼすべ
て側溝へ流れてい
ましたが、透水性に
することによって、
雨水を地中に浸透
させます。

透水性舗装とは
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2
1

6
7

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

5

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

6

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

3

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

4

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

A

B

C

D

E F
G

4

海外

日本

企業情報

国 事業所名 主な事業内容

1日本 A北海道河東郡音更町　十勝研究所 走行試験、評価
B東京都港区　本社
B東京都港区　三菱自動車ロジテクノ（株） 国内の輸送、保管および梱包・新車点検や整備
C愛知県岡崎市　技術センター 基礎研究～商品開発
C愛知県岡崎市　名古屋製作所 生産
C愛知県岡崎市　三菱自動車エンジニアリング（株） 自動車および部品の設計、試験
D岐阜県加茂郡坂祝町　パジェロ製造（株） 生産
E京都府京都市　技術センター パワートレイン研究、開発
E京都府京都市　パワートレイン製作所（京都工場） エンジン生産
F滋賀県湖南市　パワートレイン製作所（滋賀工場） エンジン生産
G岡山県倉敷市　水島製作所 生産
全国　関東三菱自動車販売（株）など 自動車の販売
全国　三菱自動車部品販売（株）など 自動車部品の販売

2米国 Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) 生産
3米国 Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) 北米での自動車の販売
4オーストラリア Mitsubishi Motors Australia Ltd. (MMAL) 販売
5タイ Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. (MMTh) 生産・販売
6オランダ Netherlands Car B.V. (NedCar) 生産
7オランダ Mitsubishi Motors Europe B.V. (MME) 欧州での自動車の販売

（2010年3月31日現在）
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単体 連結
売上高 11,488億円 14,456億円
営業利益（損失） （283億円） 139億円
経常利益（損失） （261億円） 130億円
当期純利益（損失） （357億円） 48億円
総資産 9,669億円 12,587億円
株主資本 1,118億円 3,240億円
車両売上台数 608千台 805千台
［小売台数］ ̶ 960千台
社員数 12,831人 31,003人

詳しくは、当社のアニュアルレポート2010（2010年9月発行予定）や平成21
年度有価証券報告書をご参照ください。

（　）はマイナス

■ 会社概要（2010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：657,355百万円

発行済み普通株式数：5,538,394,433株（含む優先株式）

ホームページアドレス
Web http://www.mitsubishi-motors.co.jp/

■ 三菱自動車グループ（2010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

57社および持分法適用子会社4社、持分法適用関連会社

22社（2010年3月31日現在）で構成され、乗用車および

その部品の開発、生産、販売、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。

■ 2009年度の業績
　当社の2009年度決算（連結ベース）は、売上高は年度

前半の販売台数の落ち込みが大きく、これに為替の円高

影響なども加わり、前年度比5,280億円の減収となる1兆

4,456億円となりました。

　営業損益は、販売台数減少、為替円高影響などの減益

要因はあったものの、販売費・労務費等の費用削減努力な

どの改善効果により、前年度を100億円上回る139億円

の黒字となりました。

　経常損益は、前年度比279億円増となる130億円の利

益、当期損益は、同597億円増となる48億円の利益をそ

れぞれ計上しました。
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■ 「社会・環境報告書2010」についてのご意見をいただきました

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。環境ビジネスウィメン代表。
総合科学技術会議専門委員、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
委員多数

崎田 裕子 氏

■地球規模の変革をもたらすEVの可能性
　世界経済混乱の影響がまだまだ深刻な中、持続可能な

社会の実現を目指して、環境・エネルギー技術が経済を牽

引する成長戦略の実現が急務となっています。

　このような変革を牽引する技術開発を着実に推進して、

2009年7月に世界に先駆けてEV（電気自動車）の量産販

売を開始し、着実に普及に努めておられる企業姿勢は素晴

らしいと考えます。特筆すべきは、地球温暖化対策とエネ

ルギー安定供給に向けた自動車市場の変革だけでなく、

次世代型バッテリー開発や急速充電設備の設置、電源の

ゼロエミッション化など、エネルギーをはじめ社会インフ

ラ、ライフスタイル変革につながる、大きな舵を切った点

です。

　「トップメッセージ」からも、社会的使命を受けとめ、地球

規模の変革を目指す航海に乗り出した心意気が伝わります。

■世界のくらし・地域に根ざした信頼の醸成
　「特集」では、2009年7月から2010年3月までに地方自

治体や官公庁、法人に納品された1,400台と、海外政府な

どでの200台の『 i-MiEV』活用状況が紹介され、観光地で

のタクシーやレンタカー、カーシェアリングなど、新しい地

域システムとつながる積極的な活用例が示されています。

　急速に社会の高齢化が進む中で、高齢の方が元気に暮

らすための郊外地域のコミュニティ交通など、グリーンイ

ノベーションとライフイノベーションの融合するまちづく

りの重要性も高まっており、EV活用の多様な可能性を今

後も伝えていただきたいと考えます。

　なお、充電方式の国際標準化を目指して、国内関連企業・

団体が「CHAdeMO協議会」を設立したとのこと。2010

年4月から『 i-MiEV』は一般販売も開始しており、これま

で多かった公的な充電スタンドだけでなく、スーパーや映

画館、駐車スペースなど暮らしに根ざした場所への普及に

努め、国際標準化の追い風としていただきたいと願います。

　「第2・第3特集」では、働きやすい職場づくりや企業の

市民活動が紹介されています。グローバル企業としての

信頼醸成や社員の士気向上のためには重要な情報であり、

特にワークライフバランスや海外人材、障がいのある方の

雇用などを紹介したのは重要な視点と考えます。また

「CSRへの取り組み」や「社会への取り組み」の中で、新た

に女性役職者数の推移や海外拠点での地域貢献活動など

の情報整備を進め、公開しておられることを評価します。

■低炭素化・循環型社会・生物多様性への配慮を
　「環境への取り組み」では、2020年のCO2排出量削減目

標として、「2005年比商品で50%、生産で20%」を掲げた

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」の進捗状況を示

しています。生産工場のCO2排出量削減も順調ですが、

販売減の影響もあると考えられ、今後も実質的な削減に努

めていただきたい。また「環境行動計画2010」全体の進

捗も順調ですが、社内教育と全社一体でのISO14001認

証取得は、目標の2010年度内に実施されることを願って

います。特に全社一体認証化は、各部署の環境配慮行動が

円滑に進むと期待されます。

　最後に、持続可能な社会の実現は、低炭素化、資源循環、

自然共生の連携実施が重要です。生物多様性年であり、

生物多様性条約締約国会議「COP10」が日本で開催され

る2010年に「生物多様性保全 基本方針」を策定されたこ

とを高く評価します。内容を深めるのはこれからですので、

例えばグリーン調達に資源供給地の自然やくらしに配慮す

る項目を加えるなど、一歩ずつ具体化し、グローバル企業

としての信頼をより醸成していただきたいと考えます。

ご意見を受けて
　2009年度は、6月に「環境ビジョン2020」を公表、7月

より新世代電気自動車『ｉ-MiEV』の販売を開始するなど、

環境先進企業の一員として大きな一歩を踏み出すことが

できました。2010年度は、この「環境ビジョン2020」の

実現に向けて、中間年の2015年に目指すべき目標を定

め、その実現のための施策を検討・策定します。

　ご指摘いただいた「生物多様性保全 基本方針」につい

ては、今後、当社の全事業を対象に具体的な取り組み内

容を策定していきますが、その進捗状況は順次、当報告

書などで情報を公開していきます。

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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■ 三菱自動車 社会・環境報告書2010　アンケートについて
　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Web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Web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 三枝俊民
 CSR推進本部 お客様関連部 藤倉佳子
 管理本部 人事労政部 藤野利明
 品質統括本部 品質企画部 田中耕一郎
 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 CS推進室 高橋弘美
 開発本部 技術管理部 石本英文
 生産技術本部 生産技術管理部 奥山浩志／家重真志

事務局 CSR推進本部 環境技術部 橋本昌憲／渡邊学／斎藤麗子／添田悠子
 CSR推進本部 コンプライアンス部 武田知朗
 CSR推進本部 社会貢献推進室 松井貴子
 経営企画本部 広報部 中川一夫／松村正博／安原美智

社会・環境報告書 2010 編集委員会

■ Webサイトのご紹介
　当社のWeb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
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/social/index.html

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

ポータルサイト http://www.ev-life.com/

その他の情報公開について
　当社のWeb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。

社会・環境報告書 PDF版 http://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/social/report/index.html

アニュアルレポート PDF版 http://www.mitsubishi-motors.com/publish/ir_jp/library/anual.html

ファクトブック PDF版 http://www.mitsubishi-motors.com/publish/ir_jp/library/fact.html

企業情報 http://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/aboutus/index.html

投資家情報 http://www.mitsubishi-motors.com/publish/ir_jp/index.html

プレスリリース http://www.mitsubishi-motors.com/publish/pressrelease_jp/index.html



［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。
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