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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
製品における取り組み

近年、世界中で熱波や干ばつ、大雨による洪水などの極
端な気象現象による災害が相次いで発生しています。これ
らの極端現象をもたらしているのが気候変動であり、地球
温暖化が主な原因とされています。

クルマは、地球温暖化の原因となるCO2をライフサイク
ルを通じて排出します。三菱自動車は、優先して取り組む
べき重要課題として「気候変動・エネルギー問題への対
応」を特定しました。開発・生産・物流・オフィスなど事業活
動全体でエネルギー使用量およびCO2排出量を低減させ
るため、電動化や燃費向上技術の開発、生産工程における
省エネ機器の導入、オフィスや販売店での再生可能エネル
ギーの導入など、様々な取り組みを推進しています。

三菱自動車は、「i-MiEV」などの電動車に採用している電
動化技術を、気候変動・エネルギー問題への対応などの環
境配慮における当社のコア技術と位置付け、重点的に開発
を進めています。今後期待されるバッテリーの性能向上や
モーターの効率向上を活かした製品開発に向けて技術開
発に取り組んでいます。

電気自動車は、電気とモーターで走行するため、走行中
にCO2などの排出ガスを一切出さないクルマです。

当社は 、世 界で初めて量 産 型の電 気自動 車として
『i-MiEV』を開発、2009年に市場投入し、改良を重ねなが
ら現在も販売しています。『i-MiEV』は、その高い環境性能
だけでなく、発進時から最大トルクを発生させる「加速性
能」、モーター走行による「静粛性」、バッテリーの床下搭載
による「安定性」など、従来のガソリン車よりも高いパフォー
マンスを有しています。その技術は、プラグインハイブリッ
ド車など、次世代の電動車の基礎となっています。

電動化技術の開発
電気自動車

Alliance Internal

エネルギー多様化
(脱石油・省資源)

・リサイクル
技術

・バイオ燃料
対応

・触媒技術
・排出ガスのクリーン化
・有害物質の使用削減

環境汚染防止 地球温暖化防止

・クリーンディーゼル

・アシストバッテリー・可変動弁系
エンジン
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
製品における取り組み

プラグインハイブリッド車は、駆動用バッテリーに充電し
た電気とモーターで走行し、残量が少なくなるとエンジン
で発電して走行します。航続走行距離の心配が無く、電気
自動車特有の「力強い走行性能」「高い静粛性」「走行安定
性」を兼ね備えたクルマです。

当社は、2013年に『アウトランダーPHEV』を発売しま
した。搭載している電気自動車派生型のプラグインハイブ
リッドEVシステムは、通常の低・中速走行時には主に駆動
用バッテリーの電力により走行しますが、バッテリー残量が
低下すると、エンジンで発電してモーターとバッテリーに電
力を供給しながら走行します。さらに高速走行時には、エン
ジンの駆動力で走行し、モーターがアシストしながら走行
します。このように走行状況に合わせて自動的に走行モー
ドを変更します。CO2排出量は従来のガソリン車と比較して
低く、高い環境性能を発揮します。

プラグインハイブリッド車

当社は、日本郵便株式会社（以下、日本郵便）に、集
配用車両として軽商用電気自動車『ミニキャブ・ミー
ブ バン』計1,200台を、2019年から順次納入します。
『ミニキャブ・ミーブ バン』は、『i-MiEV』で実績のあ

る駆動用バッテリー、モーター等を搭載した軽商用電
気自動車です。電気自動車ならではの高い環境性能
をはじめ、動力性能、静粛性、快適性などに優れていま
す。充電走行距離と積載性を両立し、集配業務に有効
利用できます。CO2などの排出ガスを全く排出しないゼ
ロエミッション車の活用により、温室効果ガス排出量
の削減を目指す日本郵便の環境マネジメントの推進
に貢献します。

『アウトランダーP H E V』のグローバル販売台数
が、累計で20万台を達成しました。『アウトランダー
PHEV』は2013年に日本で発売開始以来、これまで世
界50ヶ国以上で販売されており、世界で最も販売実
績のあるプラグインハイブリッド車となっています。ま
た欧州では、プラグインハイブリッドカテゴリーの中
で、2015年から4年連続で販売台数トップ（※）となっ
ています。

2018年に発売開始した現行型（日本および欧州仕
様）は、バッテリー容量、バッテリー出力、リヤモーター
出力を向上させるなど、PHEVシステムの主要構成
部分の約9割を改良することで、EV航続距離を65km

（JC08モード）/57.6km（WLTCモード）まで伸長し
ました。

日本郵便の集配用車両に、
当社の電気自動車を納入

『アウトランダーPHEV』の累計販売台数
20万台達成

※：JATO Dynamics Limited調べ。
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
製品における取り組み

電気自動車やプラグインハイブリッド車の大容量バッテ
リーから電気を取り出せる給電機能を開発しています。給
電機能は、気候変動やエネルギー問題、さらには災害時に
も活用できるものと考えています。

クルマと家庭の電源系を接続するV2H（※）への対応によ
り、クルマをエネルギーマネジメントや停電時の予備電源
に役立てることが可能です。さらに災害時には、非常用電源
として利用することが可能です。『アウトランダーPHEV』の
場合、エンジンでの発電を併用することで一般家庭の最大
10日分の電力を利用可能です。

電動車の給電機能

「第89回ジュネーブ国際モーターショーに電動車の新
しい価値を実現する新たなサービス「電動 DRIVE HOUSE

（DDH）」をデモンストレーション展示しました。DDHは、
電動車、V2H機器、太陽光パネル、家庭用蓄電池をパッ
ケージ化し、販売・設置からアフターメンテナンスまでを
一括して提供するサービスです。2019年より、日本をは
じめ、欧州などで開始する予定です。電気代の節約や緊
急時の非常用電源としての利便性など、様々なメリットを
創出します。

●  太陽光パネルで発電した余剰電力を電動車及び家庭用
蓄電池へ充電し、夜間では電動車及び家庭用蓄電池か
ら家庭へ電力供給をすることで電気代を節約できます。

●  太陽光パネルで発電したクリーンな電力を家庭や電動
車で使用することで、低炭素社会の実現に貢献します。

●  緊急時にも太陽光パネルで発電、また電動車および家
庭用蓄電池から家庭へ電力供給ができます。

「電動DRIVE HOUSE」を2019年より開始

電動DRIVE HOUSE

※：Vehicle to Homeの略称。

WEB   https://www.mitsubish i-motors.com/jp/ innovat ion/
motorshow/2019/gms2019/dendo
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
製品における取り組み

当社は、各国政府や異業種と電動車の普及に向けた取り
組みを進めています。

電動化技術の普及に向けた社外との連携

2018年3月、コスタリカ政府の環境の持続可能性の
促進並びに低炭素社会の実現に向けた取り組みの一
助として、日本政府とコスタリカ政府間での次世代自
動車の供給に関するODA（政府開発援助）供与合意に
もとづき、『アウトランダーPHEV』と『i-MIEV』計49台
を納車しました。

コスタリカ政府向けに電動車を納車

当社は、経済産業省が公募・採択した「平成30年度
V2Gアグリゲーター事業」に、岡崎製作所従業員用駐
車場を実証サイトとして提供し、取り組みました。

再エネ電源普及拡大への対処など、電力需給には
さらなる安定化が求められています。当社はV2Gを実
現することが、電動車の価値を高め気候変動・エネル
ギー問題への対応につながると考えています。

電動車を活用したV2G（※1）実証事業を実施

※1： Vehicle to Gridの略称。大量の電動車の蓄電池の電力を、ITを駆使
して、電力系統との間で双方向の電力需給調整に活用する仕組み。

燃料をいかに無駄なく燃やすか、吸気抵抗やしゅう動部
分の摩擦をいかに減らすかなど、エンジンの燃費向上技術
の開発を進めています。

新「MIVEC」は、低燃費を追求した可変バルブタイミン
グ機構です。吸気バルブリフトを運転条件に合わせ連続的
に変化させ、吸気抵抗を抑制することで、吸入時のエネル
ギー損失が低減するため、燃費向上に効果があります。

「AS&G」は、停止・発進に合わせて、自動的にエンジンを
ストップ・スタートさせるアイドリングストップ機能です。
停車中に燃料を消費しないため、燃費向上に大きな効果
があります。また、コーストストップ機能付「AS&G」は、減速
時からエンジンを停止させます。

エンジンでの取り組み

燃費向上技術の開発

可変バルブタイミング機構　「MIVEC（※2）」

アイドリングストップ　「AS&G（※3）」

TOPICS

TOPICS

※2：Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control Systemの略称。

※3：Auto Stop & Goの略称。
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
製品における取り組み

『デリカD:5』
2019年2月に発売した新型『デリカD:5』は、2.2Lコ

モンレール式DI�Dクリーンディーゼルターボエンジン
を搭載しています。フリクションの大幅低減、次世代燃
料インジェクターの搭載など、エンジンを構成する主要
機構部品の約5割を改良し、燃費を向上させています。

『eKワゴン』『eKクロス』
2019年3月に発売した新型軽自動車『eKワゴン』およ

び『eKクロス』は、低フリクション化や高圧縮比化した新
型エンジン、高効率オイルポンプと低フリクションベルト
を採用した新型CVTにより、燃費を向上させています。
『eKクロス』はHYBRIDシステムを採用し、エンジン

とモーターの連携によって燃費を向上させています。
さらに、車速が約13km/h以下になるとエンジンを停
止させるオートストップ＆ゴー「AS&G」（コーストス
トップ機能付）を採用しています。

燃費向上技術の展開 燃費向上には、エンジン以外の工夫も重要です。軽量化
や空力の改善のほか、様々な車体での技術開発を進めてい
ます。

CVTは、プーリー径を無段階コントロールして変速比を
変える動力伝達機構です。

アクセル開度情報をもとに、走行状況に応じた駆動力
を、エンジンとCVTの最適効率点で得られるよう制御するこ
とにより、燃費向上を図っています。

減速時の発電によってバッテリーを集中充電することに
より、アイドリング・加速・クルーズなどの走行条件下での
発電を抑制する技術です。充電・発電にともなうエンジン負
荷を軽減することにより、燃費向上を図っています。

お客様によるエコドライブをサポートするため、装備を
拡大しています。コンビネーションメータ内やセンターイン
フォメーションディスプレイ内に、エコランプや燃費計など
のエコドライブ支援表示を装備しています。

車体での取り組み

CVT
Continuously Variable Transmission

減速エネルギー回生（発電制御）

エコドライブ支援

エコドライブ支援の表示例

TOPICS

環境CSRマネジメント トップ
コミットメント

CSR重要課題への
コミットメント 社会 ガバナンス

GRIスタンダード対照表
／SDGs対照表 第三者意見 編集方針

パフォーマンス報告



39三菱自動車 サステナビリティレポート2019

環境

気候変動・エネルギー問題への対応
製品における取り組み 生産での取り組み

『エクリプス クロス』の開発にあたり、燃費向上のた
めの空力性能とスタイリッシュなエクステリアやSUV
としての優れた視界や居住性を高次元で両立させる
ため、実車相当の詳細なモデルを用いたコンピュータ
シミュレーションと風洞試験で、車体周囲の空気の流
れを分析し、各部位で最適化を図りました。

水島製作所の鋳造工場では、溶解炉の設備更新時
に、高周波誘導炉に切り替えました。

高周波誘導炉は、電気を磁気に変換し材料を直接
溶融するため、従来の溶解炉よりも熱損失が小さく、
電力使用量およびCO2排出量の低減につながってい
ます。

『エクリプス クロス』のエアロダイナミクス 高周波誘導炉の導入

岡崎製作所や水島製作所の塗装工場では、水性3WET

塗装工法を採用し、従来は乾燥炉を2回通過させていたも
のを1回にすることで、CO2排出量を低減しています。

岡崎製作所では、大型水管ボイラーから小型貫流ボイ
ラーへ設備を更新し、工場の各工程の稼働状況に合わせて
ボイラーの台数を制御することが可能になり、効率的な蒸
気供給を行えるようになりました。

また、組立工場では、部品の搬送設備や締付工具にエ
アーを供給するコンプレッサーをスクリュー式からターボ
式へ更新し、エアーの吐出効率を向上させました。

生産設備の改善

小型貫流ボイラー

バンパー付近の流れ

車体周囲の流れ

高周波誘導炉（水島製作所）

ターボコンプレッサー

TOPICS TOPICS
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
物流での取り組み

調達部品や製品の輸送の際のCO2排出原単位（kg-CO2/

千t・km）に削減目標を設定し、目標達成に向けた取り組み
を推進しています。

調達物流においては、調達先の近接化を進め輸送距離
を短縮するとともに、輸送荷姿の改善・積載率の向上・輸送
ルートの集約による便数の削減にも取り組んでいます。

そのほかの活動として、鉄道利用率の向上といったモー
ダルシフトに取り組んでおり、取引先の輸送協力会社に対
しエコ車両の導入やエコドライブの推進をお願いしてい
ます。

◆ CO2排出実績の対象物流経路

調達物流

調
達
取
引
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当
社
工
場

物
流
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点（
含
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港
・
駅
）

当
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工
場

港
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車
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販
売
会
社

廃
材
処
理
業
者

車
両
販
売
会
社

部
用
品
販
売
会
社

完成車輸送ほか

完成車

部用品

廃棄物

KD部品

エンジン・
トランスミッション

トラック
トラック

トラック

トラック

トラック

鉄道

鉄道
船舶

トレーラー

トレーラー

トレーラー 三菱自動車は、海外を含めサプライチェーンを通じた
CO2排出量の把握・開示を重視し、その取り組みを推進して
います。

2018年度は、タイの海外工場ミツビシ・モーターズ(タイ
ランド）・カンパニー・リミテッド（MMTh）における、タイ現
地での陸送および海上輸送・航空輸送時のCO2排出量デー
タの収集・実績集計を開始しました。

海外関係会社における
物流CO2実績の把握

完成車輸送の様子（タイ） 海上輸送の様子
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
オフィス・販売店での取り組み

三菱自動車は、再生可能エネルギーや各種省エネ設備
の導入を推進しています。太陽光パネルの設置や、グリー
ン電力証書システム（※1）の活用などを通じて、オフィス
の消費電力の一部は再生可能エネルギーを使用していま
す。また、電気設備や空調設備の省エネルギー化により、
CO2排出量を低減しています。

オフィスでの取り組み

※1： 自然エネルギーにより発電された、再生可能エネルギーとしての電気の環境
付加価値を、証書発行事業者が第三者機関の認証を得て、「グリーン電力証
書」という形で取り引きする仕組み。

日射・熱負荷への配慮
南北面に昼光効率の高い横連窓を採用し、昼光利用効

率を向上させています。2階食堂部分にはトップライトを
設置し、食堂内部へ自然光を導くことにより照明エネル
ギーを低減しています。

※2： 建築物環境配慮計画書を提出することで、愛知県が定めた建物の環
境性能を自己申告により評価する制度。

CASBEEあいち-Sランク達成
室内外環境やサービス性能、使用資源やマテリアルな

ど多項目にわたり環境配慮を実践することで、「CASBEE
あいち（※2）」において、最高評価の「Sランク」を達成しま
した。

電気設備
照明センサー制御、ハイサイドライト・トップライト
による自然光の活用、太陽光発電パネルの設置
など

空調設備

吹抜を利用した自然換気システム、外気冷房、
クールチューブ設置、自然換気窓設置、人感セン
サー付きカセットエアコンの採用、室内CO2濃度に
よる換気風量制御など

その他 節水型器具の採用、低層部屋上の緑化

各種省エネ設備の導入

岡崎地区「開発本館」の取り組み

開発本館

南北：横連窓 2階：トップライト

TOPICS

2018年10月から稼動している開発本館（愛知県岡
崎市）や、2019年1月に移転した本社新オフィス（東京
都港区）で使用する電力は、グリーン電力証書システ
ムの仕組みを活用し、再生可能エネルギーで賄ってい
ます。

グリーン電力証書システムの活用
TOPICS

環境CSRマネジメント トップ
コミットメント

CSR重要課題への
コミットメント 社会 ガバナンス

GRIスタンダード対照表
／SDGs対照表 第三者意見 編集方針

パフォーマンス報告
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環境

気候変動・エネルギー問題への対応
オフィス・販売店での取り組み

国内の販売店では、環境マネジメントシステム 「エコア
クション21」の認証取得を推進しています。認証を取得し
た販売店では、エネルギー使用量低減、廃棄物排出量低
減、水使用量低減、電動車の普及促進などの活動を行って
います。

また、電動車の普及に向けて、電動車の意義と価値を
知っていただくための次世代店舗「電動DRIVE STATION」
の展開を進めています。2018年度までに全国で64店舗を
オープンしました。

販売店での取り組み

大宮店（埼玉県）をさいたま市指定の
「ハイパーエネルギーステーション」として再整備

2018年4月、「電動DRIVE STATION大宮店」を、さいた
ま市が指定する「ハイパーエネルギーステーション」とし
て再整備しました。この整備事業は、さいたま市が国より
地域指定を受けた「次世代自動車・スマートエネルギー
特区」の重点プロジェクトの一つです。リチウムイオン蓄
電池を新たに設置したことで、停電時にも電動車へ電力
を供給できるようになり、災害時に人や物資の運送など
で力を発揮することが期待されます。

二又瀬店 (福岡県)に大容量蓄電池を設置
「電動DRIVE STATION二又瀬店」に、大容量の太陽光

発電パネルと蓄電池を新たに設置し、2018年12月より
運用を開始しました。再生可能エネルギーのみで自給自
足し、災害時には電動車へ電力供給が可能な店舗を実現
することを目的としています。

太陽光発電パネルの容量は、店舗の平均消費電力に相
当する約30kW、蓄電池容量は、一般家庭の約10日分の
電力量に相当する100kWhとしており、最適な容量を検
証するため、各種データを収集しています。

また、将 来 的には電 動 車のリユースバッテリーの
活用も想定しており、蓄電池ユニットには電気自動車

『 i-MiEV』のバッテリーセルを組み込むことが可能な仕
様としています。

「電動DRIVE STATION」における取り組み

太陽光発電パネル

電動DRIVE STATION大宮店

蓄電池ユニット

「電動DRIVE STATION」
WEB   https://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/dendo/index.html

TOPICS

環境CSRマネジメント トップ
コミットメント

CSR重要課題への
コミットメント 社会 ガバナンス

GRIスタンダード対照表
／SDGs対照表 第三者意見 編集方針

パフォーマンス報告

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/dendo/index.html
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/dendo/index.html
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