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CSR委員会
（委員長：執行役CEO）

環境ワーキンググループ
● 長期ビジョンの検討
● 中期行動計画の策定 など

環境

環境マネジメント

三菱自動車は、環境への取り組みを確実かつ効率的に
推進するため、環境マネジメントの体制を構築しています。

社員への教育・啓発活動や、関係会社の環境マネジメン
トシステムの認証取得の推進など、グループ一体となって
環境への取り組みを推進しています。

また、当社は展示会やイベントへの参加を通じて当社の
取り組みを発信しており、様々なステークホルダーの皆様
からのご意見を頂く機会を大切にしています。

当社は、1993年以降、社長および各業務の担当役員が
出席する「環境会議」を開催してきました。2017年度から
は、執行役CEOを委員長とする「CSR委員会」を開催してお
り、環境を当社のCSR重要課題の一つと位置づけ、当社の
環境に関する方針や目標などを審議するとともに、環境行
動計画の進捗状況や実績を確認しています。その中でも
特に重要な事項については、取締役会に報告することとし
ています。

CSR委員会の傘下には、環境ワーキンググループを設け
ており、環境長期ビジョンの検討などを推進しています。

取締役会

経営会議
報告

審議・報告

審議・報告

◆ マネジメント対象会社（23社）

生産関係会社

非生産関係会社

国 会社名

日本 パジェロ製造株式会社
水菱プラスチック株式会社

タイ

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）
エムエムティエイチ・エンジン・カンパニー・
リミテッド（MEC）

フィリピン

ミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・
コーポレーション（MMPC）
エイシアン・トランスミッション・
コーポレーション（ATC）

インドネシア ピーティー・ミツビシ・モーターズ・クラマ・
ユダ・インドネシア（MMKI）

中国 広汽三菱汽車有限公司（GMMC）

国 会社名

日本

三菱自動車エンジニアリング株式会社 
三菱自動車ロジテクノ株式会社 
東関東MMC部品販売株式会社 
北海道三菱自動車販売株式会社 
東日本三菱自動車販売株式会社 
中部三菱自動車販売株式会社 
西日本三菱自動車販売株式会社

アメリカ

ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク
（MMNA） 
ミツビシ・モーターズ・アールアンドディー・
オブ・アメリカ・インク（MRDA）

プエルトリコ ミツビシ・モーター・セールス・オブ・
カリビアン・インク（MMSC）

オランダ ミツビシ・モーターズ・ヨーロッパ・ビー・ブイ
（MME）

ドイツ ミツビシ・モーター・アールアンドディー・
ヨーロッパ・ジーエムビーエイチ（MRDE）

U.A.E.
ミツビシ・モータース・ミドルイースト・アンド・
アフリカ・エフゼットイー（MMMEA）

オーストラリア ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド
（MMAL）

ニュージーランド ミツビシ・モーターズ・ニュージーランド・
リミテッド（MMNZ）

取り組み体制
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環境

環境マネジメント

※： 中堅・中小事業者向けの環境経営システムとして、環境省が策定したガイドラ
インにもとづく認証・登録制度。

三菱自動車は、2010年度からI SO14001の全社統
合 認 証を取 得しており、国内 外の主 要 関 係 会 社でも
ISO14001の認証を取得しています。また、国内の販売会
社ではエコアクション21（※）の認証取得を推進しており、
2018年度までに26社が認証を取得しています。

三菱自動車は、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、環境保全に向けた当社の方針や取り
組み状況、課題について様々な環境教育プログラムを実
施しています。社員に対する環境教育や啓発活動を行うこ
とで、環境問題と当社の事業活動の関係や、当社が果たす
べき社会的責任についての理解促進を図っています。

また、岡崎地区で実施しているエンジニア向け研修では、
プログラムの一つとして「環境対応の動向と当社の状況講
座」を開催し、環境対応の重要性を参加者と共有しました。開発

三菱自動車エンジニアリング（株）
生産

パジェロ製造（株）
水菱プラスチック（株）
ミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・コーポレーション（MMPC）
エイシアン・トランスミッション・コーポレーション（ATC）
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）
エムエムティエイチ・エンジン・カンパニー・リミテッド（MEC）
ピーティー・ミツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・インドネシア（MMKI）

物流・アフターセールス
三菱自動車ロジテクノ（株）

ISO14001

環境マネジメントシステムの構築 環境教育・啓発

環境問題について社員自らが考える機会を提供す
るため、2017年度に引き続き、本社および岡崎地区で
環境映画上映会を開催しました。参加した社員からは、

「環境問題を考える良いきっかけになった」、「小さな
ことでも環境にどのような影響を及ぼすかを考えて行
動していきたい」などの反響がありました。

環境映画上映会

上映会の様子（本社）

当社は、環境省主催のライトダウンキャンペーンに
賛同し、ライトアップ施設や照明を消すように呼びかけ
る運動を実施しました。

夏至の日と、七夕の日の夜に当社の主要事業所で消
灯を呼びかけ、消費電力の低減に努めました。

ライトダウンキャンペーン
（地球温暖化対策）

消灯前/消灯後の本社ショールーム

2019年9月1日時点
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環境

環境マネジメント
外部との環境コミュニケーション

2018年12月、当社は（一社）産業環境管理協会と
日本経済新聞社が主催する日本最大級の環境・エネ
ルギーの総合展示会「エコプロ2018 SDGs時代の環
境と社会、そして未来へ」に出展しました。『アウトラン
ダーPHEV』の展示のほか、SDGsの実現に向けた当社
の取り組みを分かりやすく来場者に紹介し、アンケート
を通じて約1,700人の方からご意見を頂きました。

「エコプロ2018 SDGs時代の環境と
社会、そして未来へ」への出展

当社ブースの様子

三菱自動車は、ステークホルダーの皆様から信頼してい
ただける企業であり続けるため、環境への取り組みをウェブ
サイトなどで公開しています。

また、展示会・イベントでも、当社の取り組みについてパ
ネルなどを用いて分かりやすく紹介しています。当社ブー
スを訪問された皆様の声に耳を傾け、頂いたご意見は当社
の今後の方針や取り組みに反映していきます。

展示会・イベントに積極的に参加し、電動車の技術を中
心とした当社の環境への取り組みを広く知っていただくと
ともに、様々な方のご意見を伺い、取り組みに活かしてい
ます。

展示会・イベントでの取り組みの発信

環境ウェブサイト
WEB   https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/environment/

当社は、2018年9月から10月にかけて神戸コンベン
ションセンターで開催された日本自動車研究所主催の

「EVS 31」に出展し、『アウトランダーPHEV』に搭載
された特長技術や、クルマを電力インフラの一部にす
る技術「V2X（※）」を紹介しました。

第31回国際電気自動車シンポジウム・
展示会「EVS 31」への出展

当社ブースの様子

※：Vehicle to Xの略称。

TOPICS

TOPICS

当社の環境への取り組みについて広く知っていただくた
め、ウェブサイトやサステナビリティレポートを通じて、取
り組みの考え方や内容について情報公開しています。

ウェブサイト・サステナビリティレポート
による環境情報の公開
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環境

環境マネジメント

2018年度に発売した『エクリプス クロス』のライフ
サイクルCO2排出量について把握しました。

生産段階が約25%、燃料製造を含む使用段階が約
70%でした。

今後も新型車のライフサイクルCO2排出量を把握
し、環境負荷の低減に努めていきます。

『エクリプス クロス』のLCA結果

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 素材製造　  車両製造　  輸送　  使用（11万km走行）
 廃車処理

LCA（ライフサイクルアセスメント）の取り組み
LCA（ライフサイクルアセスメント）とは、部品や製品の

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
量化し評価する手法です。

クルマの場合、一般的に、部品や素材にかかわる資源の
採掘、素材製造、部品製造、車両組立、燃料製造、走行、廃
車処理、その他の工程を対象に、それぞれで発生するCO2

やその他の環境項目の量を集計して評価します。
三菱自動車は、この手法で部品や製品のライフサイクル

CO2排出量を把握し、製品開発に活用することで、ライフサ
イクル全体で環境負荷のより少ない製品を生み出すことを
目指しています。

環境対応の先行開発部品や電動車、新型車などにLCA

を実施し、ライフサイクルCO2排出量について、従来型の部
品や車両と比較しています。開発の方向性の検討、製品の
開発の狙いが達成できたかの確認などに活用しています。

LCAの活用

LCA対象例（実施例） 主な目的

部品・技術 樹脂を使用したボディ
部品 軽量化効果の確認

車両
アウトランダーPHEV

ベースのガソリン車から
の改善効果の把握
要素部品の影響の把握

エクリプス クロス、
トライトン

従来型車または同クラ
ス車などとの比較
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◆ 『エクリプス クロス』のライフサイクルCO2排出量の内訳
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環境

環境マネジメント
環境規制遵守、事故・苦情対応

三菱自動車は、公害防止関係の法令などの環境規制に
対して、過去に発生した違反事案を教訓に、規制の遵守を
徹底しています。

また、近隣住民からの苦情については、状況を調査し確
認した上で、真摯に対応するよう努めています。

環境法令などの違反、環境事故、苦情が発生した場合、
発生部署は、その内容、処置などを明確にした「法的不適
合報告書」をコンプライアンス部署へ提出し、適切な対策
を講じています。さらに、再発防止のため、業務プロセスの
改善、監視体制の強化、社員の意識付けの強化に取り組ん
でいます。

環境事故または環境法令違反による罰金、措置命令など
を受けた事案はありません。

京都工場において、溶解炉から発生する大気汚染物質中
の、ふっ素化合物に関する測定値の一部が京都府条例の
規制値を一時的に上回りました。発見後、速やかに施設を
停止して対策措置を行い、官公庁からの指示にもとづく要
領で再測定した結果、測定値が規制値以内であることを確
認しました。

また、その他の部門において、フロン排出抑制法の対象
設備の管理、定期点検実施に関する不備を発見し、速やか

な是正を実施しました。
苦情については、臭気および構内の工事に伴う騒音に関

するものが3件ありました。すべて速やかに対策を講じ、状
況が改善されたことを確認しています。

2018年度の状況
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