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環境

取り組み方針
環境に対する基本的な考え方 三菱自動車環境指針

2015年の「持続可能な開発目標（SDGs）」と「パリ協
定」の採択を機に、持続可能な社会を形成するための取り
組みが国レベルで進んでいます。また、CO2排出量に関す
る削減目標の設定を支援する「SBT（※1）」や、企業の再
生可能エネルギー導入を推進する「RE100（※2）」など多
くのイニシアチブが設立され、企業に対しても環境問題の
解決に向けた様々な面からの活動が期待されています。

三菱自動車は、社会問題の解決への貢献と自社の持続
的な成長の両立を目指し、優先して取り組むべきCSRの重
要課題（マテリアリティ）を特定しました。そのうち、環境
については「気候変動・エネルギー問題への対応」、「資源
循環の取り組み」、「サプライチェーンにおけるサステナビ
リティ活動の展開」、「水資源の保全」、「環境汚染の防止」、

「生物多様性の保全」の6つを重要課題として特定してい
ます。当社はこれらの課題に対して、開発、調達、生産、物
流、販売、製品の使用、廃棄まで、事業活動のすべての段
階で取り組みを推進しています。

当社は、環境への取り組みに対する社会からの要求や、
IoT・自動運転技術・シェアリング・電動化などモビリティ社
会の変化を踏まえ、新たな環境ビジョンの検討を進めてい
ます。長期的なあるべき姿を描き、そこからのバックキャス
ティングで中期目標を設定し、環境への取り組みを推進し
ながら、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

三菱自動車は、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や、マネジメント/パフォーマンスの両面において積極的な取り
組みを進めることを宣言しています。

基本指針
地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、

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。

※1：Science Based Targets（科学と整合した目標設定）の略称。
※2：Renewable Energy 100%の略称。事業で使用する電力を100%再生可能エ

ネルギーで調達することを目標に掲げる企業が参加するイニシアチブ。
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環境

取り組み方針
環境ビジョン2020

三菱自動車は、三菱自動車環境指針にもとづき、「三菱
自動車グループ 環境ビジョン2020」を2009年度に策
定しました。このビジョンは低炭素社会の実現に向け、グ
ループ全体の環境に関する中長期的な取り組み方針を定
めたものです。「環境ビジョン2020」では、“EV（※）で先駆
け、「人と地球との共生」を目指す”という取り組み方針の
もと、電気自動車の技術を頂点として、製品の技術開発や
事業活動における環境への取り組みを推進し、お客様や

「環境ビジョン2020」実現のために、「商品・技術」「事
業活動」「社会との協働」の3つの観点から取り組みを推進
しています。

社会とともに、クリーンで豊かな低炭素社会を築くことを
目指しています。

また当社は、世界各国の環境問題の解決や、コネク
ティッドカー、自動運転などの自動車産業が直面している
モビリティの変化を視野に入れて、次期環境ビジョンの策
定に着手しています。
※：電動車の総称。電気自動車およびプラグインハイブリッド車。

「環境ビジョン2020」実現に向けて

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

事業活動
● EVの普及を目指した事業活動を推進 
●  事業活動の分野ごとに環境配慮の基準を設定

し、環境保全活動の水準を向上 

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

取り組み方針
環境行動計画2019

三菱自動車は、中期経営計画「DRIVE FOR GROWTH」の実行期間である2019年度までの環境への取り組み計画をまとめた「環境行動計画2019」を2018年3月に策定しました。新たな
環境課題にも対応できる体制や基盤を強化するとともに、これまで当社が実施してきた取り組みを継続・深化させるため、「環境マネジメントの強化」と「環境課題に対する取り組み」の二つ
を取り組みの柱としています。

「環境行動計画2019」取り組み一覧

① 環境マネジメントの強化

分野 取り組み項目 実施事項（目標年度：2019年度） 2018年度実績 評価

環境
マネジメント

再生可能エネルギー 地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの活用
● 再生可能エネルギーの動向調査を実施
● グリーン電力購入量：402.5万kWh

○

水資源 各生産拠点の水リスクを踏まえた管理の実施 生産拠点での水リスク調査を実施 ○

購買活動での環境配慮 海外工場の取引先へのグリーン調達ガイドライン展開 海外工場の取引先向けのグリーン調達ガイドラインを作成 △
購買取引先の環境マネジメント状況・CO2排出量の把握 CDPサプライチェーンプログラム（気候変動）を通じ取引先の環境マネジメント状況・CO2排出量を把握 ○

販売活動での環境配慮 販売会社へのエコアクション21認証推進 新たに13社が認証を取得 ○
電動車の普及拡大に向けた価値の訴求 新たに36店舗の電動DRIVE STATIONを展開 ○

環境データ管理 環境データ一元管理システムの刷新 新たな環境データシステムを導入 ○
新型車のGHG（※1）排出量のLCA（※2）の実施及び評価手法の信頼性向上 新型車2車種のLCAを実施 ○

※1：Greenhouse Gasの略称。温室効果ガス。　※2：Life Cycle Assessmentの略称。生産から廃棄までの環境負荷を算出して評価する方法。

② 環境課題に対する取り組み

分野 取り組み項目 実施事項（目標年度：2019年度） 2018年度実績 評価

気候変動・
エネルギー
対策

自動車走行時のCO2排出量低減 新車1台あたりの走行時CO2排出量：2010年度比 ▲8% ▲13％ ○
次世代環境配慮車の技術開発 モーター効率改善手法の開発推進 計画通り、開発を推進 ○
生産活動でのCO2排出量低減 生産拠点での生産台数あたりCO2排出量：2005年度比 ▲37% ▲46％ ○
非生産活動でのCO2排出量低減 非生産拠点のCO2排出量原単位：前年度比 ▲1% ▲8.4％ ○
物流活動でのCO2排出量低減 国内物流での輸送量あたりCO2排出量：2010年度比 ▲9% ▲8.8％ ○

資源循環

電動車のリサイクル性向上と
適正処理に向けた技術開発

解体容易化設計の実用化 解体性評価ガイドラインの改訂版を発行 ○
リサイクル性の優れた材料選択 リサイクル性の優れた材料選択を推進 ○
使用済み品の発生量増加に対応したリサイクル体制整備 電動車駆動用バッテリーの共同回収スキームを構築し運用を開始 ○

省資源配慮材料の実用化と採用拡大 省資源部品技術の実用化とリサイクル部材の採用拡大 回収可能部品とリサイクル材の適用候補部品を選定 ○
廃棄物の低減 生産活動での生産台数あたり社外排出量：2005年度比 ▲52% ▲52％ ○

汚染防止 製品含有環境負荷物質のリスク管理体制整備 管理対象物質の確実な管理 法規動向を含め適切な管理を継続 ○
環境負荷物質の低減 生産活動での塗装面積あたりVOC（※3）排出量：35g/m2以下 38g/m2 △

環境保全 生物多様性保全活動の推進
国内拠点の生物調査・保全施策実施 十勝研究所での生物調査を実施 ○
パジェロの森での植林・育林活動 年2回の活動を実施 ○
海外事業拠点での植林活動 フィリピンで32haの植林活動を実施 ○

※3：Volatile Organic Compoundsの略称。揮発性有機化合物。

○：計画通り　△：遅れあり

○：計画通り　△：遅れあり
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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

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
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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

資
源
採
取
〜
素
材
製
造

部
品
製
造
・
車
両
組
立

輸
　
送

燃
　
料
　
製
　
造

走
　
行

保
　
守

廃
　
車
　
処
　
理

◆ 『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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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。

環境CSRマネジメント トップ
コミットメント
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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
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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 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
先

当
社
工
場

物
流
拠
点（
含
む
港
・
駅
）

当
社

工
場

港

港

車
両
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
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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
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環境

資源循環の取り組み
製品における取り組み

資源の消費量は、人口増加や新興国の経済成長などに
より、増加しています。国や業界団体は、自動車のリサイク
ルと適正処理を促進するための様々なイニシアチブを策
定しました。

これらを踏まえ、三菱自動車は、資源の有効利用を重要
な課題と捉え、リサイクル・省資源の取り組みを推進して
います。

当社は、1998年に「三菱自動車リサイクルイニシアティ
ブ」を策定し、リサイクル可能率の向上、鉛の使用量削減、
新型車へのリサイクル材の適用に関する目標を定め、継続
的に取り組んでいます。

生産工場では、環境や資源に配慮する循環型社会の形
成を目指し、資源の有効利用を進めています。工場で発生
する産業廃棄物の再資源化、社外排出量の低減を推進し
ており、すべての工場で埋立処分のゼロ化（※）を達成して
います。

日本や欧州では、自動車リサイクルに関する法制化が進
み、リサイクルに配慮した製品開発が自動車メーカーに義
務付けられています。

当社は、リサイクルだけでなく、リデュース、リユースの
3Rを積極的に取り入れた設計・開発を進めており、1999

年以降、当社独自の「リサイクル設計ガイドライン」にもと
づき、設計構想の段階から3Rを取り入れています。

ワイヤー・ハーネス、モーター類については、「ハーネス
設計ガイドライン」にもとづき、取り外し性・リサイクル性
の向上を図っています。

販売会社では、修理時に生じる廃バンパーを再生して、ス
ペアータイヤカバーやバッテリートレイに採用しています。

2018年度は、開発したすべてのクルマに、「リサイクル
設計ガイドライン」にもとづいた3R設計を積極的に取り入
れました。今後も引き続き、開発の初期段階から3Rに配慮
したクルマづくりを進め、省資源化およびリサイクル容易
化を推進します。

※：埋立処分率0.1%未満。

リサイクルに配慮した設計・開発

2018年度に発売した『デリカD:5』は、外装および内
装にリサイクルが容易な「熱可塑性樹脂」を採用して
います。

『デリカD:5』へのリサイクル部品の採用

エクステリア

インテリア

熱可塑性樹脂の主な採用箇所（グリーン部）

TOPICS
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環境

資源循環の取り組み
製品における取り組み

当社は、使用済自動車の廃棄物が環境に与える影響を
低減するため、使用済自動車のリサイクルを推進していま
す。国内やEUなどでは、各国の自動車リサイクル法にもと
づいてリサイクルを促進しています。今後、アジアの新興国
にも広がりをみせる自動車リサイクル法に逐次対応してい
きます。

日本・欧州・北米において、電気自動車やプラグインハイ
ブリッド車の使用済駆動用バッテリーのリサイクル技術開
発・適正処理を目的として、駆動用バッテリーの回収体制
を構築し運用しています。

EUでは、2000年に発行された廃車指令（※2）にもとづ
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・リサイクルが義務付けられています。また2003年に
は、リサイクル可能率が認証要件となるELV（※3）指令が
施行されました。

当社は、欧州の現地法人であるミツビシ・モーターズ・
ヨーロッパ・ビー・ブイ（MME）を中心に、EU加盟国の実情
に合わせた引き取り・リサイクルの体制を構築しています。

EUでは、新型車の解体情報を解体業者に提供すること
が義務付けられているため、自動車メーカーが共同で設
立した解体情報システム「IDIS（※4）」を利用して、タイム
リーに情報を提供しています。

EUでは、リサイクル可能率95％以上を達成することが自
動車の型式認証要件となっており、本指令の要求事項に適
合させる体制を構築しています。EUで販売する車両は、こ
の体制のもと本指令の要求事項に適合させています。

EUで販売する新型車については、逐次リサイクル可能
率の認証を取得していきます。

2005年に自動車リサイクル法が施行され、当社は使
用済みとなった自動車のシュレッダーダスト（ASR）、エア
バッグ類、フロン類の3品目を引き取り、再資源化を行って
います。

ASRのリサイクルは、ART（※1）に参画し、ASRを共同
処理しています。新規処理施設の開拓などにより、2018

年度のASR再資源化率は97.8%で、2015年以降の法定
基準70%を大幅に上回りました。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。

また、お客様より預託いただいたリサイクル料金を有効
に活用するため、この3品目のリサイクル・適正処理を効率

よく行い、再資源化率の向上を積極的に推進しています。
使用済自動車のリサイクル促進

国内自動車リサイクル法への対応

EUでのリサイクル促進

電動車の駆動用バッテリー回収・リサイクルシステムの
構築・運用

EU自動車リサイクル法への対応

解体情報の提供

EUリサイクル可能率認証指令への対応

※2：使用済自動車に関する欧州議会および閣僚理事会指令。
※3：End - of Life Vehiclesの略称。

※1： 日産自動車株式会社、マツダ株式会社、当社などで設立した自動車破砕残さ
リサイクル促進チーム。

※4：International Dismantling Information Systemの略称。
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環境

資源循環の取り組み
生産での取り組み

廃棄物や有価物（アルミ部品・鉄材などの売却可能な金
属）を当社内で材料として再利用するほか、鋳物廃砂など
の路盤材化、汚泥のセメント原材料化などによる再資源化
を推進しています。

また、生産過程において発生する金属くず、鋳物廃砂の
低減にも取り組んでいます。

KD生産を行う工場への輸送にリターナブルラック（※2）
を採用し、鋼材などの資源使用量を低減しています。

廃棄物の再資源化、発生抑制

KD（ノックダウン）（※1）工場の省資源

※1：部品の状態で輸出し、現地の工場でその部品を使って車を組み立てること。
※2：繰り返し使用できるようにした部品梱包用容器。
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環境

サプライチェーンにおけるサステナビリティ活動の展開（環境）

クルマは、取引先で開発・生産される多種多様な材料・
部品で構成されています。そのため、三菱自動車は、自らの
事業活動のみならず、材料・部品の製造から納入に至るす
べての過程において、環境への影響を低減することが重要
だと考えています。

当社は、「環境への負荷低減に継続的に取り組まれてい
る取引先から、環境負荷の少ない材
料・部品を調達する」との基本的な
考え方に基づき、「グリーン調達ガイ
ドライン」を納入部品や工場資材な
どの取引先すべてに展開するなど、
サプライチェーン全体の環境負荷低
減に努めています。

取引先に対して、環境マネジメントシステムの外部認証
取得・更新、環境負荷物質の管理、3Rの推進、ライフサイ
クル環境負荷把握のためのLCAデータ提出、取引先の事
業活動における環境負荷低減の取り組み、物流に関わる
環境負荷の低減を求めています。

グリーン調達ガイドラインは、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）の取引先にも
展開しています。

2019年度からは、水プログラムにも参加しています。取
引先の状況を継続的に把握することで、サプライチェーン
全体のリスク管理に努めていきます。

当社は、IMDS（International Material Data System）
を通じて、グリーン調達ガイドラインに基づく材料・部品の
環境負荷物質データ等の開示を取引先にお願いしていま
す。取引先には環境負荷物質の管理体制を構築いただいて
います。

これらにより、新型車および継続生産車に使われている
環境負荷物質について、使用規制への適合性を確認する
とともに、使用量の低減を確認しています。

当社の取引先にはグリーン調達ガイドラインの要求事
項をはじめ、様々な取り組みにご協力をいただいていま
す。当社は、取引先の確実な取り組みには継続的なコミュ
ニケーションが重要と考え、取引先に参集いただく「調達
方針説明会」などの場で、環境対応の重要性を説明し、サ
プライチェーン全体で環境負荷低減に取り組めるようコ
ミュニケーションに努めています。

2018年度は、「サプライヤーCSRガイドライン改定説明
会」で、環境をはじめとするCSRの取り組みやCDPサプライ
チェーンプログラムについて説明し、サプライチェーン全
体での環境負荷低減の取り組みについて共有しました。

当社は、「CDP サプライチェーンプログラ
ム」に参加しています。環境NGOのCDPが、企
業の取引先の環境データや戦略・マネジメン
トなどの考え方を、CDP独自のシステムを使
用して収集するプログラムです。

2018年度は、気候変動プログラムに参加し、主要な取
引先約100社に調査を依頼しました。各社の気候変動リ
スクや戦略、マネジメント体制、温室効果ガス排出量など
を収集しました。 サプライヤーCSRガイドライン改定説明会の様子

グリーン調達ガイドライン

グリーン調達ガイドラインの展開

IMDSを通じた材料・
環境負荷物質データの収集

CDP サプライチェーンプログラムへの参加

取引先とのコミュニケーション
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環境

水資源の保全

人口の増加や、気候変動による自然環境の変化により、
水需要の拡大が予想されており、水資源の保全に対する
社会の関心が年々高まってきています。

三菱自動車は、クルマの生産活動において、工業用水、
上水（市水）、地下水などを使用しており、下水道や河川な
どへ排出しています。そのため、当社は主要生産工場のあ
る地域を対象に水リスク評価（※）を実施し、水ストレスの
高い地域にある工場を認識しています。

そのような地域では、事業活動による取水および排水が
周囲の環境に与える影響に配慮することが不可欠です。ま
た、当社の取引先の操業においても水は不可欠であり、バ
リューチェーン全体での水リスク管理の重要性を認識して
います。各国・地域における水資源保全の取り組みとして、
取水量の低減や排水水質のモニタリングなどに努めてい
ます。

生産工程で使用した洗浄水を
予備洗浄に再利用したり、冷却
水や温調用水を循環利用したり
して、取水量の低減に努めてい
ます。岡崎製作所では、雨水貯留
タンクを設置し、雨水の再利用も
行っています。

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）では、排水のリサイクルや雨水の利用によ
り取水量の低減に取り組んでいます。2018年度は、排水
処理場で処理された水のうち、約50%を工場で再利用しま
した。

※： 世界資源研究所が開発した水リスクマップ”Aqueduct”を利用。洪水や干ばつ
などの物理的リスクや排水の規制強化によるリスクなどが事業へ及ぼす影響
を評価するもの。

工場 取水源
（工業用水、上水、地下水） 排水先

岡崎製作所
（愛知県岡崎市） 矢作川 神田支川

→鹿乗川

京都工場
（京都府京都市） 琵琶湖 下水道

滋賀工場
（滋賀県湖南市） 琵琶湖 下水道

水島製作所
（岡山県倉敷市） 高梁川 八間川

→水島港

パジェロ製造(株)
（岐阜県坂祝町） 木曽川 木曽川

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）

ノンプラライ貯水池など 下水道

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）

ジャティルフール湖 下水道

雨水貯留タンク（岡崎製作所）

工業用水排水処理場

取水量の低減

排水の再利用

◆ 各工場の取水源と排水先
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環境

水資源の保全

製作所周辺地域への影響を未然に防ぐため、定期的に
地下水の水質や土壌汚染の調査・確認を行い、有害物質
が敷地外へ拡散していないことを確認しています。汚染を
発見した場合は、ただちに拡散防止策を講じるとともに、
行政へ報告し、地域へ情報を公開しています。

水質の異常を検知するため、工場から公共用水域への
放水口手前に、油膜検知器（※）を設置しています。工場か
らの排水が敷地外の環境に影響を与えないよう、常時監
視しています。

岡崎製作所には、地下水をろ過する設備を設置してお
り、災害発生時には、社員のみでなく工場近隣の方々にも
飲料水を提供できるようにしています。

観測用井戸（岡崎製作所）

地下水膜ろ過設備（岡崎製作所）

総合排水処理施設（岡崎製作所）

油膜検知器（岡崎製作所）

水質汚濁の防止 油膜検知器の設置 地下水膜ろ過設備の設置

※： 油の反射率が水の反射率より大きい性質を利用し、反射率の変化をキャッチし
て油膜の浮遊を検知するもの。
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環境

環境汚染の防止

事業活動により排出される大気汚染物質や化学物質
は、人々の健康や生物多様性に影響を与える可能性があ
ります。

三菱自動車は、持続可能な社会の実現に貢献するうえ
で、環境汚染の防止を当社の重要課題の一つと捉えてい
ます。製品の開発段階では、燃費向上に向けた技術や電動
化技術の開発を進めるとともに、製品に含まれる環境負荷
物質の管理に努めています。生産工程では、法令基準より
も厳しい自主取り組み基準を設定し、工場から排出される
大気汚染物質の低減に努めています。大気汚染物質およ
び化学物質による環境への影響を低減するため、事業活
動全体を通じて環境汚染の防止に取り組んでいます。

製品における取り組み

ガソリン車やディーゼル車は、燃料の燃焼時に大気汚染
の原因となる有害な成分を排出します。

三菱自動車は、電動化技術の開発および電動車の普及
により、有害な成分の排出の低減につなげていきます。

電動化技術の開発

2018年4月、ベトナムのダナン市に『アウトランダー
PHEV』2台、『i-MiEV』2台および急速充電器2台を提
供しました。電動車は、同市や近郊にある世界遺産の
街・ホイアン市など観光地への周遊に活用されます。

ベトナムは、クリーンな空気と緑豊かな都市の実現
に取り組んでおり、ダナン市も2020年までに環境都
市化を目指すとした環境都市計画を2008年に発表し
ています。電動車によるCO2削減効果や観光地におけ
る電動車の効果的な活用について共同研究を行って
いきます。

『アウトランダーPHEV』と『i-MiEV』を
ベトナムのダナン市に提供

TOPICS
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環境

環境汚染の防止
製品における取り組み

ガソリン車やディーゼル車は、走行時にエンジンで燃焼
したガスを排出します。その排出ガスには、大気汚染の原
因となる有害な成分が含まれています。三菱自動車は、排
出ガス中の有害な成分を削減したガソリン車およびディー
ゼル車の開発・普及に努めています。

走行時の排出ガスのクリーン化

ガソリン車に対しては、1960年代以降、一酸化炭素
（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOx）の排出量が規
制され、段階的に規制が強化されています。

当社は、規制導入当初から様々な対策に取り組んできま
した。現在では、電子制御の燃料噴射装置による燃焼のコ
ントロールと、進化した触媒技術により対応しています。

エンジンの全作動範囲において最
適に過給することで、燃費低減やPM

の抑制に寄与します。

高圧燃料ポンプ、高圧燃料を蓄え
るコモンレール（蓄圧容器）、電子制
御インジェクター（燃料噴射装置）
などにより、不完全燃焼によるPMや
NOxの発生を抑制します。

PMの排出量を大幅に低減します。

ディーゼル車に対しては、1970年代以降、日、米、欧な
どの各国で、一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物

（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量が規制されています。
当社は、規制導入当初から燃焼技術の改善などに取

り組んできました。これらの規制に対しては、VGターボ
チャージャーやコモンレール式燃料噴射システムなどによ
る燃焼コントロールと、NOxトラップ触媒、DPF（ディーゼ

ル・パティキュレート・フィルター）など後処理技術をシス
テム化したクリーンディーゼルエンジンを開発して対応し
ています。

ガソリン車での取り組み

ディーゼル車での取り組み

VGターボチャージャー

コモンレール式燃料噴射システム

DPF
（ディーゼル・パティキュレート・
フィルター） 

2019年2月に発売した『デリカD:5』は、大幅改良し
た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。

ディーゼルターボエンジンの排出ガスをクリーンに
浄化する「尿素SCR（※1）システム」を三菱自動車とし
て初採用しました。尿素水溶液であるAdBlue®（※2）
により、窒素酸化物を安定的に浄化します。

新型『デリカD:5』の排出ガスのクリーン化

※1：Selective Catalytic Reductionの略称。選択還元触媒。
※2：AdBlue®は、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標。
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環境

環境汚染の防止
製品における取り組み

当社は、一般社団法人日本自動車工業会の削減目標お
よび欧州のELV指令にもとづき、4物質 (鉛、水銀、カドミ
ウム、六価クロム)の使用低減を推進するとともに、欧州の
リサイクル法となるELV指令をはじめ、化学物質に関する
REACH規則（※）により、各国で環境負荷物質の使用規制
への対応を行っています。現在、4物質などの重金属規制
に加え、VOC（揮発性有機化合物）、臭素系難燃剤など様々
な化学物質への使用が規制されています。近年、欧州と同
様の規制がアジアの新興国にも広がりつつあります。

当社は社内技術標準を設定し、自主的な環境負荷物質
の低減にも取り組んでいます。 当社は、健康的で安心な車内空間を提供するため、車室

内のVOC（Volatile Organic Compounds）を低減してい
ます。

VOCとは、揮発性有機化合物のことで、ホルムアルデヒド
やトルエンなどの常温で揮発しやすい有機化合物を指しま
す。VOCは、目や鼻、のどに刺激を感じるなどの体調不調が生
じる、いわゆるシックハウス症候群の要因とされています。ク
ルマの車室内では、主に内装部材に使われている接着剤や
塗料などから発生します。

一般社団法人日本自動車工業会（以下、自工会）は、2007

年度以降の新型乗用車に対する「車室内VOC 低減に対する
自主取り組み」（以下、自主取り組み）を策定しています。

環境負荷物質の低減

車室内VOC低減

※： Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
の略称。REACH規則は、2007年6月1日に発効した化学物質の総合的な登録、評
価、認可、制限の制度。

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である
IMDS(International Material Data System)を利用して
収集しています。データは、社内システムを通じて海外工場
のミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパニー・リミテッド

（MMTh）を含めグローバルに一元的に管理しており、環境
負荷物質の使用量低減に活用しています。

当社は、車室内VOC低減の取り組みとして、発生源に対す
る低減策と発生したVOCに対する低減策の両方から対策を
進めています。これらにより、2006年1月発売の『i（アイ）』以
降のすべての新型車は、自工会の自主取り組みを満たしてい
ます。

EUにおける化学物質の総合的な登録・評価・認可・低減の
制度であるREACH規則にも取引先のご協力のもと対応して
います。

自主取り組みの詳細は、自工会ウェブサイトをご覧くだ
さい。

IMDSによる材料データ管理

取り組み状況
◆ IMDSを通じたデータ収集の流れ

◆ VOC低減策の例

環境負荷
物質の把握 社内システム

取引先

IMDS

三菱自動車
データ

入力要請 データ入力

データ
ダウンロード

WEB   http://www.jama.or.jp/eco/voc/voc_03.html

センターパネル 表面塗装の有機溶剤を低減

カーペット パイル接着剤のアルデヒド類を低減

シート 生地接着剤の有機溶剤を低減

天井 消臭表皮材によりホルムアルデヒドなどを吸着・
分解

エアコン 脱臭機能付きクリーンエアフィルターでVOCを
低減
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環境

環境汚染の防止
生産での取り組み

大気汚染防止 化学物質管理

車体工場の塗装システムの更新や塗装生産ロット調整
による塗料使用量の低減、使用済みシンナーの回収率向
上などの取り組みにより、車体生産時のVOC排出量を抑制
しています。

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、導入可否を審査しており、リスクの
高い化学物質から重点的に使用抑制に取り組んでいます。

当社は、バーゼル条約で規制されている有害廃棄物の輸
出入を行わないように管理しています。

また、国内での輸送・処理においては、有害物質の暴露が
ないよう適正な輸送・処理に努めています。

PCBは、製造年月日の古いトランスやコンデンサなどに
絶縁油として封入されており、有害性があります。低濃度の
PCBを使用する機器や、PCBを含有する廃棄物は、PCB廃
棄物特別措置法にもとづいて適切に処理を進め、処理期限
までに処分する計画としています。

塗装工程でのNOx排出量を低減するため、熱源として低
NOxボイラーの導入、低NOxバーナーの使用を推進してい
ます。また、その燃料を硫黄分の少ない灯油または都市ガ
スへ切り替えて、SOx排出量も低減しています。

廃棄物焼却炉廃止により、ばいじん・ダイオキシン類の
発生を低減しています。

VOCの排出抑制 PRTR（※2）物質の管理

有害廃棄物の適正管理

PCB含有廃棄物の適正管理
NOx・SOx（※1）の排出量低減

ばいじんの低減

VOC排出抑制のための電着乾燥炉用脱臭装置（岡崎製作所）

※1：NOx：窒素酸化物。 SOx：硫黄酸化物。

※2：Pollutant Release and Transfer Registerの略称。化学物質排出移動量届出。
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環境

生物多様性の保全

国内事業所における生態系調査

クルマの生産には大規模な工場を必要とします。当社の
事業における土地利用が地域の生態系に与える影響を把
握することは、生物多様性保全に取り組む上で重要と考え
ます。

この考えのもと、当社は生物多様性関連のコンサルティ
ング会社の支援を受け、工場など大規模な土地を利用す
る国内事業所での生態系調査を進めています。調査では、
国内事業所の敷地内のみならず、周辺環境の生態系を実
地調査や文献調査から把握することで、地域の生物多様
性と調和した保全施策につなげています。

すべての生きものは様々な関係で複雑につながり合い、
バランスを取りながら生きています。私たち人類の生活は、
この生物多様性による恩恵を受けています。

三菱自動車は、工場建設をはじめとする土地利用や、工
場からの化学物質の排出、製品の使用や事業活動によっ
て排出される温室効果ガスなどにより、生物多様性に直接
的または間接的に影響を与えています。生物多様性による
恩恵を持続的に受けられるよう守っていくことが、当社の
重要な課題と考えています。

当社は、2010年8月に「三菱自動車グループ生物多様性
保全基本方針」を策定し、保全活動を推進しています。

当社の国内事業所で、自然環境保全法および都道府県
条例にもとづく保護地域の内部や隣接地域にあるものは
ありませんが、事業活動が生物多様性に与える影響を把
握するため、順次、生態系調査を行っています。

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、
三菱自動車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
三菱自動車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
三菱自動車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。

三菱自動車グループ
生物多様性保全基本方針

◆ これまでの取り組み拠点

1

滋賀工場

2013 20192015 2017 2018

滋賀工場

岡崎製作所

滋賀工場

岡崎製作所

水島製作所

滋賀工場

岡崎製作所

水島製作所

十勝研究所

京都工場

滋賀工場

岡崎製作所

水島製作所

十勝研究所
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環境

生物多様性の保全

海外における保全活動

海外関係会社であるミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・
コーポレーション（MMPC）とフィリピンの環境天然資源省

（DENR）は、持続可能な統合地域開発（SIAD）の計画に
沿って、2018年3月より共同で植林プロジェクトを開始しま
した。今回のプロジェクトは、特に、気候変動の影響を受け
やすい貧困層や社会から取り残された地域社会に不可欠
な持続可能な開発を実現することを目的としています。

約5年間で、ルソン島において、累計100haの植樹を行う
計画です。

2018年度は、北イロコス州など32haにおいて、コーヒー
やカカオなどの植樹活動を実施しました。

十勝研究所は、十勝平野の中央部に位置する北海
道河東郡音更町にあり、国内最大級の広さのテスト
コースを有します。

2018年5月から、株式会社地域環境計画の支援を
受け、植物、哺乳類、鳥類、昆虫類、水生生物を対象と
した生態系調査を行いました。

調査の結果、841種もの動植物の生息が確認され、
その中には、35種の希少種も含まれます。

耕作地が多くを占める音更町において、丘陵部に位
置する十勝研究所の森は、針葉樹の植林地、落葉広葉
樹林、池や川、草地など多様な環境が混在し、それぞ
れの環境を好む生きものに生息環境を提供しているこ
とが分かりました。

今後は事業所内の緑地の維持管理など、生物多様
性を意識した取り組みを行うことで、周辺地域の自然
環境とのつながりをさらに強化することができると考
えます。

2019年度からは、この調査で把握した課題を踏ま
え、保全施策を実施します。

十勝研究所の生態系調査

鳥類調査の様子 調査で確認されたフクロウ

TOPICS
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環境

生物多様性の保全
生物多様性関連データ

生息地の保護・復元状況（2018年度までの実績）

事業所および周辺における希少種（環境省レッドリスト）の生息状況（2018年度までの状況）

事業所 保護
事業所や周辺地域に自生する植物、生息する生物を保全する取り組み

復元
事業所や周辺地域の生態系を本来の植物や生物が自生・生息する状態に戻す取り組み

滋賀工場 サギソウが生息する「谷津田」の環境保全 様々な昆虫類などの生息環境となるチガヤ群生の復元
京都工場 ― 京都市在来植物であるフタバアオイ、ヒオウギ、フジバカマの植栽

岡崎製作所・技術センター
バードバス設置による鳥類の生育環境の整備

―
テストコース下のカルバート整備による哺乳類などの移動経路の確保

カテゴリー 種数 発見された種
VU （絶滅危惧2類） 3 カスミサンショウウオ、ミズスマシ、ミナミメダカ
NT （準絶滅危惧） 7 サギソウ、ヒメコヌカグサ、ハイタカ、ニホンイシガメ、トノサマガエル、タベサナエ、フタスジサナエ
EN （絶滅危惧1B類） 1 昆虫類 （具体的な種は非公開）

滋賀工場および周辺（調査期間：2013年～2014年）

カテゴリー 種数 発見された種
NT（準絶滅危惧） 2 オオタカ、ハイタカ
DD（情報不足） 1 ヤマトアシナガバチ

岡崎製作所・技術センター（調査期間：2016年）

カテゴリー 種数 発見された種
VU（絶滅危惧2類） 7 オジロワシ、クマゲラ、スナヤツメ北方種、ニホンザリガニ、チドリケマン、エゾムラサキツツジ、カイジンドウ

NT（準絶滅危惧） 12
エゾクロテン、ヨタカ、オオジシギ、オオタカ、テラニシケアリ、ヒョウモンチョウ（北海道・本州北部亜種）、カバ
イロシジミ、モノアラガイ、ケシゲンゴロウ、キベリクロヒメゲンゴロウ、ガムシ、イトモ

EN（絶滅危惧1B類） 2 コガタカワシンジュガイ、エゾハリスゲ
DD（情報不足） 4 エゾシマリス、エゾライチョウ、エゾサンショウウオ、ネグロクサアブ

十勝研究所（調査期間：2018年）

カテゴリー 種数 発見された種
VU（絶滅危惧2類） 1 ハヤブサ

NT（準絶滅危惧） 2
ミサゴ 、ノスリ（ 岡山 県レッド
データブック）

水島製作所（調査期間：2017年）
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環境

環境データ集

製品・事業活動関連データ

製品の燃費・CO2排出量（企業平均）（※1）

事業活動関連データ

単位 2014 2015 2016 2017 2018
日本（燃費）（※2） km/L 19.1 18.4 19.2 18.2 18.3

米国（燃費） 輸入乗用車 mpg 35.2 39.8 41.3 44.6 45.9
小型トラック mpg 33.2 34.4 34.6 34.9 35.8

欧州（CO2排出量） g-CO2/km 115 110 118 118 ― （※3）

中国（燃費） 輸入車 L/100km 8.8 8.4 10.0 12.0 12.0
現地生産車 L/100km 7.7 7.4 7.6 7.5 7.1

※1：各国・地域の当局への届出値を掲載しています。
※2：集計対象は乗用車であり、電気自動車およびプラグインハイブリッド車を含みません。
※3：欧州当局への届出が完了次第、ウェブサイトで公開します。

（年度）

対象拠点：マネジメント対象会社23社
CO2排出係数について
● 「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」にもとづく。
● 海外の電力については、IEA “CO2 Emissions from Fuel Combustion （2018 edition）”から出典。

単位 2014 2015 2016 2017 2018
生産 千t-CO2 523 449 394 477 513
非生産 千t-CO2 75 69 67 63 70

日本 千t-CO2 433 400 363 387 404
アジア 千t-CO2 98 89 91 147 173
その他 千t-CO2 67 29 7 6 6

スコープ1 （直接排出） 千t-CO2 132 110 104 120 132
スコープ2 （間接排出） 千t-CO2 466 408 357 420 451
　（スコープ1+2）合計 千t-CO2 598 518 461 540 583
スコープ3 （サプライチェーン温室
効果ガス排出量） 千t-CO2 eq 34,595 35,711 32,592 38,721 42,580 

　（スコープ1+2+3）合計 千t-CO2 eq 35,193 36,229 33,053 39,261 43,163

（年度）CO2排出量

単位 2014 2015 2016 2017 2018 対象範囲

カテゴリー1 購入した製品・
サービス 千t-CO2 eq 5,907 6,026 5,389 5,855 6,900 連結

（生産のみ）
カテゴリー2 資本財 千t-CO2 eq 137 164 159 297 407 単体

カテゴリー3
スコープ1,2に
含まれない 
燃料エネルギー

千t-CO2 eq 55 44 42 45 21 連結

カテゴリー4 輸送、配送
（上流） 千t-CO2 eq 1,448 1,343 772 1,013 1,278 連結

カテゴリー5 事業活動から
出る廃棄物 千t-CO2 eq 16 12 10 16 19 単体

（生産のみ）
カテゴリー6 出張 千t-CO2 eq 4 4 4 4 4 連結
カテゴリー7 雇用者の通勤 千t-CO2 eq 14 13 13 14 14 連結

カテゴリー8 リース資産
（上流） 千t-CO2 eq ― ― ― ― ― ―

カテゴリー9 輸送、配送
（下流） 千t-CO2 eq ― ― ― ― ― ―

カテゴリー10 販売した製品の
加工 千t-CO2 eq ― ― ― ― ― ―

カテゴリー11 販売した製品の
使用 千t-CO2 eq 26,440 27,475 25,623 30,731 33,199 

全仕向け 
（販売台数
ベース）

カテゴリー12 販売した製品の
廃棄 千t-CO2 eq 570 626 575 741 727 

全仕向け 
（販売台数
ベース）

カテゴリー13 リース資産
（下流） 千t-CO2 eq ― ― ― ― ― ―

カテゴリー14 フランチャイズ 千t-CO2 eq 4 4 5 5 12 国内の販売
会社の一部

カテゴリー15 投資 千t-CO2 eq ― ― ― ― ― ―

（年度）スコープ3内訳（2018年度実績）
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環境

環境データ集

対象拠点：マネジメント対象会社23社
※：10の15乗ジュール。　単位発熱量：「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」から引用。

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総量 PJ（※） 11.9 10.4 8.3 9.7 10.6
　生産 PJ 10.5 9.1 7.0 8.2 8.9
　非生産 PJ 1.4 1.3 1.3 1.5 1.7
　日本 PJ 7.4 6.9 6.5 6.9 7.2
　アジア PJ 3.00 2.8 1.6 2.4 2.9
　その他 PJ 1.5 0.7 0.2 0.4 0.5

（年度）エネルギー使用量（1次・2次エネルギー）

対象拠点：マネジメント対象会社23社　算定方法：使用燃料の硫黄分の重量を算定し、SO2に換算。

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総排出量 t 177 185 193 195 219

（年度）硫黄酸化物 対象拠点：岡崎製作所、水島製作所、京都製作所

単位 2014 2015 2016 2017 2018
鉄・アルミ 千t 172 158 137 143 154
樹脂類 千t 2.3 2.9 3.0 3.0 2.5

（年度）原材料使用量

対象拠点：マネジメント対象会社23社　算定方法：燃料使用量を環境省「環境活動評価プログラム」の排出係数にて換算。

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総排出量 t 107 93 89 92 87

（年度）窒素酸化物

対象拠点：岡崎製作所、水島製作所、京都製作所、パジェロ製造株式会社、水菱プラスチック株式会社

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総排出量 t 2,013 2,151 2,166 1,882 2,354 

（年度）VOC（揮発性有機化合物）

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総量 千t 161 162 150 162 187
　生産 千t 151 153 141 148 176
　非生産 千t 10 9 9 14 11

対象拠点：マネジメント対象会社23社

（年度）廃棄物発生量

単位 2014 2015 2016 2017 2018
発生総量 千t 125 111 93 99 104
　社外排出 千t 48 52 47 48 56
　社内再利用分 千t 77 59 46 51 48

（年度）廃棄物の発生・社外への排出状況（当社単体）

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総量 千m3 5,739 5,452 5,606 6,727 6,211
　生産 千m3 5,398 5,184 5,295 6,343 5,901
　非生産 千m3 341 268 311 384 310
　上水 千m3 895 652 428 1,150 878
　工業用水 千m3 3,324 3,232 3,505 3,602 3,412
　地下水 千m3 1,520 1,568 1,673 1,975 1,921

対象拠点：マネジメント対象会社23社
● 集計に誤りがあったため、遡って修正しています。
●  MMKIでは、排水の一部をリサイクル・再利用しています。2018年度は、約306千m3をリサイクル利用しました（当社グループ全体
の取水量の約2%）。

（年度）取水量

単位 2014 2015 2016 2017 2018
総量 千m3 3,497 4,170 3,977 4,577 4,504
　生産 千m3 3,156 3,902 3,666 4,193 4,194
　非生産 千m3 341 268 311 384 310
　下水 千m3 789 1,635 1,708 2,405 2,396
　公共水域 千m3 2,708 2,535 2,269 2,172 2,108

対象拠点：マネジメント対象会社23社
● 一部推計を含みます。

（年度）排水量オゾン層破壊物質の排出
三菱自動車単体については、0.1t（CFC換算）未満と推計しています。

製品・事業活動関連データ
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分類 主な取り組みの内容 単位
2017年度 2018年度

投資額 費用額 投資額 費用額

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 百万円 63 1,269 106 1,315

地球環境保全コスト 地球温暖化防止、オゾン層破壊防止 百万円 388 14 171 13

資源循環コスト 廃棄物発生量低減・適正処理、再利用の促進 百万円 6 829 22 1,226

上・下流コスト 使用済みバンパーの回収、自動車リサイクル法対応 百万円 35 1,789 0 1,770

管理活動コスト ISO14001の認証維持、社員教育、モニタリング 百万円 120 668 56 680

研究開発コスト 燃費向上、排出ガス対策など製品の環境負荷低減に
関する研究開発 百万円 3,567 39,545 1,116 41,527

社会活動コスト 環境体験授業活動、地球環境活動支援、環境関連団
体への寄付、環境情報公開 百万円 2 328 68 239

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 百万円 10 4 0 138

合計 百万円 4,191 44,446 1,539 46,907

単位 設備投資 研究開発費 設備投資 研究開発費
＜参考＞当社グループ全体の設備投資、研究開発費 億円 999 1,025 1,377 1,243

＜環境保全コスト＞

分類 主な取り組みの内容 単位
2017年度 2018年度
効果金額 効果金額

収益 廃棄物のリサイクルまたは使用済み製品のリサイクル
による事業収入 百万円 2,232 2,512

費用節減

省エネルギーによるエネルギー費の低減 百万円 ▲675 ▲889

節水による水道代の低減 百万円 1 ▲3

省資源またはリサイクルによる廃棄物処理費の低減 百万円 ▲3 ▲241

梱包資材のリサイクルによる梱包資材費の低減 百万円 454 439

合計 百万円 2,009 1,818

＜環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）＞

環境会計

製品・事業活動関連データ
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大気・水質・PRTR対象物質データ（2018年度実績）

大気汚染物質
岡崎製作所

物質 設備 単位 規制値 排出状況（最大）
NOx ボイラー （NO2大型） ppm 130 60

 　〃 　 （その他） ppm 150 54
乾燥炉 （塗装用） ppm 250 35

ばいじん ボイラー g/Nm3 0.1 0.003
乾燥炉 （塗装用） g/Nm3 0.1 0.002

SOx（燃料S分規制） wt% 0.5 0.0007
ホルムアルデヒド 乾燥炉 mg/m3 30 4.6

水島製作所 ＜有害ガス（岡山県条例）＞

物質 単位 規制値 排出状況（最大）
アクリロニトリル ppm 40 0.1
アセトニトリル ppm 80 0.1
ホルムアルデヒド ppm 10 0.7
シアン及びその化合物 ppm 10 ―
二硫化炭素 ppm 40 ―
フェノール ppm 10 ―
スチレン ppm 200 <0.1
ベンゼン ppm 50 ―
ホスゲン ppm 0.1 ―
塩化ビニル ppm 500 ―

水島製作所

物質 設備 単位 規制値 排出状況（最大）
NOx ボイラー （蒸気） ppm 150 ―

（暖房） ppm 150 70
（小型） ppm 150 45
（吸収式冷暖房） ppm 180 58
（ブース給気加温施設） ppm 100 15

乾燥炉 ppm 230 60
溶解炉 ppm 200 27
金属加熱炉 ppm 180 40
総量  Nm3/h 12.749 5.788

ばいじん ボイラー g/Nm3 0.1 0.042
（ブース給気加温施設のみ） g/Nm3 0.03 0.0005
乾燥炉 g/Nm3 0.1 0.05
溶解炉 g/Nm3 0.1 0.001
金属加熱炉 g/Nm3 0.1 0.028

SOx（燃料S分規制） wt% 0.50 0.088 

京都製作所 滋賀工場

物質 設備 単位 規制値 排出状況（最大）
NOx ボイラー ppm 150 62 
ばいじん ボイラー g/Nm3 0.1 ≦0.0046

数値説明
規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。
PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。

表中の専門用語について
NOx：窒素酸化物　SOx：硫黄酸化物　BOD：生物化学的酸素要求量　COD：化学的酸素要求量　SS：水中の懸濁物質濃度

京都製作所 京都工場

物質 設備 単位 規制値 排出状況（最大）
NOx ボイラー ppm 150 79

乾燥炉 ppm 230 ≦77
溶解炉 ppm 200 ≦91
金属加熱炉 ppm 180 ≦97

ばいじん ボイラー ppm 0.1 ≦0.0075
乾燥炉 ppm 0.2 0.0035 
溶解炉 ppm 0.1 0.31（※）
金属加熱炉 ppm 0.2 0.017 

SOx（燃料S分規制） wt% 0.5 0.0282
ダイオキシン 溶解炉 ng-TEQ/Nm3 1 0.058 

乾燥炉 ng-TEQ/Nm3 1 0.00068
※： 2018年12月に測定結果が規制値を上回った。2019年1月に、行政の指示に基づき溶解作業工程におけるばいじん測定（計13

回）を実施した結果、0.0035～0.022で規制値以内であることを確認した。
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大気・水質・PRTR対象物質データ（2018年度実績）

岡崎製作所 水島製作所
水質汚濁物質

物質 単位
規制値 排出状況

（　）内は日間平均 最大 最小 平均

pH ― 5.8～
8.6 7.5 6.9 7.1 

BOD ㎎/L 25 (20) 7.0 0.8 2.7 
COD ㎎/L 25 (20) 11.0 2.1 5.5 
SS ㎎/L 30 (20) 11.0 1.0 1.8 
油 ㎎/L 2 0.5 0.5 0.5
銅 ㎎/L 0.5 0.01 0.01 0.01
亜鉛 ㎎/L 1 0.14 0.01 0.05
溶解性鉄 ㎎/L 3 0.1 0.1 0.1
溶解性マンガン ㎎/L 3 0.2 0.1 0.1
クロム ㎎/L 0.1 0.02 0.02 0.02
大腸菌 個/cm3 300 170 30 49 
全窒素 ㎎/L 15 11.0 1.4 7.9
全りん ㎎/L 2 0.33 0.05 0.19 
ふっ素 ㎎/L 1.0 0.96 0.10 0.64
COD 総量 ㎏/日 61.6 24.0 5.8 11.5 
全窒素 総量 ㎏/日 71.5 38.8 8.4 17.8 
全りん 総量 ㎏/日 8.6 2.55 0.17 0.58

物質 単位
規制値 排出状況

（　）内は日間平均 最大 最小 平均
pH 河川 ― 6～8 7.5 7.0 7.2
pH 海域 ― 6～8 8.0 7.0 7.4
BOD 河川 ㎎/L 30 (20) 15.0 <1.0 4.8
COD 河川 ㎎/L 30 (20) 14.0 3.0 6.2
COD 海域 ㎎/L 20 (15) 8.6 1.7 4.3
COD 総量 （河川+海域） ㎏/日 294 46.8 18.8 33.5 
SS 河川 ㎎/L 40 (20) 37.0 <1.0 1.6
SS 海域 ㎎/L 40 (20) <2.5 <1.0 <1.0
油 河川 ㎎/L 2 (1) 0.6 <0.5 <0.5
油 海域 ㎎/L 2 (1) 0.5 <0.5 <0.5
亜鉛 河川 ㎎/L 2 0.99 <1.0 0.32
亜鉛 海域 ㎎/L 2 0.29 <0.1 0.01
溶解性鉄 河川 ㎎/L 10 <0.1 <0.1 <0.1
溶解性鉄 海域 ㎎/L 10 <0.1 <0.1 <0.1
溶解性マンガン 河川 ㎎/L 10 0.47 <0.1 <0.1
溶解性マンガン 海域 ㎎/L 10 <0.1 <0.1 <0.1
大腸菌 河川 個/cm3 3000 6 1 2.7
大腸菌 海域 個/cm3 3000 0 0 0.0
全窒素 総量 ㎏/日 123 55.1 27.2 41.7
全りん 総量 ㎏/日 47.8 28.5 5.1 10.2
全窒素 河川 ㎎/L 120 (60) 13.0 2.8 8.4
全窒素 海域 ㎎/L 120 (60) 3.7 1.0 2.6
全りん 河川 ㎎/L 16 (8) 3.60 0.40 1.30
全りん 海域 ㎎/L 16 (8) 0.30 <0.01 0.03
ほう素 河川 ㎎/L 10 <0.1 <0.1 <0.1
ほう素 海域 ㎎/L 230 <0.1 <0.1 <0.1
ふっ素 河川 ㎎/L 8 1.9 0.5 1.4
ふっ素 海域 ㎎/L 15 0.4 <0.1 <0.2
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物

河川 ㎎/L 100 7.8 1.8 5.2
海域 ㎎/L 100 2.0 0.8 1.0

・ 上記以外のシアン、六価クロム､カドミウム、有機りん、鉛、フェノール、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、アルキル水
銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チオラム、チオベンカルブは、すべて定量下限
値以下（検出されない）。

・ 上記以外の銅、鉛、シアン,全クロム、六価クロム、カドミウム、有機りん、総水銀、砒素、フェノール、トリクロロエチレン、トリクロロ
エタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロ
エチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ
は、すべて定量下限値以下（検出されない）。
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大気・水質・PRTR対象物質データ（2018年度実績）

京都製作所 京都工場 京都製作所 滋賀工場
水質汚濁物質

物質 単位 規制値
排出状況

最大 最小 平均
pH ― 5～9 7.4 5.7 6.5 
BOD ㎎/L 600 250 2.8 103.9
SS ㎎/L 600 99.0 9.5 24.2
油 ㎎/L 5 <1.0 <1.0 <1.0
亜鉛 ㎎/L 5 0.05 0.05 0.05 
溶解性鉄 ㎎/L 10 0.36 0.11 0.24 
溶解性マンガン ㎎/L 10 0.71 0.44 0.60 
全窒素 ㎎/L 240 44.6 8.6 26.9 
全りん ㎎/L 32 0.49 0.10 0.20 
砒素 ㎎/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10 0.0051 0.0051 0.0051

物質 単位 規制値
排出状況

最大 最小 平均
pH ― 5～9 8.4 6.7 7.6
BOD ㎎/L 600 26.0 1.0 5.2
SS ㎎/L 600 10.0 5.0 5.3
油 ㎎/L 5 3.3 1.0 1.1 
全窒素 ㎎/L 60 7.2 0.6 3.7
全りん ㎎/L 10 0.7 0.1 0.3 

・工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している。

・工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南市行政と協定をとり決定している。
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大気・水質・PRTR対象物質データ（2018年度実績）

岡崎製作所

NO. 物質名 単位 取扱量
排出量 移動量

リサイクル量 消費量 除去処理量
大気 公共用水域 下水道 廃棄物

1 亜鉛の水溶性化合物 kg/年 17,325 0 45 0 0（※） 0 12,949 0

53 エチベンゼン kg/年 63,334 40,039 0 0 971 1,639 14,129 6,556

71 塩化第二鉄 kg/年 16,384 0 0 0 0 0 0 16,384

80 キシレン kg/年 134,998 46,477 0 0 1,106 1,125 59,916 26,374

239 有機スズ化合物（ジプチル錫オキサイド） kg/年 3,796 0 0 0 569 0 3,227 0

240 スチレン kg/年 0 0 0 0 0 0 0 0

296 1・2・4-トリメチルベンゼン kg/年 64,675 10,511 0 0 1,128 161 31,644 21,231

297 1・3・5-トリメチルベンゼン kg/年 9,444 2,872 0 0 324 76 20 6,152

300 トルエン kg/年 321,517 125,735 0 0 2,506 18,126 101,539 73,611

302 ナフタレン kg/年 1,189 698 0 0 40 0 0 451

309 ニッケル化合物 kg/年 2,383 0 184 0 1,337 0 862 0

392 ノルマル-へキサン kg/年 17,985 68 0 0 4 26 10,905 6,982

400 ベンゼン kg/年 8,903 30 0 0 0 0 6,767 2,106

411 ホルムアルデヒド kg/年 840 126 0 0 1 0 0 713

412 マンガン及びその化合物 kg/年 5,619 0 334 0 1,943 0 3,342 0

合計 kg/年 668,392 226,556 563 0 9,929 21,153 245,300 160,560 

PRTR対象物質

・取扱量＝排出量＋移動量＋リサイクル量＋消費量＋除去処理量
・消費量：反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
・除去処理量：焼却･分解･反応等により他物質に変化した量
※：汚泥の廃棄物移動量が4,331（kg/年）ありましたが、水溶性化合物ではないため、廃棄物移動量には含めていません（岡崎市了承済み）。
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大気・水質・PRTR対象物質データ（2018年度実績）

水島製作所

NO. 物質名 単位 取扱量
排出量 移動量

リサイクル量 消費量 除去処理量
大気 公共用水域 下水道 廃棄物

1 亜鉛の水溶性化合物 kg/年 16,469.1 0 642.3 0 4,586.9 0 11,240.1 0 

53 エチルベンゼン kg/年 16,892.5 1,975.8 0 0 144.4 4,680.9 9,986.4 105.3 

80 キシレン kg/年 52,212.5 2,353.4 0 0 161.2 5,071.0 44,509.1 117.5 

188 Ｎ・Ｎ-ジシクロヘキシルアミン kg/年 1,709.7 0 0 0 1,709.7 0 0 0 

239 有機スズ化合物 kg/年 7,615.3 0 0 0 380.7 0 7,234.6 0 

277 トリエチルアミン kg/年 1,281.6 1,281.6 0 0 0 0 0.0 0 

296 1・2・4-トリメチルベンゼン kg/年 42,930.0 12,099.7 0 0 709.0 0 28,479.2 1,642.3 

297 1・3・5-トリメチルベンゼン kg/年 4,194.8 3,507.7 0 0 206.9 0 0 479.8 

300 トルエン kg/年 96,910.3 319.1 0 0 0 11,312.2 85,279.0 0 

309 ニッケル化合物 kg/年 3,257.7 0 371.1 0 1,727.7 0 1,159.0 0 

392 ノルマル-ヘキサン kg/年 38,220.5 179.3 0 0 0 0 38,041.2 0 

400 ベンゼン kg/年 6,936.3 20.7 0 0 0 0 6,915.6 0 

407 ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル kg/年 8,832.7 0 90.8 0 8,741.7 0 0 0 

411 ホルムアルデヒド kg/年 3,080.1 1,904.3 0 0 0 0 0 1,175.8 

412 マンガン及びその化合物 kg/年 3,193.8 0 173.0 0 1,102.9 0 1,888.6 29.1 

438 メチルナフタレン kg/年 4,583.9 268.6 0 0 0 0 4,315.3 0 

合計 kg/年 308,320.8 23,910.2 1,277.2 0 19,471.1 21,064.1 239,048.1 3,549.8 

PRTR対象物質

・取扱量＝排出量＋移動量＋リサイクル量＋消費量＋除去処理量
・消費量：反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
・除去処理量：焼却･分解･反応等により他物質に変化した量

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



64三菱自動車 サステナビリティレポート2019

環境

環境データ集

大気・水質・PRTR対象物質データ（2018年度実績）

京都製作所 京都工場

NO. 物質名 単位 取扱量
排出量 移動量

リサイクル量 消費量 除去処理量
大気 公共用水域 下水道 廃棄物

37 ビスフェノールA kg/年 6,676.8 0 0 0 0 0 6,658.8 18.1 
53 エチルベンゼン kg/年 10,430.8 5.4 0 0 0 0 10,425.3 0 
80 キシレン kg/年 45,790.8 16.1 0 0 0 0 45,774.8 0 
87 クロム及び3価クロム化合物 kg/年 16,908.8 0.3 0 0 0 0 16,908.6 0 

258 ヘキサメチレンテトラミン kg/年 70,248.2 0 0 0 0 0 47,887 22,361.2 
296 1.2.4-トリメチルベンゼン kg/年 20,613.9 6.9 0 0 0 0 20,607 0 
297 1.3.5-トリメチルベンゼン kg/年 5,563.1 1.7 0 0 0 0 5,561.4 0 
300 トルエン kg/年 141,794.6 42.9 0 0 0 0 141,751.7 0 
349 フェノール kg/年 6,962.7 0 0 0 0 0 5,770.7 1,192 
392 ノルマル-ヘキサン kg/年 14,747.2 3.2 0 0 0 0 14,744 0 
400 ベンゼン kg/年 4,308.7 0.5 0 0 0 0 4,308.2 0 
411 ホルムアルデヒド kg/年 1,528.7 0 0 0 0 0 1,523.1 5.6 
412 マンガン及びその化合物 kg/年 17,257.4 0.2 0 0 0 0 17,257.2 0 
448 メチレンビス=ジイソシアネート kg/年 1,518 0 0 0 0 0 0 1,518 

合計 kg/年 364,349.5 77.1 0 0 0 0 339,177.6 25,094.8 
243 ダイオキシン類 mg-TEQ/年 9.7 0.0000023 

京都製作所 滋賀工場

NO. 物質名 単位 取扱量
排出量 移動量

リサイクル量 消費量 除去処理量
大気 公共用水域 下水道 廃棄物

300 トルエン kg/年 1,949.0 0.6 0 0 0 0 1,948.4 0 
合計 kg/年 1,949.0 0.6 0 0 0 0 1,948.4 0 

PRTR対象物質

・取扱量＝排出量＋移動量＋リサイクル量＋消費量＋除去処理量
・消費量：反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
・除去処理量：焼却･分解･反応等により他物質に変化した量

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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