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社会

安全・品質
道路交通事故の削減に寄与する製品の提供

三菱自動車は、クルマづくりの企業として交通安全への
責任を認識し、「道路交通事故の削減に寄与する製品の
提供」をCSR活動における重要課題として掲げています。

世界では年間約135万人が交通事故により亡くなって　　　　　　
いるといわれています（※1）。特に新興国では、クルマの
保有数増加に伴い、交通事故の死者数が増加傾向にあり
ます。交通事故削減はグローバルに喫緊の課題であり、
国連の持続可能な開発目標（SDGs）でも「2020年まで
に、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる（ター
ゲット3.6）」ことが掲げられています。

当社は、交通事故ゼロのクルマ社会に向けた安全理念
を掲げ、安全技術の開発と、交通安全教育・普及の2つの
側面から取り組みを進めています。

製品開発における安全理念として「事故ゼロのクルマ社会の実現」をビジョンに掲げ、製品安全委員会において安全開発
指針・戦略を策定しました。ここでは車両交通安全を事故未然防止、事故被害軽減の両面から、製品基本安全をハードウエ
ア、ソフトウエアの両面から捉え、事故低減技術の開発・実用化を進めています。

具体的には、事故を未然に防止する技術（予防安全）・被害を軽減する技術（衝突安全）、火災やけが等の防止（保安防災）
等においての取り組み項目を明確にしました。

様々な安全技術を製品に反映し、快適かつ安全なモビ
リティを提供してお客様に移動における自由や利便性と
ともに運転する楽しさを享受いただけることを目指してい
ます。

クルマに起因する交通事故をなくすためには、究極的に
はぶつからなくすること、すなわち、事故を未然に防止する
ことです。これを目指して、各種予防安全技術の開発・搭載
に力を入れ、社会に安全を提供します。

安全についての基本的な考え方 マネジメント体制

取り組み
※1：2018年 世界保健機関（WHO）調査より。

◆ 目標と実績

安全技術の開発 “ぶつからない”予防安全技術

取り組み項目 目指す姿 指標 2018年度実績

道路交通事故の削減に寄与する
製品の提供 事故ゼロのクルマ社会の実現 安全技術の考え方（フレームワーク）

策定完了時期
安全技術の考え方（フレームワーク）
を2019年1月に策定

社会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 環境 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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安全・品質
道路交通事故の削減に寄与する製品の提供

万一の衝突の際には、乗員が受ける衝撃を緩和し、かつ十
分な空間が確保できる車体構造が重要です。当社では、衝
突安全強化ボディ「RISE（ライズ）」（※1）を採用し、前面、側
面、後面の全方位での衝突安全性能を向上させています。

2018年に発売した『エクリプス クロス』では、車体前後
にはストレートフレーム構造を採用し、効率よくエネルギー
吸収できる構造となっています。客室（キャビン）部分には、
変形を抑える高張力鋼板（ハイテン材）を多用し、乗員の安
全性を確保しています。
『エクリプス クロス』は、世界各地の安全性能評価におい

て、最高評価となる5★を獲得しています。

また、乗員に対してだけではなく、歩行者に対する安全
性も追求しています。事故の際に、歩行者頭部の傷害を低
減するためにボンネット部やカウルトップ、ワイパーなど
にエネルギー吸収構造を採用しています。また、バンパー
フェースやヘッドランプなどには歩行者の脚部を保護す
るエネルギー吸収構造を採用しています。

“人を守る”ボディ構造

地域 年月 名称 評価

欧州 2017年11月 2017年
Euro NCAP（※2） 5★

豪州・ 
ニュージーランド 2017年12月 2017年 ANCAP（※2） 5★

アセアン地域 2018年  1月 2018年
ASEAN NCAP （※2） 5★

中南米地域 2018年  6月
2018年
Latin NCAP （※2） 

（成人乗員保護評価）
5★

日本 2018年11月 2018年JNCAP（※2） 5★

※1：Reinforced Impact Safety Evolutionの略称。

※2： New Car Assessment Programの略称。各国・地域の第三者機関が行う、自
動車の安全性を試験・評価するプログラム。

『エクリプス クロス』に採用したRISEボディ

◆ 社外からの主な評価『エクリプス クロス』

◆ 予防安全機能

機能名 概要

衝突被害軽減
ブレーキシステム

前方車両や歩行者を検知。衝突の危険があるとき
は、警報や自動ブレーキで衝突被害を軽減、または
衝突を回避します

車線逸脱
警報システム

前方の車線位置を常に監視。車線を外れそうにな
ると、ドライバーに警報で注意を促します

レーダークルーズ
コントロール
システム

先行車の減速・停止に自動追従。設定した車間距
離を保ち、追突の危険性を減らします

誤発進抑制機能 前進時および後退時、シフトやペダルの操作ミスに
よる急発進を抑制します

オートマチック
ハイビーム

対向車や先行車の有無、道路周辺の明るさなどに
より、ロービームからハイビーム、ハイビームから
ロービームへの切り替えを自動的に行います

● e-Assist（イーアシスト）
電波レーダーやカメラなどによって、安全かつ快適なド

ライブをサポートする予防安全技術「e-Assist（イーアシ
スト）」の搭載車種を増やしています。

e-Assistは、以下のような機能のいずれか、もしくは複
数から構成されており、ドライバーの安全な走りをアシス
トします。

社会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 環境 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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セーフティ・サポートカー（以下、サポカー）は安全運転をサポートする先進技術を搭載したクルマです。高齢者を含めたす
べてのドライバーによる交通事故の発生防止・被害軽減対策の一環として、日本が推奨する新しい自動車安全コンセプトで
す。搭載機能に応じて「サポカー」「サポカーS（ベーシック、ベーシック＋、ワイド）」に区分されます。当社は、サポカーのライン
ナップを拡大しています。

このうち、『eKスペース』『eKスペースカスタム』『デリカD:2』『デリカD:2カスタム』については、独立行政法人自動車事故
対策機構（NASVA）が行った2018年度「自動車アセスメント」の予防安全性能評価において、最高評価の「ASV+++」を獲得
しました。

加えて、2018年3月に創設された国土交通省の新制度「衝突被害軽減ブレーキの性能評価認定制度」において、『eKクロ
ス』『eKスペース』が一定の性能を有していると認定を受けました。

「サポカー」対象車の拡大

TOPICS

◆ 対象車種（2019年7月現在）

種別 サポカー サポカーSベーシック サポカーSベーシック＋ サポカーSワイド
車種名 RVR

デリカD:5
デリカD:5アーバンギア

ミラージュ eKスペース アウトランダーPHEV
アウトランダー
エクリプス クロス
eKワゴン
eKクロス
eKスペースカスタム
デリカD:2
デリカD:2カスタム
タウンボックス
ミニキャブ

社会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 環境 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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安全・品質
道路交通事故の削減に寄与する製品の提供

●  子ども向け交通安全情報の発信 

ウェブサイト「みんな知ってる？交通安全クイズ」
小学生向け自動車産業学習用ウェブサイト「なぜ？な

ぜ？クルマづくり調査団」内に、交通安全に関するページ
を設け、歩行中や自転車乗車中など、日常生活における交
通ルールやマナーをクイズ形式で紹介しています。

詳しくはこちら
WEB   https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/contribution/next/

kids/anzen/ 

当社では、社会全体の安全意識を高め、交通事故削減
を目的に、交通安全の教育・普及に取り組んでいます。

●  交通安全情報の発信 

ウェブサイト「意外と知らないクルマの安全ガイド」
クルマをより安全にお使いいただくために、特に注意し

ていただきたい装備の操作方法などを紹介しています。

交通安全の教育・普及

詳しくはこちら
WEB   https://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/

index.html

社会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 環境 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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安全・品質
製品品質、セールス・サービス品質の向上

方針

三菱自動車は、2019年4月1日に品質方針を以下の通
り改定しました。

この方針にもとづき、お客様の購入検討から車両の保
有期間、すべての段階で品質を向上させるため、「製品品
質」「感性品質」「セールス品質」「サービス品質」の4つの
カテゴリーで改善に取り組んでいます。
「製品品質」には、お客様が新車購入直後に経験される

「初期品質」と、末永くお使いいただく中で経験される「耐
久品質」があり、市場において発生する様々な問題やお客
様から寄せられる声を真摯に受け止め、迅速に改善につ
なげていく体制を強化しています。

また、お客様が商品を“見て・触って・使ってみて”感じる

使い勝手や心地よさ、見た目の良さなど、感性で受け止め
る「感性品質」の向上にも取り組んでいます。

お客様と接する販売会社での「セールス品質」や「サー
ビス品質」は、お客様の声を確実に聞き取り、ご要望に
沿った提案や対応によりお客様がご満足いただけるよう
日々改善を行っています。

このようにお客様とのすべての接点においてご満足い
ただけるよう、お客様視点でトップレベルの品質を目指し
ます。

お客様の声

不購入

保有サイクル
再購入

他ブランド流出

感性
品質

セールス
品質

耐久
品質

サービス
品質

初期
品質

購入

事業を支える重要な基盤として “品質” を位置づけます。

1． お客様の期待を上回る製品品質、および 
セールス・ サービス品質を追求します。

2．全社的なマネジメント品質の向上に取り組みます。

3． 法令とグローバル規範を遵守し信頼される三菱自動
車の品質を約束します。

品質方針

社会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 環境 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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社会

安全・品質
製品品質、セールス・サービス品質の向上

取り組み

販売会社では、不具合事象や発生した状況などをお客
様から具体的な聞き取りを行っています。これらの情報が
販売会社から提供されると、品質部門が中心となって関
連部門と共有する体制になっています。

また、特定の車種で発生している事象、お客様からの不
具合のご指摘（品質情報）や修理の実績を新たに導入した
システムを活用して分析することで、早期に不具合情報を
把握して対策を講じるなど、品質改善につなげています。

ビス部門が一体となって品質向上に積極的に取り組んで
います。

「お客様からトップレベルの品質と評価されること」を実現するために品質情報を解析し、具体的目標値を設定の上、その
実現に向けた施策を検討・実施し、改善状況の実績を定期的にフォローしています。

◆ 目標と実績

取り組み項目 目指す姿 指標 2018年度実績 2019年度目標
製品品質の
向上

お客様からトップレベルの
品質との評価を獲得

新車販売後3ヶ月間の
不具合指摘率

新車販売後3ヶ月間の
不具合指摘率を低減

新車販売後3ヶ月間の
不具合指摘率のさらなる低減

セールス品質
の向上 SSI（セールス満足度） SSI（セールス満足度）

重点管理国で3位以内を2ヶ国で達成
SSI（セールス満足度）
重点管理国で3位以内

サービス品質
の向上 CSI（顧客満足度） CSI（顧客満足度）

重点管理国で3位以内を4ヶ国で達成
CSI（顧客満足度）
重点管理国で3位以内

お客様の声による品質改善

安全性にかかわる不具合にとどまらず、商品性にかかわ
るご指摘やご不満についても的確に対処することがお客
様満足度の向上に不可欠です。

既に販売している車種に関しては、販売から3ヶ月およ
び12ヶ月以内に発生した不具合に着目し初期不具合の
低減に取り組んでいます。開発および生産部門との連携
により解決までのスピードアップを図り、お客様からのご
指摘事項低減につなげています。

さらに、新型車両の初期品質の確保を目指し、出荷開始
時点から、開発・生産・サービス・品質・購買など各部門の

製品・アフターサービスを通じて、魅力ある商品と優れ
たサービスにより、お客様に新たな体験を提供し、ご満足
いただくことが当社グループの使命です。そのため、国内
外の販売会社やお客様相談センターに寄せられた貴重な
お客様の声を収集・分析し、品質・開発・生産・営業・サー

社員が一堂に会し、発生し得る問題に対しての対策を検
討し、実行するクロスファンクショナルな「大部屋活動」を
実施しています。これにより、よりスピーディーな初期品
質の向上を図っています。

また、不具合ではないもののお客様のご不満となってい
る事象は、今後の新型車で改善できるよう開発段階での
プロセス改善につなげています。

製品品質の向上

お客様の声の活用

お
客
様

サービス・品質部門

お客様相談センター

サービス・品質部門

開発
部門

開発
部門

生産
部門

連
携

連
携

連
絡連絡

連
携販

売
会
社

社会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 環境 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
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製品品質、セールス・サービス品質の向上

お客様相談センターでは、土日祝日を含めご相談を受
け付けています。寄せられた様々なお客様の声はデータ
ベースで管理しています。ご指摘のうち、品質・不具合に
関する事案については、販売会社と連携してお客様の問
題解決に対応し、さらに品質改善にも活用しています。ま
た、商品性や仕様に関するご意見・ご指摘については、関
連部門と共有し、さらなる商品力の向上につなげていま
す。寄せられた声の中から重要情報などトピックとなるも
のは、経営幹部へ定期的に報告しています。

安全性にかかわる不具合によりリコールなど市場対応が
発生した場合、お客様にその情報を速やかにお伝えする体
制を整えています。対象車をご利用のお客様にはダイレク
トメールなどで通知し、早期に販売会社にて点検・修理（無
償）を受けていただくようご案内しています。また、リコール
の該当有無や修理実施状況をお客様ご自身でご確認いた
だけるよう、当社ウェブサイトに情報を掲載しています。

お客様相談センターの取り組み リコールなど市場対応発生時のお客様対応
お客様のご購入検討時点はもとより、ご購入後のカーラ

イフにご満足いただけるよう、開発段階からお客様の感性
を重視した品質の向上に取り組んでいます。

お客様に支持・共感していただけるブランドになるた
め、トップレベルのお客様満足度を得ることを目指し、販
売会社とともにセールス品質向上に取り組んでいます。

感性品質の向上

セールス品質の向上

【ご相談件数（約44,000件）】 【a）お問い合わせ内容の内訳】 【b）ご意見・ご指摘内容の内訳】

a）お問い合わせ
91%

サービス関連
（リコール・点検・
修理ほか） 33%

品質関連
34%

サービス
関連
31%

燃費
試験関連 1%

商品関連 10%

その他
24%

車両本体関連
（仕様・装備ほか）

59%

燃費試験関連 2%
カタログ請求 1% その他 5%b）ご意見・ご指摘 9%

◆ 2018年度お客様相談センター受け付け状況

リコール情報の詳細はこちら
WEB  http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/

国内

件数 台数

2016年度 26件 約193.8万台

2017年度 27件 約62.9万台

2018年度 13件 約29.8万台

国内の販売会社では、お客様のニーズに沿った提案と
新しい商談体験の提供を目指す取り組みとしてITを活用
した商談スタイルを推進しています。例えば、タブレット端
末を導入し、視覚的に分かりやすい商品説明に努めるとと
もに、ご来店いただいたお客様にタブレット端末で応対品
質に関するアンケートにお答えいただき、タイムリーな改
善につなげるようにしています。また、お客様満足度の向
上につながった好事例を全国の販売会社と早期に共有す
ることで、さらなる満足度の向上を図っています。

加えて電動車の本格的な普及に向けて、電動車の意義
と価値を多くの方に感じていただくプレゼンテーションや
デモンストレーションを行う次世代型の店舗「電動DRIVE 

STATION」を2018年度に64店舗まで拡大しました。

国内の販売会社との協働

「電動DRIVE STATION」の詳細はこちら　  P.42 「販売店での取り組み」
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社会

安全・品質
製品品質、セールス・サービス品質の向上

海外のお客様にご満足いただくためには、各国・地域の
販売会社との協働が欠かせません。当社は、販売会社に対
し、製品情報を日々提供するとともに、現地のお客様の声
の把握に努めています。また、各国を訪問し、対面でのコ
ミュニケーションにより市場情報や商品要望などを直接
ヒアリングすることで、改善を図っています。

また、欧州・アセアン・中東など地域ごとの定例会議や、
世界中の販売会社が一堂に会する「グローバル・ディスト
リビューターズ・ミーティング」を毎年開催し、販売会社
同士の一体感の醸成や、販売戦略・最新製品情報・お客様
満足向上の好事例などの共有に取り組んでいます。

海外の販売会社との協働

製品・サービスへの適正な表示
それぞれの国・地域の規制や法律を遵守し、製品および

サービスの情報とラベリングの表示ならびに提供に努め
ています。

お客様との接点である販売会社のサービス現場におい
ては、クルマの購入時からお客様視点での「サービスの品
質」をお届けすることが重要です。

当社は国内外の販売会社と連携し、お客様のご期待に
応え、ご満足いただけるよう、日々現場における対応力（コ
ミュニケーションや技術力）の改善に努めています。

サービス品質の向上

サービススタッフの点検整備技術の向上と継承は、お
客様の満足に直結する重要な取り組みです。

当社では、販売会社のサービススタッフを対象に、当社
独自のサービス技能資格制度を設け、その資格取得を奨
励しています。また、隔年で「サービス技術コンテスト」を
開催し、全国の販売会社スタッフが腕を競う場をつくるこ
とでさらなる技術向上を促しています。

2018年2月開催の全国大会では、地区大会を勝ち抜い
た51人の選手が技術を競いました。この全国大会で優勝し
たエンジニアとサービスアドバイザーは、後述の「サービス
技術コンテスト世界大会」に日本代表として参加しました。

さらに全国に7拠点あるテクニカルセンターでは、技術
連絡会・勉強会の開催や、当社技術スタッフによる販売会
社訪問を通じ、高難度修理やお客様への迅速な対応をサ
ポートしています。

国内におけるサービス技術の継承

技術伝達を目的として、新興国に日本の技術優秀
者を派遣して技術指導を行う「キャラバン活動」を展
開しています。2018年度は、プエルトリコ、インドネシ
ア、マレーシアの3ヶ国に各2人、計6人を派遣して現
地のサービススタッフを実地教育し、グローバルに技
術力の向上を図っています。

また、2019年2月開催の「サービス技術コンテスト
世界大会」では、各国・地域のコンテストを勝ち抜いた
中国、タイ、インドネシア、オーストラリア、台湾などの
23ヶ国/地域のサービススタッフ36人が作業の正確
さや速さを競いました。

海外におけるサービス技術の継承
TOPICS

キャラバン活動の様子 サービス技術コンテスト世界大会
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社会

安全・品質
製品品質、セールス・サービス品質の向上

マネジメント体制

当社では品質担当役員を議長とする「クオリティ・ストラ
テジー・コミッティ（QSC）」および「クオリティー・マネジメ
ント・コミッティー（QMC）」を設置し、QSCでは品質戦略に
関する議論を、QMCでは全本部のマネジメントの質向上の
ための議論を定期的に行っています。また、TCS本部長を
議長とした、「クオリティ・マネジメント・ミーティング」の会
議を設定し、品質改善の各施策の進捗状況について毎月
確認を行い、戦略の遂行、目標達成に向けて問題解決に取
り組んでいます。

また、販売会社から寄せられるお客様の車両不具合情
報については日々、情報収集・共有を図り、迅速に対策を
協議・決定・実行する体制を整えています。

社員一人ひとり自分の業務品質を見つめ直し、クオリ
ティーアップを図ることで、製品、人、ひいては企業の質的
向上につなげるための活動の一環として、2014年度から
社員の国内全事業所において品質フォーラムを開催して
います。

2018年度は新たに海外においてもタイとインドネシア
の工場で同様の品質フォーラムを開催し、今後は他地域
でも展開していく計画です。

実際の「お客様の声」を聞くことで社員一人ひとりがお
客様のニーズを考える啓発活動を推進しています。

新入社員、キャリア入社にかかわらず、社員導入教育の
カリキュラムに組み込み、ほかにも、昇進者研修、任意参
加の講座など、顧客志向を浸透させる機会を数多く設け
ています。

当社では、消費者の立場でのニーズを考え、商品やサー
ビスなどの品質向上を図ることを目的に、希望する社員に
内閣総理大臣および経済産業大臣の事業資格である消
費生活アドバイザー資格の取得を支援しています。

2019年4月1日時点で62人の資格登録者が在籍してお
り、企業別資格登録者数では10位となっています（※1）。

品質マインドの醸成

お客様ニーズ把握のために

消費者志向の向上のために◆ 品質フォーラム参加者

◆ 消費生活アドバイザー有資格者の所属

国内開催 海外開催

2014年度 2,324人 ―

2015年度 3,590人 ―

2016年度 開催見送り ―

2017年度 2,809人 ―

2018年度 4,550人 1,880人

所属 有資格者数

管理系 10人

商品戦略・開発系 36人

調達・生産系 4人

営業系 4人

品質系 7人

その他 1人

お客様の声講座の開催

※1：一般財団法人日本産業協会調べ。
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