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三菱自動車は、クルマづくりの企業として交通安全への
責任を認識するとともに、過去の品質問題によりお客様や
社会の信頼を損ねたという反省も踏まえて、「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125万人が交通事故により亡くなって

いるといわれています（※）。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。

当社では、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。
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安全への取り組み

安全についての基本的な考え方

安全技術の開発

※：2015年世界保健機関（WHO）調査

車種によって機能が異なる場合があります。

※1： Reinforced Impact Safety Evolutionの略

RISEを採用したエクリプス クロス

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です。当社ではそれを目指して、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。

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、独自の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。
例えば2018年に発売した『エクリプス クロス』の場合、

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）部分は、変形を抑えるため高張力鋼板（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。

当社は、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。

“ぶつからない”予防安全技術

“人を守る”ボディ構造

◆ e-Assist（イーアシスト）

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。
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安全への取り組み

※2：New Car Assessment Programの略称。各国・各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。

当社は、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、歩行者の脚部を保護するエネルギー
吸収構造をバンパーフェースやヘッドランプなどに採用し
ています。

◆ 社外からの主な評価 『エクリプス クロス』

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★ ◆ 対象車種（2018年8月末現在）

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

ランサーカーゴ
ミラージュ
タウンボックス
ミニキャブ

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カスタム
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

TOPICS

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。高齢運転者を含め
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、国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、『アウトランダーPHEV』『アウトランダー』については、独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）が行った平成
29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。

「サポカー」対象車の拡大
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交通事故の原因の半数以上はドライバーや歩行者など、
「人」に起因するものだと考えられています。当社では、社
会全体の安全意識を高め、間接的に交通事故削減を達成す
るために、交通安全の教育・普及に取り組んでいます。
具体的には、「face-to-face」と「教材提供」「情報発信」

の3つを大きな柱としています。

face-to-face
情報発信教材提供
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安全への取り組み

交通安全の教育・普及

参加者の皆様と一緒に考え、一緒に学び、一緒に楽しみ
ながら運転のコツやクルマ
と安全などについて学ぶド
ライビングスクールを開講
しています。

事業所周辺の主要道路交差点で、早朝の交通安全立哨
を行っています。2017年度は、社員延べ1,644人が43回
活動をしました。
また、岡崎地区の社員で構成する「三菱自動車セーフ
ティドライバーズクラブ」ではクラブ会費の中から50万円
を「東海交通遺児を励ま
す会」に寄付し、子どもた
ちの自立や交通安全推進
などを支援しています。

子どもたちが交通安全に関するルールやマナーを分か
りやすく学べる「交通安全絵本」（全6巻）を国内事業所近
隣の小学校や幼稚園などに寄贈しています。2017年度は
528冊、2010年7月から累計4,866冊を寄贈しました。

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。 

2018年8月、小学生の自動車産業学習の参考としてご
用意しているウェブサイトをリニューアルし、日常生活に
おける歩行中や自転車乗車中などの場面での注意事項を
楽しみながら学習できるコーナーを新設しました。

【face-to-face】クルマの学校

【face-to-face】事業所地域における交通安全活動

【教材提供】交通安全絵本プロジェクト

【情報発信】交通安全情報の発信
意外と知らないクルマの安全ガイド

【情報発信】子ども向け交通安全情報の発信
「なぜなぜクルマづくり調査団」

詳しくはこちら
WEB  http://www.kurumano-gakko.com/

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

index.html

安全運転の教育・普及

http://www.kurumano-gakko.com/
http://www.kurumano-gakko.com/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/index.html
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/index.html
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三菱自動車では、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
テゴリーの品質を柱に改善の取り組みを行っています。
「製品品質」には、お客様が新車を購入されてからすぐ
に経験される初期品質と、末永くお使いいただく中での耐
久品質があります。当社は、複数の部門が連携する品質改
善活動をグローバルに展開して初期品質と耐久品質の両
方の向上に取り組んでいます。また、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。
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。
すべての段階においてお客様に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。

当社では開発担当副社長を議長とする「クオリティ・スト
ラテジー・コミッティ（Quality Strategy Committee）」
を設置し、品質戦略に関する議論を定期的に行っていま
す。品質改善の各施策の進捗状況については月次で確認
を行い、目標の達成に向けて問題の解決を図っています。
また、これらの取り組みをCEOなどの経営トップ層と共有
するために品質セミナーを半期に一度開催し、レビューを
受けています。
さらに、販売店から寄せられるお客様からの不具合情
報などへの対応については日次で検討会を開催し、対策
を決定しています。
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品質への取り組み

方針 マネジメント体制

Perceived Quality
感性品質

Initial Quality
初期品質

Durability Quality
耐久品質

Service Quality
サービス品質

Sales Quality
セールス品質

Reject
不購入

Purchase
購入

Ownership Cycle
保有サイクル

Retention
再購入

Outflow
他ブランド流出



【ご相談件数（約38,000件）】

【お問い合わせ内容の内訳】

【ご意見・ご指摘内容の内訳】

お問い合わせ
86%

サービス関連
（リコール・点検・
修理ほか） 37%

品質関連
39%

サービス
関連
23%

燃費試験関連 5%

商品関連 10%

その他
23%

車両本体関連
（仕様・装備ほか）

41%

燃費試験関連 5%

カタログ請求 2% その他
15%

ご意見ご指摘 14%
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「製品・アフターサービスを通じて、独創的な商品と優
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」が三菱自動車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。

販売会社では、不具合事象や発生した状況などをお客
様から具体的に伺っています。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や販
売会社と共有する体制になっています。
また、修理データの収集・分析にも新たな分析システム
を導入するなど力を入れています。特定の車種で発生して
いる、お客様からの不具合のご指摘（品質情報）や修理の
実績を分析することで、早期に不具合を認知して対策を
講じるなど、品質改善につなげています。

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
ベースで管理しており、社員はそのデータベースを用いて
お客様の声を検索・閲覧することができます。品質・不具
合に関するご指摘については、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。
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お客様の声の活用

お客様の声による品質改善
お客様相談センターの取り組み

お
客
様（
国
内
外
）

販
売
会
社

（
国
内
外
）

サービス
部門

お客様相談センター

サービス
部門

品質
部門

品質
部門

開発
部門

開発
部門

生産
部門

◆ 2017年度お客様相談センター受け付け状況

連
携

連
携

連
絡連絡

連
携

連
携

品質への取り組み
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社員一人ひとりのレベルアップのために、デザインレ
ビュー研修など社内品質教育カリキュラムの実施や品質
工学習得者の拡大により開発力の強化を図っています。
また、2014年度から全事業所において品質フォーラム
を実施しています。2017年度は、“すべてはお客様の満足
のために”をテーマとして製品品質・感性品質・セールス
品質・サービス品質の向上に焦点を当て、各本部の取り組
みを紹介・共有し、全社員の品質マインドを醸成する場と
位置付けて開催しました。

また、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として「お客様の声
講座」を2010年度から開講し、消費者志向のさらなる浸
透を図っています。受講者数
は、2010年度の130人から
徐々に増加し、2017年度は
3,000人を超える社員が参加
しました。

初期品質ならびに耐久品質に関する不具合について
は、これまでに取り組んでいる安全性にかかわる対応に
加えて、安全性以外の不具合についても重点管理対応す
ることがお客様満足の改善に不可欠であるとの認識か
ら、取り組みの範囲を拡大しました。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、目標を設定して
改善に取り組んでいます。特に、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
のクレームの低減にもつなげています。
また、不具合ではないものの、お客様のご不満となって
いる事象の解決を新型車の開発において実施するプロセ
スを、新たに導入しています。

お客様のご購入検討時点はもとより、カーライフにご満
足いただけるよう、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。

新型車両の初期品質の向上を目指し、量産開始前段階
より、開発・生産・サービス・品質・購買など各部門の社員
が一堂に会し、発生した問題に対して対策を即断即決、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。2013年度に発売した『eKワゴン』から始めた同活
動では、迅速に不具合情報を収集し、対策を決定すること
で初期品質向上の効果が認められました。
海外では、ミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパ

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、早め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。

ニー・リミテッド（MMTh）で2014年度に生産を開始した
『トライトン』から同活動を開始し、2017年にはインドネ
シアの生産合弁会社、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）で生産する『エクスパ
ンダー』に適用し、着実に効果が出ています。
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品質マインドの醸成

生産段階での品質向上

リコールなど市場対応発生時のお客様対応

◆ 品質フォーラム参加者

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

製品品質の向上

感性品質の向上

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

品質への取り組み

お客様の声講座の開催

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/
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安全・品質

当社はグローバルにお客様に支持・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、販売会社とともに取り組んでいます。

2017年度は、お客様満足向上に向けた目標設定から取
り組み評価までのPDCAを、マネジメントプロセスとしてグ
ループで共通化すべく整備してきました。2018年度より
主要なマーケットに順次導入していきます。また、店舗オ
ペレーションに関する標準を整備し、ショールームの装備
やセールスプロセスの改善により、高品質な店舗環境でよ
り良い顧客体験を提供するとともに、ブランドイメージ向
上の実現を目指していきます。

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カスタマーファーストの視点で
最高の「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、お客様の声を確実

に聞き取り、ご用命にお応えし、お客様に満足いただける
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。

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ためのプレゼンテー
ションツールやデモンストレーションコーナーを備えた次
世代型の店舗「電動DRIVE STATION」の導入を順次進め
ています。

製品およびサービスの情報とラベリングの表示ならび
に提供は、それぞれの国・地域の規制や法律を遵守し、適
正な表示となるよう努めています。

国内においては、2016年の燃費・排ガス試験における不
正行為を受け、社内体制やカタログ制作要領などの工程を
見直し、整備しました。年2回開催されるコンプライアンス
委員会においては、「景品表示法」を含む各種法令について
の周知・啓発を実施し、その概要を内部統制委員会（委員
長：CEO）に報告しています。2017年度の活動実績として、
主に役員・管理職を対象にしたeラーニングを6～7月に、国
内営業と開発の社員を対象として、自動車公正取引協議会
から招いた講師による講習会を11月に実施しました。
また、カタログ制作段階においては、制作要領を社業務
標準として新たに整備・制定し、適正な表示となるよう複
数の部門で点検を実施しています。

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（ディストリビューター）との協働が欠かせま
せん。当社は、販売会社に対し、適切な製品情報を日々提
供するとともに、現地のお客様の声も吸い上げています。
ときには各国を訪問し、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お聞きした上で、改善
スピードの向上を図っています。
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。
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国内の販売会社との協働

製品・サービスへの適正な表示

海外の販売会社との協働

セールス品質の向上

サービス品質の向上

品質への取り組み

「電動DRIVE STATION」についてはP.45 「販売店での取り組み」をご参照ください。
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当社では、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。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。2017年度は、
インドネシア、マレーシア、ブラジル、ロシアなど、8ヶ国に
18人を派遣して実施しました。
また、隔年で「サービス技術コンテスト世界大会」を開
催しています。前回（2016年11月）は、各国・地域のコン
テストを勝ち抜いた中国、タイ、ロシア、インドネシア、チ
リ、ニュージーランドなどの23ヶ国から集まったサービ
ススタッフが作業の正確さや速さを競いました。次回は、
2019年2月の開催を予定しています。

海外におけるサービス技術の継承

品質への取り組み

キャラバン活動の様子

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。
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、その取得を奨励しています。そ
の上で、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。2017年度は、2018年2月に全
国大会を開催し、地区大会を勝ち抜いた51人の選手が技
術を競いました。なお、全国大会で優勝したメカニックと
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す。
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

電動車を推進する会社として、サービススタッフの電
動車に対する知識およびその整備などの技術向上を目
的に、国内電動車資格制度を設けています。資格は1級
～3級を設定し、最上級となる1級は、高度な電動車の
知識と整備技術力、お客様対応力を持ち合わせることを
認定の条件として「電動DRIVE MASTER」の称号を付
与しています（2017年度末時点で100人に付与）。今後
も、国内販売店全店舗へ「電動DRIVE MASTER」を配置
する取り組みを進めていきます。

TOPICS

サービススタッフの電動車資格制度

「電動 DRIVE MASTER」が在籍することを示す
店頭表示用ステッカー
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TOPICS

国・地域ごとに多様な文化や価値観の存在するイン
ドネシア市場において、2017年は現地卸売販売会社ミ
ツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・セールス・インドネシ
ア（MMKSI）が同国セールス満足度評価第1位（※1）を
受賞し、全6項目（※2）で最高評価となりました。
各ディーラーがお客様ごとにきめ細かい対応を行っ

てデリバリータイミングを改善したり、調査会社を起
用してディーラーごとに月次セールス満足度調査と
PDCA活動を行ったことにより、セールス品質の向上に
つながったものと考えています。

インドネシアで、セールス満足度評価第1位を受賞

※1：J.D.パワー社による2017年インドネシア自動車セールス満足度（J.D. 
Power 2017 Indonesia Sales Satisfaction Index StudySM、略称
SSI）調査。2016年9月から2017年7月に新車を購入した2,476人の自
動車保有者を対象に2017年3月から9月にかけて調査を実施。 

※2：Delivery timing, delivery process, salesperson, sales initiation, 
dealership facility, and deal.

安全・品質 品質への取り組み

品質の取り組み結果は、市場調査会社であるJ.D.パ
ワー社の調査を一つの指標として捉えています。この調査
結果をふまえて課題を分析し、品質改善の取り組みにつ
なげています。

第三者評価

　 J.D.パワー社による調査結果（2017年度の主な実績）

製品品質 「IQS」
（初期品質）

インドネシア：1位
SUVセグメントの『パジェロス
ポーツ』

セールス
品質

「SSI」
（セールス満足度）

インドネシア、
台湾：1位

サービス
品質

「CSI」
（サービス満足度）

ドイツ：1位（ボリュームブラン
ド部門）
ブラジル、マレーシア：2位
タイ、フィリピン、メキシコ：3位




