
地球環境保全への対応
重要課題 2

富士通グループ社会・環境報告書2012

きれいな空気や水、豊かな土壌や森林などの自然の恵みは、
私たちの生存に必要であるだけでなく、経済活動を営むうえでも欠くことのできない重要な資源です。
しかし、世界では大気汚染や自然環境の破壊による健康や生態系への影響が懸念されています。
富士通グループは、美しい地球を子供たちに引き継ぐため、
ICTを活用した環境負荷の低減、生物多様性の保全に向けた取り組みを強化しています。
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ICTの力で地球と社会の持続的な発展に貢献

気候変動の顕著化や生物多様性の減少など、地球環境問題はより深刻化しています。また世界人口は70億人を突破し、食糧や
水、エネルギーなど様々な資源の枯渇への懸念も広がっています。私たちが持続的に発展し、豊かな社会を実現するためには、
新たな変革を生み出していく必要があります。そのためにはICTの力が必要不可欠です。

富士通グループは1935年の創業以来、「自然と共生するものづくり」の考えのもとで環境保全を経営の最重要課題のひとつと
位置づけ、積極的に取り組んできました。しかし環境問題がより深刻化していくなかでは、自社の環境負荷低減はもちろんのこ
と、社会全体の環境負荷を大幅に低減していく必要があります。そこで富士通グループでは、環境負荷の小さい事業活動を徹底
して追求するとともに、お客様・社会の環境負荷低減に大きく貢献する環境配慮型製品やICTソリューションの提供、すなわちグ
リーンICTの浸透をさらに加速させていきます。

グリーンICTには2つの側面があります。まずICTソリューションによる環境負荷低減（By ICT）です。ICTの活用により、エネ
ルギー効率の改善をはじめ、モノの生産や消費の効率化、人やモノの移動の削減、センシングによる環境計測や環境予測などが
可能となります。もう一つは、ICT機器そのものの環境負荷低減（Of ICT）です。省エネルギーや省資源を追及した環境配慮型製
品や、徹底した省エネルギー化を実現したデータセンターを開発・提供していきます。

富士通グループはテクノロジーと創造力を活かし、ICTの力で地球規模の環境課題の解決に貢献することで、お客様・社会とと
もに持続的な成長・発展をめざします。

FUJITSU Wayに基づく環境経営

富士通グループは、企業および社員の行動の原理・原則を示したFUJITSU Wayの企業指針「社会に貢献し地球環境を守りま
す」に基づき、計画的かつ継続的に環境経営に取り組んでいます。

富士通グループの環境経営

グローバルICT企業としての使命を認識し、環境負荷の低減を追求しながら、お客様・社会とともに持続的な成長・発展をめざ
します。
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環境活動の考え方を富士通グループ全社員に浸透させ、日々の業務における実践を促すために、環境コンセプト「Green

Policy 21」を策定。地球規模の環境活動を「Green Policy Earth」として中核に据え、これを実現するための具体的な活動を
「Green Policy Products」「Green Policy Factories」「Green Policy Solutions」、さらにこれらの活動を支える仕組みを
「Green Policy Management」と位置づけています。

環境コンセプト「Green Policy 21」

さらに2020年に向けての富士通グループが果たすべき役割と方向性を中期環境ビジョン「Green Policy 2020」で示していま
す。これは「お客様・社会全体への貢献」「自らの変革」「生物多様性の保全」の3つを目標として掲げ、テクノロジー・ソ
リューションの創造と、さまざまな主体との協働に取り組むとともに、富士通グループ自身を低炭素型の企業に変革していくこ
とで、低炭素で豊かな社会の実現を目指すものです。

Green Policy 2020における3つの目標

1. お客様・社会全体への貢献
富士通グループは、テクノロジー、ソリューションの提供により、2020年に国内で年間3,000万トンのCO2排出量の削

減を目指し、世界全体の温室効果ガス排出量の削減（少なくとも2020年までに世界全体でピークアウト）に貢献す
る。

2. 自らの変革
2020年に富士通グループの各事業領域（ソフトサービス、ハードウェア製品、電子デバイスなど）における総合エネ
ルギー効率が世界トップレベルであることを目指す。
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3. 生物多様性の保全
「ビジネスと生物多様性イニシアチブ」のリーダーシップ宣言において掲げられたすべての項目を推進し、2020年ま
でに具体的な取り組みを行う。

中期環境ビジョン「Green Policy 2020」

この中期環境ビジョンの達成に向けて、2010年度から2012年度における具体的な目標を設定した「第6期富士通グループ環境
行動計画」を推進しています。またグリーンICTの提供による環境負荷低減プロジェクト「Green Policy Innovation」を推進
し、2009年度から2012年度の4年間でグローバルに累計1,500万トン以上のCO2排出量削減に貢献することを目標に掲げていま

す。

第6期富士通グループ環境行動計画目標と実績

グリーンICTによる環境負荷低減プロジェクトGreen Policy Innovation

Green Policy Innovationロゴマーク

Green Policy Innovation ロゴマーク

富士通グループは、グリーンICTプロジェクト「Green Policy Innovation」
を2007年12月にスタートしました。そして、具体的な商品をお客様に対して明確にする
ために、2008年11月にGreen Policy Innovationロゴマークを制定しています。このロゴ
マークは、当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の
採用など）をクリアし環境に配慮した「グリーン製品」や、トップグループレベルの環
境要素を持つ「スーパーグリーン製品」、導入によりお客様におけるCO2排出量の15％

以上削減に貢献する「環境貢献ソリューション」などに表示しています。

環境シンボルマーク

環境シンボルマーク

環境への取り組み姿勢を示すためのシンボルマークを1994年11月に制定しました。富
士通のロゴマークに使われている無限大記号（∞）と地球・目を組み合わせることによ
り、「富士通グループは、常に地球を見守りながら事業活動を行なっていく」という意
志を表しています。富士通グループ社会・環境報告書や、環境社会貢献活動などで使用
しています。

エコ・ファースト・マーク

ITサービス業界で初の「エコ・ファースト企業」に認定

2010年9月、富士通グループは、環境省の「エコ・ファースト制度」における「エ
コ・ファースト企業」として認定されました。ITサービス業界では初の認定です。「エ
コ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに
促進するため、各企業が環境大臣に対して、地球温暖化対策や生物多様性の保全など、
環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
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環境経営ダッシュボードの構築・活用

社会からの環境配慮の要請が高まる中、ビジネスの成長と環境負荷低減を両立する環境経営の実現は、企業にとって大きな課
題です。富士通グループでは、環境経営を支える基盤システムとして、様々な環境情報をリアルタイムに収集・分析し、ポータ
ル画面に一元的に表示する「環境経営ダッシュボード」を構築しました。経営層や事業部門長、現場担当者が、それぞれの目的
にあった情報を必要に応じて入手し、意思決定に活用することで、環境経営のさらなる強化を実現します。

環境経営ダッシュボードは、富士通グループ全体や事業所・部門単位、建屋別、フロア別に使用しているエネルギーの種類や
使用量、CO2排出量、面積・人員当たりのCO2排出量、前年同月比など、様々な指標をリアルタイムに可視化します。また、富

士通グループの第6期環境行動計画に基づいた月度の実績表示や、アラート機能などを装備しています。これにより、経営層やエ
ネルギーマネジメント担当者の意思決定や判断に活用できるだけでなく、一般社員の自律的な環境行動も促進します。

また富士通グループでは、2011年の東日本大震災の影響による大口需要家への政府の節電要請に対して「環境経営ダッシュ
ボード」をフル活用することで、さらに高い削減目標をクリアできました。本システムを自らの環境経営に役立てながら、そこ
で得たノウハウをお客様の環境経営にもご活用いただく「環境リファレンスモデル」として、今後、お客様への提供も予定して
います。

ICT活用による環境経営の強化

様々な情報を集約・分析して一元表示する「環境経営ダッシュボード」の活用により、環境経営をさらに強化していきます。
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世界の人口は70億人を突破し、資源の枯渇と環境負荷の増大への懸念は広がり続けて
います。一方、圧倒的なコンピューティングパワーやネットワークの高速化な
ど、ICTの進化はめざましく、その適用領域は無限に広がりつつあります。富士通グ
ループは、ICTの力を有効活用し、地球環境に関する課題解決に取り組みたいと考えて
います。

2011年は、日本では東日本大震災の影響により、エネルギーに対する意識や価値観が
大きく変わり、企業や家庭において省エネへの取り組みが活発になりました。富士通グ
ループでも国内の全拠点で節電対策を実施し、社内で構築した「環境経営ダッシュボード」を用いて電力使用量をリアルタイム
に把握することで、節電目標を達成しています。

富士通グループが全社で取り組んでいる「第6期富士通グループ環境行動計画」については、2年目となる2011年度は目標を上
方修正した4項目を含め、すべての目標を計画どおり達成できたことをご報告します。最終年度となる2012年度も確実な達成に
向けて取り組んでいきます。

また持続可能な地球環境の実現に向けて、新たな領域におけるICTの活用にも挑戦しています。マルチセンシング・ネットワー
クを活用した生物多様性保全や農業活性化への支援、環境に配慮した都市づくりへの貢献など、様々な活動を展開しています。

富士通グループは、これからも社内で培った先進グリーンICTを活用し、資源やエネルギーなど地球規模の環境課題の解決に向
けて取り組んでいきます。

2011年度の環境活動を振り返って
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2010年度から2012年度にかけての行動計画と活動目標を設定

2010年4月、富士通グループは、2010年度から2012年度における「第6期富士通グループ環境行動計画」を策定しました。

第6期の環境行動計画では、「Green Policy 2020」の3つの目標に基づき、6つの重点分野「先端グリーンICTの研究開発の強
化」「製品・サービスの環境価値向上とグリーンICTの開発・提供強化」「自らの環境負荷低減の強化」「環境経営基盤の強化」
「環境社会貢献活動の推進」「生物多様性保全活動の推進」を定め、さらに具体的な活動目標として18項目を設定しています。

2011年度の目標をすべて達成

2011年度は、第6期環境行動計画で掲げたすべての目標を計画通り達成しました。そのうち、2011年度に目標値を引き上げた
項目（先端グリーンICTの研究開発、環境効率ファクター、再生可能エネルギー、物流・輸送時のCO2削減）についても計画通り

達成しています。 引き続き、PDCAサイクルを確実に実行し、最終年度にあたる2012年度の目標達成に向けて取り組んでいきま
す。

お客さま・社会への貢献

先端グリーンICTの研究開発の強化

項目 2010年度実績 2011年度目標 2011年度実績 2012年度目標

先進グリーンICTの研究開発の強化

ICT機器の効率をトータルで2倍以上にする技術を次世代データ
センターやネットワーク分野において2012年度末までに開発す
る。

1.3倍 1.5倍 1.5倍 2倍

ソリューションの環境負荷低減効果を向上する技術の開発割合
を2012年度末までに70％以上にする。

58％ 60％ 61％ 70％

製品・サービスの環境価値向上とグリーンICTの開発・提供強化

項目 2010年度実績 2011年度目標 2011年度実績 2012年度目標

お客様・社会に貢献するグリーンICTの開発と提供

グリーンICTの提供により、2009年度から2012年度末までに累
計で1500万トン以上のお客様や社会のCO2排出量削減に貢献す
る。

560万トン 955万トン 998万トン 1,500万トン以上

環境配慮製品の開発と提供（スーパーグリーン製品）

全事業部門で新規開発したグリーン製品を対象に、省エネ、省
資源など環境負荷低減に貢献するスーパーグリーン製品
を2012年度末までに30％以上開発する。

17％ 20％以上 33％ 30％以上

環境配慮製品の開発と提供（環境効率ファクター）

全事業部門で新規開発したグリーン製品を対象に、2008年度製
品と比較して環境効率ファクター「4.0」を2012年度末までに
達成する。（注1）

「3.2」の達成 「3.5」の達成 「4.1」の達成 「4.0」の達成

製品リサイクルの推進

富士通リサイクルセンターにおいて事業系ICT製品の資源再利
用率90％をグローバルで維持する。

93.3％ 90％を維持 94.1％ 90％を維持

第6期富士通グループ環境行動計画目標と実績
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環境ソリューションの開発と提供

産業、運輸、業務、家庭、エネルギー転換のすべての部門にお
いて環境ソリューションの開発と提供を推進する。

部門・地域カバー
率78％

部門・地域カバー
率85％

部門・地域カバー
率89％

部門・地域カバー
率100％

日本、欧州、米州、アジア・パシフィックなど世界の主要拠点
で環境ソリューションの提供を拡大する。

自らの変革

自らの環境負荷低減の強化

項目 2010年度実績 2011年度目標 2011年度実績 2012年度目標

温室効果ガス（GHG）の排出量の削減

温室効果ガスの総排出量を2012年度末までにグローバル
で1990年度比6％削減する。
（CO2：5％削減、CO2以外の温室効果ガス：20％削減）

11.7％削減 3％削減 18.2％削減 6％削減

温室効果ガス（GHG）の排出量の削減（再生可能エネルギー）

再生可能エネルギーの利用率を2012年度末までに2007年度
比10倍にする。（注1）

4.8倍 10倍 11倍 10倍

物流・輸送時のCO2削減

国内輸送CO2排出量を2012年度末までに2008年度比15％削減
する。（注1）

18％削減 16％削減 24％削減 15％削減

お取引先のCO2削減の推進

CO2排出抑制／削減の取り組みを実施するお取引先からの調達
を推進する。

62.7％ 80％ 98.4％ 100％

ファクトリーでの改善（化学物質）

重点化学物質の排出量を2012年度末までに2007年度比10％削
減する。

48％削減 7％削減 60％削減 10％削減

ファクトリーでの改善（廃棄物）

廃棄物発生量を2012年度末までに2007年度比20％削減する。 20.1％削減 13％削減 27％削減 20％削減

国内生産事業所におけるゼロエミッション活動を継続維持す
る。

継続維持 継続維持 継続維持 継続維持

オフィスでの改善

グリーンオフィス制度の「四つ星（★★★★）レベル」以上
を2012年度末までにすべての事業所で達成する。

国内：新基準でのト
ライアル
海外：実態調査完了

国内：70％
海外：評価基準ドラ
フト作成

国内：80％
海外：評価基準ドラ
フト作成完了

国内：100％
海外：導入トライア
ル
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環境経営基盤の強化

項目 2010年度実績 2011年度目標 2011年度実績 2012年度目標

グローバル統合環境マネジメントシステムの継続的改善

環境経営へのさらなるICTの導入を推進し、スマートな環境マ
ネジメントシステムを構築する。

トライアル実施 ブロック適用率50％ ブロック適用率60％ ブロック適用率75％

環境パフォーマンスの向上のため、目標の達成度合、法規制の
順守状況などを総合的に判断する仕組みを2012年度末までに主
要な国内製造系グループ会社に100％適用する。

評価方法確立完了 トライアル実施 トライアル実施 国内製造系グループ
会社まで拡大

ステークホルダーとのコミュニケーションを通じた環境経営の推進

環境経営の質向上をめざし各組織で環境コミュニケーションを
推進する。

社内外への情報発信
を強化

環境情報の発信強化 社内外への情報発信
を強化

環境情報の発信強化

環境社会貢献活動の推進

項目 2010年度実績 2011年度目標 2011年度実績 2012年度目標

環境社会貢献活動を通じた社員の環境マインドの更なる向上

社会貢献活動の情報共有システム「Act-Local-System」
を2010年度末までに構築し、世界の各拠点で実施している環境
社会貢献活動の情報をグローバルに共有する。

ネットワーク構築完
了

国内ネットワーク運
用
海外ネットワーク運
用

国内ネットワーク運
用
海外ネットワーク運
用

国内ネットワーク運
用
海外ネットワーク運
用

世界の各拠点での環境社会貢献活動を継続するとともに、
「Act-Local-System」を活用し、より地域社会に貢献できる活
動に取り組む。

国内：すべての拠点
で実施
海外：54％の拠点で
実施

国内：1回/年
海外：1回/3年

国内：すべての拠点
で実施
海外：65％の拠点で
実施

国内：1回/年
海外：1回/3年

生物多様性の保全

生物多様性保全活動の推進

項目 2010年度実績 2011年度目標 2011年度実績 2012年度目標

自らの事業活動における生物多様性への影響低減

事業活動における生物多様性への影響や貢献を測る定量指標、
および影響を低減しICTによる貢献を拡大する仕組みを構築す
る。

指標構築完了 BD統合指標により評
価した影響度（主要
事業領域）を2009年
度比1.5％削減

BD統合指標により評
価した影響度（主要
事業領域）を2009年
度比4.6％削減

BD統合指標により評
価した影響度（主要
事業領域）を2009年
度比3％削減

生物多様性保全の取り組みを実施するお取引先からの調達を推
進する。

60.9％ 80％ 99.2％ 100％

生物多様性の保全を実現する社会づくりへの貢献

ICTを活用した生物多様性保全に貢献するモデルケース
を2012年度末までに主要な事業所で構築する。

調査実施 調査結果に基づく試
行

調査結果に基づく試
行

主要事業所への展開

生物多様性保全・啓発活動を2012年度末までに全拠点で実施す
る。

国内：すべての拠点
で実施
海外：30％の拠点で
実施

国内：1回/年
海外：1回/3年

国内：すべての拠点
で実施
海外：41％の拠点で
実施

国内：1回/年
海外：1回/3年

（注1）：
目標値を上方修正。
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富士通グループは、グリーンICTの提供を通じた環境負荷低減プロジェクト「Green Policy Innovation」を2007年度から推進し
ています。このプロジェクトの推進により、2009年度から2012年度の4年間にグローバルで累計1,500万トン以上のCO2排出量削

減に貢献するという目標を掲げています。2011年度までの累計で、ICTインフラの提供により約211万トン、ICTソリューション
の提供により約787万トン、合計約998万トンのCO2排出量削減に貢献しており、目標を上回って進捗しています。

「Green Policy Innovation」プロジェクトによるCO2排出量削減実績
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2011年度の実績

事業活動における環境負荷（2011年度）

環境負荷の全体像を数値で把握し、環境に配慮した事業活動を推進しています。
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算出方法

算出方法（INPUT）

開発・設計／
企画・設計
調達
製造／開発

原材料
2011年度に出荷した主要製品（注1）への材料投入量
（各製品1台あたりの原材料使用量×2011年度出荷台数）

化学物質
PRTR：2011年度の工場、事業所におけるPRTR対象物質の取扱量
VOC：2011年度の工場、事業所における電機・電子4団体で規定したVOC排出抑制対象物質の取扱
量

水 2011年度に工場、事業所において使用された量

エネルギー 2011年度の工場、事業所における電力、油、ガスの消費量

物流・販売 エネルギー 2011年度の輸送におけるエネルギー消費量

使用 エネルギー
2011年度に出荷した主要製品（注1）の消費電力量
（各製品1台あたりの想定使用時間における使用電力量×2011年度出荷台数）

回収／再使用・再利用
一般社団法人電子情報技術産業協会によって示された算定方法に基づく、日本国内での使用済み製
品の処理量に対する再生部品・再生資源の重量比率。ただし、使用済みの電子機器製品以外の回収
廃棄物は除く

算出方法（OUTPUT）

開発・設計／
企画・設計
調達
製造／開発

原材料
2011年度に出荷した主要製品（注1）へ投入された材料が、資源採掘され、原材料になるまで
のCO2排出量（各製品1台あたりの原材料使用量をCO2排出量に換算した値×2011年度出荷台数）

化学物質

PRTR:2011年度のPRTR対象物質の排出量。工場の排水溝や排気口から排出される濃度を測定し、
総排出量（ニッケル化合物、マンガン化合物などの場合）または総排気量（キシレン、トルエンな
どの場合）を乗じて算出、あるいは化学物質の収支量（キシレン、トルエンの場合）に基づき算出
VOC：2011年度の工場、事業所における電機・電子4団体で規定したVOC排出抑制対象物質の排出
量

大気排出

CO2：2011年度の工場、事業所におけるエネルギー消費に伴うCO2排出量（エネルギー消費
量×CO2換算係数）
NOx、SOx：2011年度の工場、事業所の排気口（ボイラーなど）から排出される排ガス中の物質濃
度を測定した排出量に基づき算出
CO2以外の温室効果ガス：2011年度の半導体4工場におけるプロセスガスの排出量（ガス使用量×反
応消費率×除害効率などによる算出）

排水

2011年度に工場、事業所から下水道または河川に排水された量
BOD：水中の有機物が微生物の働きによって分解される時に消費される酸素の量で、事業排水の有
機汚濁排出量を測る
COD：水中の有機物を酸化剤で化学的に分解した際に消費される酸素の量で、事業排水の有機汚濁
排出量を測る

廃棄物
廃棄物発生量：2011年度に工場・事業所において発生した廃棄物の量
廃棄物処分量：2011年度に工場・事業所において埋立処分、単純焼却された量（ゼロエミッション
対象外廃棄物を含む）

物流・販売 大気排出
2011年度の国内輸送業務において、燃料消費量が把握できる場合はその量より算出し、混載便のよ
うな富士通以外の荷物が含まれる場合は「輸送距離×貨物重量×係数」により算出し、両方を合計し
たCO2排出量

使用 大気排出
2011年度に出荷した主要製品（注1）の使用に伴って発生するCO2排出量（エネルギー消費
量×CO2換算係数。なお、エネルギー消費量は、各製品1台あたりの想定使用時間における使用電力
量×2011年度出荷台数にて算出）

（注1）主要製品：
パソコン、携帯電話、サーバ、ワークステーション、ストレージシステム、プリンタ、スキャナ、金融端末、流通端末、ルータ、アクセスLAN、
アクセスネットワーク製品、携帯電話用基地局装置、電子デバイス。
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環境会計制度導入の目的

ステークホルダーへの情報開示による企業姿勢の表明

長期的・継続的な環境対策

環境保全投資の効率化

環境保全活動の活性化

環境会計の基本事項

対象期間
2011年4月1日～2012年3月31日

集計範囲
富士通および国内外の主要連結子会社（注1）

環境保全コストの算定基準

減価償却費の集計方法：投資額の減価償却費は耐用年数5年の定額法（残存価値なし）により費用に含めています。また、
耐用年数を5年とする根拠は環境設備の導入から修繕や改良を実施するまでの実質的な期間の平均値を採用しています。

複合コストの計上基準：環境保全コストとそれ以外のコストが結合した複合コストは、環境省発行の「環境会計ガイドラ
イン2005年版」に準拠して、環境保全に関わる部分だけを集計しています。

環境保全対策に伴う経済効果の算定基準

対象とした効果の範囲：下記項目に関わる環境負荷減少を対象とした実質的効果および推定的効果（リスク回避効果およ
び みなし効果）を対象としています。

事業活動に伴う資源利用に関する環境負荷の減少効果

事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する環境負荷の減少効果

事業活動から産出する財・サービスに関する環境負荷の減少効果

輸送その他に関する環境負荷の減少効果

投資効果の発現期間とその根拠：実質的効果については、集計期間を投資の減価償却期間（60ヶ月間）と整合させていま
す。ただし、環境マネジメントシステムに関わる人件費の節減効果については、毎年見直しを行う環境マネジメントシス
テムの趣旨に従って、12ヶ月としています。
推定的効果については、設備投資に伴い発現する効果は実質的効果と同様に減価償却期間（60ヶ月間）とし、環境保全の
寄与額や操業ロス回避額など、その年度内に完結するものは当該年度のみとしています。効果の集計の根拠は以下の通り
です。

生産活動により得られる付加価値に対する環境保全活動の寄与額
環境保全活動の生産活動への支援としての側面を効果として捉え、生産活動で得られる付加価値から、各拠点の環境保
全維持運営費用割合から寄与額として算出しています。

2011年度環境会計の実績（2012年7月31日）

富士通グループでは、環境経営を推進していくため、1998年度から「環境会計」を導入し、環境保全活動に要するコストと効
果を把握することで、環境保全活動の効率を評価し、課題の明確化や共有化を推進しています。
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効果額＝付加価値×環境保全設備の維持運営コスト／総発生費用

法規制不遵守による事業所操業ロス回避額
法規制に対する事前投資を怠ったことにより、リスクが発生したと仮定した場合の回避見積額としています。操業ロス
日数は、環境に関連した投資規模により決定しますが、最大でも3日としています。
効果額＝付加価値／稼働日数×操業ロス日数

広報活動効果額
環境保全活動に関する新聞・雑誌・テレビでのアピールを広告費用に換算して算出しています。
効果額＝新聞・雑誌・テレビの広告費用×記事掲載・番組放送件数

研究開発効果額
スーパーグリーン製品、環境ソリューションなどの環境保全目的の研究開発の貢献による追加的収益額を算出していま
す。

（注1）国内外の主要連結子会社：
富士通アイソテック、富士通ITプロダクツ、富士通アイ・ネットワークシステムズ、富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ、富士通イン
ターコネクトテクノロジーズ、富士通ヴイエルエスアイ、エコリティ・サービス、FDK、富士通オプティカルコンポーネンツ、富士通化成、富士
通研究所、富士通コンポーネント、島根富士通、富士通周辺機、信越富士通、新光電気工業、富士通セミコンダクター、富士通セミコンダクター
テクノロジ、富士通テレコムネットワークス、富士通テン、栃木富士通テン、トランストロン、PFU、富士通フロンテック、富士通モバイルフォ
ンプロダクツ、富士通ワイヤレスシステムズ、FUJITSU COMPUTER PRODUCTS OF VIETNAM, INC.、FUJITSU NETWORK

COMMUNICATIONS, INC.、FUJITSU TELECOMMUNICATIONS EUROPE LTD.、FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (HOLDING) B.V.

なお、研究開発コスト・効果のうち環境ソリューション関連は、上記以外の子会社のデータも集計しています。ただし、環境
ソリューションコスト・効果に限った集計で、当該子会社は主要連結子会社としての公表対象とはしていません。

2011年度環境会計実績

実績の内訳（投資・費用） ［単位：億円］

2011年度環境会計実績 実績の内訳（設備投資・費用・経済効果）

項目 主な範囲
設備投資
（億円）

費用
（億円）

経済効果
（億円）

合計 36.6（-9.1） 369.9（+38.8） 712.5（+115.4）

事業エリア内

公害防止コスト・効果 大気汚染防止、水質汚濁防止など 7.9（-3.0） 47.4（-0.8） 71.1（-0.7）

地球環境保全コスト・効果 地球温暖化防止、省エネルギーなど 17.6（+0.6） 31.3（+2.9） 17.2（+3.4）

資源循環コスト・効果 廃棄物の処理、資源の効率的利用など 0.9（+0.7） 28.2（-0.5） 110.5（+4.1）

上・下流コスト・効果 製品の回収・リサイクル・再商品化など 0.2（+0.2） 9.2（+1.0） 5.0（+0.6）

管理活動コスト・効果
環境マネジメントシステムの整備・運用、
社員への環境教育など

6.2（-2.0） 42.7（+7.6） 15.4（+6.1）

研究開発コスト・効果
環境保全に寄与する製品・ソリューション
の研究開発など

3.5（-5.0） 209.4（+37.9） 491.4（+100.0）

社会活動コスト
環境保全を行う団体に対する寄付・支援な
ど

0.0（±0.0） 0.3（-0.3） -

環境損傷対応コスト・効果 土壌・地下水汚染に関わる修復など 0.4（-0.4） 1.3（-9.0） 2.0（+2.0）

（ ）内は前年度比

四捨五入の関係で、内訳と合計は一致しないことがあります。

“0.0”と表示されている項目には、表示単位未満の値を含む場合もあります。
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2011年度のコストと経済効果

2011年度の集計の結果、費用が369.9億円（前年度比＋11.7％）、経済効果が712.5億円（前年度比＋19.3％）と費用、経済効
果ともに増加となりました。また、設備投資は36.6億円（前年度比-19.9％）となっています。

費用と経済効果の変動要因

費用は前年度比約39億円増加しました。環境損傷コストが約9億円減少しましたが、管理活動費用が約8億円、研究開発費用が
約38億円増加しています。環境損傷コストが減少した理由は、土壌地下水浄化工事が2010年度で完了したためです。管理活動費
用は環境広告のためのコストの対象項目を見直した結果、増加しています。研究開発費用は、富士通グループの中期環境ビジョ
ン「Green Policy 2020」の目標の一つである「お客様・社会全体への貢献」の達成に向け、環境保全に寄与する製品・ソリュー
ションの研究開発を推し進めた結果、研究開発費用の大幅な伸びに繋がりました。

経済効果は前年度比約115億円の増加となりました。地球環境保全効果が約3億円、資源循環効果が約4億円、管理活動効果が
約6億円、研究開発効果が約100億円の増加となっています。地球環境保全効果の増加理由は製造系事業所での継続的な省エネ設
備投資による実質的効果が増加しました。資源循環効果は、リサイクル水の利用拡大による上水使用量の削減、子会社における
中古部品の売却益の増加により、経済的効果が増加しています。管理活動効果は、環境広告のためのコストの対象項目の見直し
により費用が増加したため、その環境広告から推定される効果も増加しました。研究開発効果についてはお客様・社会の環境負
荷低減に寄与するため、グリーンICTのラインナップを強化し、お客様に提供することができた結果、当社独自の推定方法による
経済効果の増加に繋がりました。

このように2011年度は研究開発費用・効果が大幅な伸びとなりました。今後も、環境会計での環境保全活動の評価を通して、
環境経営に取組んでいきます。
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環境活動の歩み

1935年 川崎工場建設時、初代吉村社長の提言により庭園様式を取り入れる

1938年 川崎工場竣工

1972年 各工場に環境管理課設置

1987年 オゾン層保護対策委員会発足

1989年 環境対策委員会発足

1990年 環境管理評価システム実施

1991年 環境技術推進センター発足

1992年 富士通環境憲章制定
洗浄用フロン、四塩化炭素全廃
省エネルギー対策委員会発足
製品再資源化委員会発足
廃棄物対策委員会発足

1993年 第1期富士通環境行動計画策定 

製品環境アセスメント・ガイドライン実施
関係会社環境問題連絡会議発足
環境情報サービス「FJ-CUG」開設

1994年 環境広報誌エコプラザ創刊 

1,1,1-トリクロロエタン全廃
第1回富士通グループ環境技術展開催
環境シンボルマーク制定
海外環境情報ネットワーク運用開始

1995年 環境マネジメントシステム委員会発足
リサイクルシステム運用開始
海外グループ環境問題連絡会議発足

1996年 第2期富士通環境行動計画策定
イントラネット「環境技術推進センターホームページ」開設
化学物質排出削減委員会発足
環境活動報告書初版発行

1997年 ホームページ「環境のコーナー」開設
国内全製造工場にてISO14001認証取得完了

1998年 タイで植林活動開始
グリーン製品発表

1999年 環境会計制度の導入
ベトナムで植林活動開始

環境活動の歩み
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2000年 国内開発・サービス4事業所にてISO14001認証取得完了
環境本部発足
デスクトップ・パソコンで、初のエコマークを取得

2001年 第3期富士通環境行動計画策定
カレンダーに植林木採用
マレーシアで植林活動開始

2002年 世界初、「スズ-亜鉛-アルミニウム組成の鉛フリーはんだ材料」を開発
世界初、環境負荷の少ない「生分解性プラスチック」部品をノートパソコンに採用
富士通グループ環境方針制定
世界初、自社再生マグネシウム合金をノートパソコンに適用

2003年 植林ネットワークゲーム「リズムフォレスト」を活用した植林活動支援を開始
国内全13工場で、廃棄物のゼロエミッションを達成

2004年 富士通の全事業所で、国内最大規模のISO14001統合認証を取得
新規開発製品について、グリーン製品化100％を達成
第4期富士通グループ環境行動計画策定

2005年 国内グループ会社を対象としたISO14001グループ統合認証を取得
スーパーグリーン製品の提供を開始

2006年 海外グループ会社を含めたISO14001のグローバル統合認証を取得するなど
グループ全社で環境経営の体系を確立

2007年 第5期富士通グループ環境行動計画策定
グリーンICTによるお客様の環境負荷低減プロジェクト
「Green Policy Innovation」をスタート

2008年 中期環境ビジョン「Green Policy 2020」策定

2009年 富士通グループ生物多様性行動指針策定

2010年 第6期富士通グループ環境行動計画策定

2011年 環境経営ダッシュボードの本格運用を開始
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富士通グループは、先進のICTで世界の工業都市の環境配慮を支えることで、持続可能な経済発展、グリーン成長の実現に貢献
していきます。

タイ王国・富士通が挑む、先進の大気汚染常時監視システム

工業都市の持続可能な発展に向けて、大気の常時監視で貢献

首都バンコクから自動車で東へ約3時間。タイ東部臨海部は、1970年代に天然ガス田が発見されたのを契機に、工業団地の建
設が進みました。なかでも国内最大級の石油化学コンビナートを擁するマプタプット工業団地は、タイ王国の工業化の象徴とし
て広く知られています。

タイ王国では、近年の環境汚染問題の反省を踏まえ、これからの工業都市において環境リスクを防止・最小化できるよう、大
気を常に監視し、異常時には早期に警鐘するシステムの導入が望まれていました。2010年8月、タイ王国科学技術庁の長官と副
長官が訪日されたのを機に、富士通は即座にマプタプット工業団地を視察しました。その後、タイ王国科学技術庁をはじめとす
る日タイ関係機関と富士通との協議により、日タイ協同プロジェクトとしてこの問題に取り組むことに合意し、その基本方針を
決定しました。こうしてタイ王国における工業都市の大気常時モニタリングに向けた取り組みがスタートしました。

プロジェクトは、産官学の知見を総動員して工業都市の環境配慮に取り組むという大規模なもので、日タイ間のグリーン・
パートナーシップ・プログラムの下で、富士通はNEDO研究協力事業として取り組んでいます。タイ側の工業省、科学技術開発
庁、タイ工業団地公社、チュラロンコン大学からは、揮発性有機化合物（VOC：Volatile Organic Compounds）を中心とする大
気汚染の常時監視と拡散シミュレーションの研究支援、環境監視に関する技術移転の3点が求められています。

高精度大気常時モニタリング

国内導入実績が豊富な環境モニタリングシステム導入へ

タイ王国の最大のニーズは、ベンゼンをはじめとする、がんや呼吸器系疾患の原因物
質とされるVOCの飛散状況を収集・解析する環境モニタリングシステムの導入で
す。VOCは空気中を飛散しながら、化学反応によってさまざまな物質へ変化する性質が
あります。そこで、健康被害と化学反応性を考慮した監視対象化合物の選定と測定地点
の最適化が必要でした。富士通は国内導入実績が豊富で、かつグッドデザイン賞も受賞
している環境モニタリングシステムの導入を提案し、現在はICTインフラ整備と、タイ
王国が推進するセンサ局設置の支援を行っています。

また、VOC拡散のリスク予測や環境影響評価などに向け、環境シミュレーション研究
の基盤づくりが不可欠となります。そこで、大気汚染に関して日本で有数の研究機関であるACAP(注1)との連携により、VOC拡
散予測モデルの構築とシミュレーション研究用情報基盤の整備を支援しています。

VOCは化学反応性が富む性質から、VOC拡散予測モデルは世界的に見ても最先端の研究分野です。今後はシミュレーションに
必要な高性能コンピューティング環境をチュラロンコン大学に導入し、早期警報とリスクアセスメントの確立に取り組みます。

現地で環境監視を行う人材の育成が今後の重要な鍵に

大気汚染の防止は、モニタリングシステムや拡散予測モデルの構築だけでは終わりません。継続的に環境管理を行えるよう、
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現地の方々への技術トレーニングと知見の移転など、人材育成にも積極的に取り組んでいます。

とりわけ予測シミュレーション研究は専門性が極めて高いことから、タイ王国の環境研究者の方々を日本に招いて、ACAPと
共同で日タイワークショップを開催しました。これは今後も定期的に実施していく予定です。また現地での運用管理を円滑に進
めるために、作業標準化やデータ品質保証のマニュアル整備を行うとともに、運用者に対する現地トレーニングも行う予定で
す。

街や人々の暮らしを支えるICTをもっと広げるために

このプロジェクトの環境監視システムが稼働すると、工業団地内外に設置されたセンサから収集された高精度データをチュラ
ロンコン大学で集約・解析し、行政機関へ伝達するほか、周辺住民の方々へも広く普及している携帯電話などを介して情報が提
供できるようになります。

タイ王国では高度経済成長とともに、こうした環境問題も顕在化してきました。今後も富士通はタイ王国と連携して、このプ
ロジェクトを統合環境監視システムのモデルケースとして、ほかの工業団地への展開も進め、タイ王国における環境・防災社会
の実現を目指します。

さらにほかの新興国においても同様のニーズの高まりが予期できることから、富士通はICTによる都市の環境監視ソリューショ
ンを幅広く提供していくことで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

（注1）ACAP：
アジア大気汚染研究センター（Asia Center of Air Pollution Research）。
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「低炭素で豊かな社会」の実現に貢献する、富士通グループのグリーンICT

先進的な環境ソリューションやサービス、製品を通じて、暮らしや社会のあらゆるところで環境負荷低減を支援する富士通グ
ループのグリーンICT。より多くの地域で、より多くの人々に貢献していくために、そのフィールドはいまも広がり続けていま
す。
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（注1）：
株式会社富士通研究所が開発した環境影響評価手法を用いて算出。

（注2）：
使用時における消費電力の従来製品との比較。

（注3）：
性能当たり動作時消費電力の従来製品との比較。

（注4）：
当社社内事例。
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横浜市様と富士通によるPC消費電力量測定実験を実施

2011年6月、夏の電力不足による節電要請に対する取り組みとして、横浜市様と富士通および株式会社富士通総研は、市
役所のオフィスで使用されているPCの省電力設定の効果を測定するため、スマートコンセントを用いたPC消費電力量の測
定実験を実施しました。

実験の結果、横浜市様の全ての事務用PCに省電力設定を適用した場合、推計で年間約22万kWhの消費電力を削減できるこ
とがわかりました。

スマートコンセントを活用することで、単に消費電力量を測定するだけでなく、オフィス機器の運用改善や設定変更に
よって得られる省エネ効果、ピーク電力削減に有効な施策を「見える化」することができます。富士通と富士通総研は、今
後もスマートコンセントを利用してオフィス機器の消費電力量を「見える化」し、お客様の省エネ対策を積極的に支援して
いきます。

【プレスリリース】 スマートコンセントで横浜市様のPC消費電力量の「見える化」を実施
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スイートコーン畑とセン
サー

山梨県における農業の活性化を、富士通のICTで支援

富士通は、農産物をはじめとした生物資源の持続可能な利用への貢献を目指し、ICTを活用した
一次産業への支援を推進しています。こうした取り組みの一つとして2012年3月14日より、山梨
県が推進する「やまなし企業の農園づくり制度」を活用して、富士通が開発した農園情報センシ
ング・ネットワークを用いたスイートコーン栽培における実証実験を開始しました。

西八代郡農業協同組合様、株式会社旬果市場様のスイートコーン栽培の畑地に、温湿度セン
サーと簡易カメラが一体となったセンサーボックスを設置し、ビニールトンネル内外の温湿度
データとビニールトンネルの開閉の画像を無線ネットワークを利用して収集します。収集した
データを分析し、栽培に最適なビニールトンネル内の温湿度管理を見極めることで、ベテラン農
家のノウハウが「見える化」され、新規就農者や新規参入法人の育成に役立てることが期待され
ます。

【プレスリリース】 山梨県における農業活性化を富士通のICTで支援

「Green Policy Innovation」とは：お客様や社会の環境負荷低減に貢献
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あらゆる先端技術の研究開発において方針立案段階から環境負荷低減に配慮し、省電力化や次世代エネルギー利用に貢献する
技術を創出しています。

基本的な考え方

環境負荷低減に寄与する製品・サービスの開発を推進

富士通グループが中期環境ビジョン「Green Policy 2020」で掲げた目標である「2020年に国内で年間約3,000万トンのCO2排

出量の削減」を達成するためには、従来よりもさらに環境負荷低減効果が大きい革新的な先端技術を開発していくことが必要で
す。

そこで、富士通グループの先端グリーンICTの研究開発を担う株式会社富士通研究所では、「先端グリーンICTの研究開発をさ
らに強化し、富士通グループのビジネスに一層貢献する。」をスローガンに掲げ、環境負荷低減に寄与する技術の研究開発を推
進。「Green R&D」をコンセプトに、材料、デバイスからファシリティ、システム・ソリューションに至るまで、すべての開発
において環境視点に基づく開発方針を立て、実践しています。

2011年度の取り組み

研究開発段階からCO2排出量削減効果を定量評価する取り組みを推進

環境視点に基づく研究開発を加速させていくために、富士通研究所は、研究開発中のすべての先端技術に対して、その技術が
搭載される製品・サービスの使用段階のCO2排出量の削減効果（環境貢献度）を定量的に評価する取り組みを推進しています。

この取り組みは、研究所内の全部署横断で実施されており、研究者が自身の担当する技術について評価することができるため、
環境視点での技術の注力ポイントが明確化します。また、これまでの技術の評価軸であった「性能/機能・品質」「コスト」に
「環境」を加えることで、3軸のバランスが取れた先端技術の研究開発が可能になりました。

研究開発の基本方針

グリーンICTを重点分野とした革新的先端技術開発を推進します

バリューチェーン全体の低炭素効果の見える化

ユビキタス機器の低炭素技術

データセンターおよびネットワークの省エネ技術

環境ソリューションテクノロジー

トータルな技術開発とオープンイノベーションによるシナジーを発揮します

材料・デバイスからソリューションまでの要素技術の集約

グローバルな技術連携

「第6期富士通グループ環境行動計画」では、「先端グリーンICTの研究開発の強化」を重点項目の1つに掲げ、「次世代デー
タセンターおよびネットワーク分野」と「ソリューション分野」に分けてそれぞれ目標を設定しています。

次世代データセンターおよびネットワーク分野の目標は「ICT機器の効率をトータルで2倍以上にする技術を2012年度末までに

先端グリーンICTの研究開発
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開発すること」、ソリューション分野の目標は「環境負荷低減効果を向上する技術の開発割合を2012年度末までに70％以上にす
ること」です。

2011年度は、次世代データセンターおよびネットワーク分野において、年度目標である「ICT機器の効率を1.5倍にする技術の
開発」を達成。ソリューション分野も、年度目標の「環境負荷低減効果を向上する技術の開発割合を60％以上にする」に対し、
開発割合61％となり、目標を達成しました。

今後も富士通研究所では、先端技術の環境貢献度を一層高めていくとともに、個々の技術のみならず運用管理も含め、各技術
を連携させた総合システムなど、適用領域の拡大を目指していきます。
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超大容量の光ファイバー伝送システムを小型・低消費電力化する高性能歪み補償回路を開発

2011年9月、富士通は数100km以上の長距離伝送システムにおいて、光ファイバーで伝送する信号の波形歪みを補正する
デジタル信号処理アルゴリズムを開発しました。

毎秒100ギガビットを超える超高速信号は、数100km以上の長距離を光ファイバーで伝送されるにつれ、非線形光学効果
により波形に歪みが発生し、信号を正しく受信することが困難になります。しかし、信号の歪みを受信器で補正し、きれい
な波形に復元する非線形補償技術は、実装するのに膨大な回路規模が必要となり、回路規模の削減が課題となっていまし
た。こうした中、富士通では2010年9月に従来よりも大幅な回路削減ができる独自技術を開発しましたが、一方でさらなる
低消費電力化・小型化が望まれていました。

今回の技術開発は、従来よりも小型かつ低消費電力で提供することを可能にし、また超高速かつ大容量のデータ活用が可
能となるため、次世代のスマートフォンやクラウドサービスの進展を支えるネットワークの実現につながります。

今後は、2015年頃の実用化を目指すとともに、データセンター内やアクセス網などに向けた大容量の短距離伝送など、幅
広い応用分野への展開も検討していきます。

【プレスリリース】 超大容量の光ファイバー伝送システムを小型・低消費電力化する高性能歪み補償回路を開発
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CPUの廃熱を用いた冷却技術を開発

2011年11月、CPUから発生する廃熱を利用して、サーバルームの冷却に使用する冷水製造の技術を開発しました。

現在、工場の大半では、電気により冷水を製造しています。一方で、高い温度の廃熱を使って製造した冷水を利用すると
いう新たな試みも始まっています。

CPUによる熱を有効利用して冷却用の冷水を連続的に製造するためには、水温を65℃以上で安定させることが条件となり
ます。そのため、65℃よりも温度が低く、CPU処理の負荷変動で温度が一定しないICT機器から発生する廃熱の利用は難し
く、空調装置の室外機から放熱するだけで、冷却用の冷水を製造するには不向きと考えられてきました。

こうした中、今回開発した冷却技術では、55℃と温度が低いCPUより排出される廃熱から連続的に冷水を製造することが
可能となります。また、この冷水を空調装置に使用することにより、データセンターの空調消費電力を最大で約20％削減す
ることができます。これは、サーバラック1台当たり、年間最大1.2万KWh、杉の木360本分のCO2排出量削減に値します。

今後は、装置の大規模化やスペース効率の向上、信頼性向上など、さらなる技術開発を進め、2014年頃のデータセンター
での適用を目指します。さらに、工場やオフィスビル、太陽熱発電システムなど、データセンター以外での低温廃熱への活
用も目指します。

【プレスリリース】 CPUの廃熱を用いた冷却技術を開発
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業界初、スマートシティへの展開に向けたピーク電力削減技術を開発

2011年12月、通信業界では初めてとなる、スマートシティへの展開に向けたピーク電力削減技術を開発しました。

東日本大震災の影響による電力の供給力不足に対して、新たな電力源の活用が期待されており、今後様々な場所に多数の
蓄電池が配置されると考えられています。そこで、ピーク電力の削減や使用電力の平準化を実現する仕組みづくりが重要と
なりますが、実際にスマートシティで展開するにあたっては、様々な場所に配置された蓄電池の充放電を制御し、スマート
シティ全体で階層的にピーク電力を削減することが必要になります。しかし、ユーザー数や利用する電気機器が様々で使用
電力も大きく変動する小規模コミュニティーでの正確な予測は困難です。また、ピーク電力の増加や蓄電池の寿命を考慮し
た充放電スケジュールも計画する必要があります。

今回開発した技術では、オフィスや住宅街などの使用電力や蓄電池の残量、使い方などの情報をクラウド上に収集。クラ
ウド上から蓄電池を統合制御することで、ピーク電力を効果的に削減することが可能となります。今後、スマートシティへ
の展開を目指し、安定した電力社会の実現に向けて取り組んでいきます。

【プレスリリース】 業界初！スマートシティへの展開に向けたピーク電力削減技術を開発
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電力削減20％を実現できるネットワークの自動設計技術を開発

2011年8月、イーサネットネットワークの設計時に必要とされる通信速度やネットワーク構成などの要件を満たした上
で、ネットワーク全体の消費電力を従来と比べて約2割削減できる自動設計技術を開発しました。

これまでのネットワーク設計では、ピーク時のデータトラフィック量に対応することを最優先に設計されており、高速回
線の増強や高性能なネットワーク機器の配置を技術者が設計することにより実現してきました。その際、ネットワーク機器
や回線の接続の仕方によっては消費電力が大きい場合があります。しかし、消費電力を最小にする以外にも、拠点間の通信
速度など数多くの設計条件を考慮しなければならないため、人手でのネットワーク設計では全体を把握することが難しく、
余剰な消費電力が発生しがちなことが課題となっていました。

今回の自動設計技術により、ネットワークの消費電力を削減することに加え、お客様が要望するネットワーク構成や通信
速度、使用機器に合わせて、低コストのネットワークを設計することも可能となりました。

今後は、この技術をイーサネット以外のネットワークへ適用させるための開発を進め、実用化に向けての研究を推進して
いきます。

【プレスリリース】 電力削減20％を実現できるネットワークの自動設計技術を開発
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製品の環境配慮

富士通グループは、製品の新規開発にあたってグループ一体となったエコデザインを推進し、製品のライフサイクル全体を通
じた環境パフォーマンスの向上に努めています。1993年からは製品環境アセスメントを実施し、「省エネルギー」「3R設
計（注1）」「含有化学物質」「包装」「情報開示」などに対応した「環境配慮型製品」の開発に取り組んでいます。ま
た、1998年には、環境配慮型製品の開発をさらに強化していくために「グリーン製品評価規定」を制定し、基準に適合する製品
を「グリーン製品」と位置づけました。2004年には「製品環境アセスメント規定」と「グリーン製品評価規定」を統合し、環境
配慮基準をレベルアップさせた「製品環境グリーンアセスメント規定」を制定、グリーン製品の開発の強化と効率化を図りまし
た。

2004年度からは、新規開発製品を対象として「スーパーグリーン製品」の開発に取り組んでいます。「スーパーグリーン製
品」とは、グリーン製品であることを前提条件とし、「省エネルギー」「3R設計・技術」「含有化学物質」「環境貢献材料・技
術」など環境要素がトップグループレベルにあり、市場製品または自社製品との比較において優れた製品またはシステムとして
認定されたものです。さらに2010年度からは、スーパーグリーン製品の定義を「『省エネルギー』と『その他分野（省資源な
ど）』の両方においてトップグループレベルである」という、より厳しい基準に見直しました。2011年度は、新たに22製品群に
おいて「スーパーグリーン製品」を認定しました。

また、グリーン製品開発をグローバルに推進するために、国際規格IEC 62075（注2）に準拠し、市場のグリーン要求なども取
り込んだ社内基準「環境配慮設計規定」を2011年に策定しました（注3）。富士通のパソコンやサーバは、同規定に基づき日本お
よび欧州の双方で開発・設計され、グローバルに提供しています。

（注1）3R設計：
廃棄物のReduce（発生抑制）・Reuse（再使用）・Recycle（再資源化）を考慮した設計。

（注2）国際規格IEC 62075：
オーディオ、ビデオ、情報および通信技術機器-環境配慮設計。2008年に発行され、2010年にJIS C 9914として制定。

（注3）対象製品：
パソコン、サーバ、ストレージシステム。

製品の環境配慮

「グリーン製品」「スーパーグリーン製品」の開発を推進し、製品のライフサイクル全体を見据えた環境負荷の低減に取り組
んでいます。
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環境配慮型製品 グリーン製品

環境配慮トップ型製品 スーパーグリーン製品

PRIMERGY RX300 S7

エネルギーの消費効率を最大73％改善するPCサーバ「PRIMERGY RX300 S7」

グローバルに展開する企業は、各国においてデータセンターの環境に対する配慮
が要求されています。そこで、エネルギー効率を向上することにより、冷却設備に
負荷をかけることなく既存の電力容量の範囲内でより多くの業務を実行することが
できるとともに、環境負荷低減にもつながります。こうした中、富士通が提供す
るPRIMERGY RX300 S7は、シングルノードサーバとしては世界で初めて、サーバ
製品のエネルギー効率指標であるSPECpower_ssj®2008（注4）におい
て5,000overall ssj_ops/watt超を達成しました。

システム統合管理運用ツールの「ServerView Suite」は、容易かつ自動化された操作にてPRIMERGYの電力管理を支援し
ており、PCIeポートが使われていない時に自動的にオフにすることができます。また、変換効率94％の電源ユニットなど
数々の先端技術を積極的に導入することで当社従来製品と比べて最大73％のエネルギー消費効率改善を実現してお
り、SPECpower_ssj®2008の記録達成に貢献しています。さらに、リサイクル容易な材料を活用しているため、リサイクル
可能な材料が本製品の99％以上を占めています。

（注4）SPECpower_ssj®2008：
Standard Performance Evaluation Corporation（SPEC®）によって開発・販売されているボリュームサーバクラスコンピュータのエネルギー
効率を測定するベンチマーク。

Fujitsu Technology Solutions 製品開発グループ シニアバイスプレジデント Jens-Peter Seick

利用可能な資源を最大限効率よく使うということは、データセンターにとって多くの投資や時間を要する
チャレンジです。富士通グループは、この挑戦に対する数多くのイノベーションを提供しており、我々のお
客様のご要望に応える効率と性能を揃えた製品を、データセンターの規模にかかわらず提供していきます。

66

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/gp/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/gp/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/gp/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/sgp/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/sgp/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/sgp/


ESPRIMO Q910

ライフサイクルにおけるカーボンフットプリントを低減する「ESPRIMO Q910」

ESPRIMO Q910は、高効率電源ユニットを採用したことにより放熱および消費電
力の低減を実現し、お客様の省エネに関するご要望に応えています。また、机上ス
ペースをより有効利用いただけるコンパクトな設計は、その優れたデザインにより
「Red Dot Design Award 2012」を受賞しました。

小型パソコンでは、通常外付けのACアダプタが主に使われているため、一般的
なACアダプタの変換効率は87％が標準的となっています。こうした中、本製品
は90％の変換効率を実現した電源ユニットを1.9リットルの筐体内に搭載しなが
ら、HDDやメモリの拡張を可能としています。

また、ESPRIMOシリーズは、その多くがハロゲンフリーのプリント基板をメインボードに採用しており、さらなる環境負
荷低減に努めています。筐体部品からハロゲンやPVC（注5）を取り除くことは、すでに各種エコラベルにて導入されていま
すが、本製品はケーブルの絶縁材およびファンのプラスチック部品からもPVCを撤廃することに成功しています。加えて、
電源コードのPVCフリー化も実現し、お客様に提供しています。

（注5）PVC：
ポリ塩化ビニルの略。

Fujitsu Technology Solutions ESPRIMO Q システムボード 開発リーダー Peter Kastl

安全性、製造、保守性など様々な要求を満たすのは我々にとってチャレンジでありましたが、とりわけ拡
張性を確保する点では多くの困難に直面しました。
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FACT-V X200

常時エコモードにより消費電力を約40％削減した新型ATM「FACT-V X200」

FACT-V X200は、常時エコモードで稼働し消費電力を従来機（注6）比で約40％削減、さらに、
一定時間お客様の操作がない場合はスーパーエコモードへ移行し自動的にユニット電源を切断、
待機時消費電力を約75％削減（注6）します。

本製品はスーパーグリーン製品として、再生プラスチックや植物性樹脂の一部利用、製品リサ
イクル率の向上などの面で環境配慮がなされているほか、次世代紙幣ユニット搭載により国内最
大級の紙幣容量を持ち、多様な運用方式への対応や高信頼設計を行うなど、運用性の面でも大幅
に向上しています。

さらにすべてのお客様に心地よく使っていただくためにFACT-Vシリーズで継承しているユニ
バーサルデザインをさらに進化させ、あらゆる人に使いやすい設計を行っています。例えば顧客
操作、特に色覚の個人差に関して、ATMとしては国内で初めて、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の認定を受ける
など、ヒューマンセントリックな開発の取り組みを推進しています。

（注6）：
当社従来機種「FACT-V／FACT-V model10」と比較した場合。

富士通フロンテック 金融システム事業部 第一技術部 プロジェクト課長 向川 聡

ATMの構成は、制御部／メカユニット／ファームウェア／ミドルウェア／アプリケーションなど非常に多
岐にわたっています。開発当初より数値目標を明確化し、それぞれの担当開発者が同じ方向を向いて開発を
推進、コンポーネントレベルで消費電力低減に向け徹底した取り組みを実施したことで、大幅な消費電力削
減を実現しました。
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「環境効率ファクター」を活用した製品の環境負荷低減

富士通グループでは、新規開発するグリーン製品を対象に、製品の価値向上と環境負荷低減を同時に評価できる「環境効率
ファクター（注7）」を第5期環境行動計画（2007年度）から導入しています。第6期環境行動計画では、基準製品の対象年度
を2005年度から2008年度に変更し、活動を継続しています。また、2011年度には2010年度末の実績状況を踏まえ、目標値を上
方修正しています。 2011年度の実績は、新たに設定した目標の3.5に対して4.1を達成し、目標値を上回りました。実績に寄与し
た主な製品群は、フォトニクス製品、基幹IAサーバ、基地局です。これらの製品群における環境効率ファクターの向上は、製品
の通信速度やデータ処理能力の向上および製品重量や消費電力の削減により実現しています。

（注7）環境効率ファクター：
製品の環境負荷と価値（機能・性能）の向上を定量的に捉え、新旧製品の比較を行うもの。より少ない環境負荷でより高い価値を提供できる製品
づくりを促進するために導入した環境指標。

ライフサイクルアセスメント（LCA：Life Cycle Assessment）の実施

富士通グループでは、すべてのグリーン製品においてLCAの実施を義務づけており、製品群ごとに算定基準を作成し、独自の
データベース（注8）を用いて製品の環境負荷を効率的に評価しています。

LCAを実施することによって、ライフサイクルのどの部分で環境負荷が大きいのかを把握することができ、効果的な環境配慮
型製品設計を進められます。さらに「富士通LCA」活動のノウハウを応用し、環境効率ファクターの算出を実施するとともに、
お客様へのコミュニケーションツールとして積極的に活用しています。

（注8）独自のデータベース：
産業関連表に基づき株式会社富士通研究所が作成した原単位データベース。
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3R設計の推進

富士通グループは、独自の製品環境アセスメントやグリーン製品評価を通じて、省資源化やリサイクル性の向上など、3Rを考
慮した様々な技術の適用に努めています。例えば、部品点数やケーブル本数の削減、性能向上や高集積化による省スペース化、
マニュアルの電子化など、省資源化に有効な技術を製品に展開しています。

また、製品の設計段階から再利用しやすい部品を活用してリサイクル率向上を図るとともに、リサイクル体制を整備し、使用
済ICT製品の回収・再資源化を進めています。例えば、レンタルバックなどで返品された製品の中から有用な部品を選別、抽出
し、新作部品と同等の品質であることを確認したうえで、新製品の部品の一部または保守用部品として再活用しています。

包装材への環境配慮

包装外箱や緩衝材の使用量を減らすために様々な工夫に取り組んでいます。ノートパソコンの輸送は従来1台ずつダンボール箱
に梱包していましたが、1つのリターナブルコンテナに複数台収納することで、輸送スペースの削減と廃ダンボールレス化を実現
しました。大型製品の輸送でも従来の発泡緩衝材をリターナブルエアプロテクターに替えることで、大幅にCO2排出量を低減し

ました。 また、パソコンなどを包装する段ボール箱の印刷には、大気汚染物質である揮発性有機化合物（VOC）の含有量が少な
い大豆インキを使用しています。
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製品含有化学物質への取り組み

富士通グループは、人や環境への有害性があり、法律によって使用が禁止もしくは規制されている物質を「富士通グループ指
定含有禁止物質」と定めています。それらの使用を厳しく禁じるとともに、グリーン調達活動を通じて対象物質の排除に取り組
むことで、「富士通グループ指定含有禁止物質」を含まない製品を提供しています。

また、お客様の安全を守るため、特定の化学物質がもたらすリスクを最小化することを重点課題と認識しています。このた
め、物質の有害性が十分に明確化されていなくても有害性が懸念される物質については、「富士通グループ指定含有管理物質」
または「富士通グループ指定含有報告物質」と定め、予防原則の考えに基づき、対象物質の危険性が判明した段階で使用禁止に
移行できるよう、含有量を管理しています。

この取り組みは、日本国内の規制だけでなく、グローバルな製品含有規制にも対応しています。

 富士通グループ指定含有禁止物質 [212KB]

 富士通グループ指定含有報告物質 [141KB]

 富士通グループ指定含有管理物質 [130KB]

法律で禁止・規制されている化学物質の管理

「富士通グループ指定含有禁止物質」は、グローバル共通禁止物質と各国・地域における禁止物質の2つのカテゴリから構成さ
れています。

また、富士通グループでは「富士通グループ グリーン調達基準」を定め、お取引先に対して化学物質管理システム（CMS）の
構築による製品含有化学物質管理の徹底を指導することで、源流管理を重視した含有化学物質の管理を強化しています。

グローバル調達体制によるグリーン調達

さらに、RoHS指令（注1）など法規制への対応としては、製品の事業責任を負う製品事業部門を中心に、品質保証部門、購買
部門、環境部門を含めた体制を構築し、設計から出荷に至る各プロセスで化学物質管理の徹底を図るなど、社内はもとよりサプ
ライチェーン全体を含め組織的に活動しています。

（注1）RoHS指令：
電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令。

製品に含まれる化学物質の削減

国内外を問わず法律で規制されている化学物質や有害性が懸念される物質についてお取引先の協力のもと、厳格な管理に取り
組んでいます。
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有害性が懸念される化学物質の管理

「富士通グループ指定含有報告物質」にはREACH規則（注2）の認可対象候補物質（注3）を含めており、お取引先から含有情
報を収集し、製品単位での含有状況を管理しています。また、「富士通グループ指定含有管理物質」は、各国の法律では規制さ
れていないものの有害性が懸念されている物質を対象としており、お取引先から含有情報を収集しています。

PVC（ポリ塩化ビニル）に関しては、含有量を管理するだけでなく、グリーン調達基準でも「可能な限り使用しないこと」を
要求しており、ケーブルの被覆や電子部品の絶縁材料を除いて使用を抑制しています。たとえば2012年6月より欧州地区を中心
に販売開始したデスクトップパソコン「ESPRIMO Q910」において、ハロゲンフリープリント基板の採用およびPVCフリー（一
部）対応をしています。

（注2）REACH規則：
化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則。

（注3）REACH認可対象候補物質：
REACH規則で規定される特性（発がん性、変異原性、生殖毒性など）を有する物質から選定。製品中に含有する場合は、その情報伝達義務が生
じる。

製品の環境配慮「ESPRIMO Q910」

化学物質管理の仕組みづくりへの貢献

富士通グループでは、化学物質管理への取り組みはサプライチェーン全体の課題であるとの認識から、業界団体であるアー
ティクルマネジメント推進協議会（JAMP）などの活動に参画し、効率的に情報を伝達する仕組みの構築・普及に貢献していま
す。

その中でも、同協議会のAIS（アーティクル・インフォメーション・シート）という含有化学物質情報伝達記入シートについ
て、入力フォーマットおよび入力支援ツールの企画段階から携わったほか、業界全体へのAISの普及を目的に、お取引先に対する
実践教育、含有化学物質情報を適切に管理するためのガイドライン作成にも参加しました。さらに、情報伝達をスムーズに行う
ための環境づくりとして、複数企業からの情報交換要求に対応するJAMP情報流通基盤（JAMP-IT）の利用促進活動も担ってい
ます。
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富士通グループではREACH規則の対象物質ばかりでなく、有害性が懸念される物質の含有の有無や使用用途を把握・管理する
ために、2010年6月よりAISを全社的に導入しています。今後は収集したデータを活用し、化学物質による人および環境への影響
の最小化に寄与していきたいと考えています。

ICTを活用した製品含有化学物質の管理

富士通グループでは、お取引先から調達している部品・部材に含有する化学物質の情報を、調査依頼から収集までシステムで
一元管理しています。さらに、このシステムを活用して、収集した物質情報を製品ごとに積み上げて計算し、製品レベルでの規
制化学物質の含有量を把握・管理しています。

また、このような社内ノウハウを活かしたパッケージソフトとして、環境業務ソリューション「PLEMIA／ECODUCE」を提
供しています。
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製品のリサイクル

グローバルな観点から使用済みICT製品の回収とリサイクルを推進し、資源循環型社会づくりに貢献しています。

生産者責任の考え方に則ったリサイクル活動

富士通グループは、製品の設計・製造段階だけでなく、廃棄やリサイクルの段階まで生産者が責任を負うという「拡大生産者
責任（EPR（注1））」の考え方に則って、各国の廃棄物処理やリサイクルの法規制に沿ったリサイクル活動を推進しています。
さらに、自社の製品に対して責任を負う「個別生産者責任（IPR）」にも則って、回収が義務づけられていない国でも、可能な
限りの回収、再利用、リサイクルを進めています。

富士通グループにとって、IPRはビジネスを全世界に拡大するうえでの大きな挑戦ですが、EPRも含めてこれらへの対応を業
界団体や各国政府と連携しながら進めることによって、すべての利害関係者の要件や要請を満たした資源循環型の社会づくりに
貢献できると考えています。

（注1）EPR：
Extended Producer Responsibilityの略。生産者の責任を、製品の設計、製造段階だけでなく、廃棄処理・リサイクル段階まで拡大する考えのこ
と。日本では、2000年6月に施行された「循環型社会形成推進基本法」に明記されている。

第6期環境行動計画の目標と実績

「富士通リサイクルセンターにおいて事業系ICT製品の資源再利用率（注2）90％をグローバルで維持する」を目標にしてお
り、2011年度の実績は、94.1％（国内90.9％、海外98.5％）と目標を達成しています。

（注2）資源再利用率：
事業系使用済みICT製品の処理量に対する再生部品・再生資源の重量比率。

産業廃棄物広域認定書

国内における製品リサイクルの推進

富士通は、産業廃棄物広域認定制度の認定業者として、各種契約手続きを含めた産業廃棄物の適
正処理を全国規模で受託しています。

日本全国をカバーするリサイクルシステムを構築するため、富士通リサイクルセンターを国内各
地に設置。徹底したトレーサビリティとセキュリティを確保しながら、高い資源再利用率を達成す
るなど、安心・安全なサービスの提供を通じて、拡大生産者責任（EPR）を確実に実践していま
す。
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富士通リサイクルセンターのご紹介

使用済みICT製品の回収・リサイクル実績

製品の小型化・軽量化に伴って回収重量は減りつつありますが、2011年度に法人のお客様から回収したICT製品（事業系使用
済みICT製品）の処理量は5,487トン、資源再利用率は90.9％となりました。また、個人のお客様の使用済みPCの回収台数
は83,358台となりました。

事業系使用済みICT製品の資源再利用率の推移

年度 2008 2009 2010 2011

資源再利用率 91.5％ 90.8％ 90.6％ 90.9％

製品リサイクル情報の提供

富士通は使用済みICT製品を適正に処理するために、解体マニュアル電子管理システムを開発し、2004年度から運用していま
す。

このシステムを通じて、含有化学物質、プラスチック材質、顧客データが保存されるユニットなど、製品リサイクルに必要な
情報と動画形式などの解体マニュアルを社内ウェブサイトから富士通リサイクルセンターに提供しています。
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再資源化の推進

回収した製品は、熟練者の手作業で丁寧に解体し、鉄、銅、アルミ、貴金属類、ガラス、20種類のプラスチックなど素材ごと
に分別しています。また、動画の解体マニュアルを活用して手解体のレベル向上に取り組んでいます。選別の難しいプラスチッ
クについては、材料識別機を導入して、樹脂の種類により分別を徹底しています。このように、可能な限り廃棄物を減らすとと
もに、再び製品をつくるための資源へと生まれ変わらせるよう努力を重ねています。

また、こうした取り組みをお客様に知っていただくため、展示会などにおいて再生プラスチックを使用したボールペンやクリ
アホルダーを配布しているほか、パソコンの手解体を実演しています。

リサイクル統合情報管理システム

トレーサビリティシステムの開発

富士通はリサイクル統合情報管理システムを開発し、2007年度から富士通リサイクル
センターに導入しています。

このシステムでは、お客様のICT製品にバーコードを貼り付け、リサイクルセンター
の受け入れから解体、ハードディスクの破壊処理完了に至るまで、リサイクルプロセス
の履歴をお客様ごとに情報管理することで、盗難や不法投棄を防止します。
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セキュリティシステムの運用

富士通リサイクルセンターは、赤外線カメラで侵入者や受け入れ品の保管状況を自動監視し、高いセキュリティ性を維持して
います。

お客様向けリサイクルサービスの提供

お客様向けにリサイクルサービスの提供を行っています。

ICT製品の処分・リサイクル

FTSの環境ブースでパソコン解体を
体験されるお客様

海外における製品リサイクルの推進

富士通グループは、EMEA・米州（アメリカ、カナダ、ブラジル）・アジア（シンガポール、フィリピン、オーストラリア、
香港、台湾、韓国）で製品リサイクルを実施しています。

Fujitsu Technology Solutions（Holding）B.V.（FTS）は、EU27ヵ国およびノルウェー、
スイスで法人および個人のお客様を対象に、パートナー企業による廃棄ICT製品のリサイク
ルを行っています。また、ドイツの自社リサイクルセンター（Paderborn）では、1988年か
ら再資源化に取り組み、手作業による解体を基本としてきめ細かく素材を分類していま
す。2011年は3,468トンの廃ICT製品をリサイクルし、資源再利用率は、98.5％となりまし
た。

こうした活動を広く発信するため、2010年にドイツで開催された世界最大級のICT関連の
展示会CeBIT2010において、同社でのリサイクルへの取り組みを紹介するとともに、ブース
内でPC解体の実演を行い、ドイツの環境大臣にもお立ち寄りいただきました。

このほかの海外拠点においても現地のリサイクルパートナー企業と提携し、ICT製品のリサイクルを推進しています。

シンガポール：Fujitsu PC Asia Pacific Pte. Ltd.（FPCA）（2007年から開始）

ブラジル：Fujitsu do Brazil Ltda.（FBR）（2010年から開始）

オーストラリア：Fujitsu Australia Ltd.（FAL）（2006年から開始）

韓国：Fujitsu Korea Ltd.（FKL）（2003年から開始）
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製品環境情報の公開

富士通グループは、インターネットでの情報開示や環境ラベルを通じて、製品の環境情報をお客様に積極的に公開していま
す。

2006年度末から、米国政府機関を中心に利用されているグリーンPC購入促進のための制度「EPEAT」にノートパソコンを登
録しています。また、日本のグリーン購入法の対象となる電子計算機、磁気ディスク装置、ディスプレイ、プリンタ、スキャ
ナ、携帯電話の製品環境情報は環境省のウェブサイトで、日本における国際エネルギースタープログラムに適合するコンピュー
タ、ディスプレイ、プリンタ、スキャナは財団法人省エネルギーセンターのウェブサイトで、それぞれ情報公開しています。

EPEATウェブサイト：米国電気電子技術者協会（IEEE）による電子製品環境アセスメントツール（EPEAT）の情報

環境省ウェブサイト：グリーン購入法の対象製品の情報

財団法人省エネルギーセンターウェブサイト：国際エネルギースタープログラム適合製品の情報

「PCグリーンラベル制度」適合製品リスト：一般社団法人パソコン3R推進協会（PC3R）の定める「PCグリーンラベル制
度」に適合した当社製品の情報

「エコリーフ環境ラベル」登録製品リスト：社団法人産業環境管理協会の定めるエコリーフ環境ラベルを取得した当社製品の
情報エコリーフ環境ラベルは、CO2排出量をはじめ製品が環境に及ぼす影響を資源採取、製造、物流、使用、廃棄、リサイク

ルまでのライフサイクル全体を通じて定量的に示した製品に付与されます。

「エコマーク」認定取得製品リスト：財団法人日本環境協会の定めるエコマークを認定取得した当社製品の情報

環境ラベルについて

富士通グループでは、ISO14020シリーズ（環境ラベルに関する国際規格）に基づき、環境ラベルを表示しています。環境ラベ
ルは以下の3つのタイプに分類されます。

タイプI 企業・団体が申請した製品の環境要素を第三者機関が認証し、ラベルの使用を認めたもの

エコマーク（財団法人日本環境協会認定）

2001年1月にデスクトップパソコンで国内初の認証を取得しました。プリンタにおいて認証を
取得しています。

財団法人日本環境協会 エコマーク事務局

タイプII 製品の環境要素について、企業・団体が独自に主張するもの

「Green Policy Innovation」ロゴマーク

富士通グループ独自の環境ラベルです。環境面に特に配慮したグリーン製品やスーパーグリー
ン製品に表示しています。

「Green Policy Innovation」ロゴマーク

環境ラベルと情報公開

製品の環境情報をお客様に積極的に公開しています。
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省エネラベリング制度

省エネ法に基づき定められた基準を達成した製品に表示しています。

省エネラベリング制度

PCグリーンラベル制度

パソコンについて、一般社団法人パソコン3R推進協会が定める基準に適合した製品に表示し
ています。

一般社団法人パソコン3R推進協会

国際エネルギースタープログラム

富士通では、パソコン、ディスプレイ、プリンタ、スキャナを登録し、ラベルを製品に表示し
ています。

国際エネルギースタープログラム

タイプIII 製品のライフサイクルにわたる環境負荷を、定量的に示したもの

エコリーフ環境ラベル（社団法人産業環境管理協会運営）

富士通は2003年5月にノートパソコンで国内初の認証を取得しました。

社団法人産業環境管理協会 エコリーフ環境ラベル
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基本的な考え方

地球規模で温室効果ガス排出量を削減するには、電力消費を抑えるための取り組みや関連する環境技術の開発だけでなく、
ワークスタイルやライフスタイルを大きく変革していく必要があります。このようなイノベーションを実現するには、ICTの普及
が不可欠であり、その活用は今後ますます重要になっていきます。

富士通グループは、こうした「ICTの活用による環境負荷低減（Green by ICT）」の観点から、先進グリーンICTの提供をグ
ローバルに推進し、グリーンICTプロジェクト「Green Policy Innovation」で掲げたCO2排出量削減目標の達成、また社会全体の

環境負荷低減に貢献していきます。

2011年度の取り組み方針

「CO2排出量削減」に加え「節電」「省エネ」提案を推進

「Green Policy Innovation」におけるCO2排出量削減目標を達成するには、ICTの活用による環境負荷低減を積極的に推進して

いく必要があります。2011年度は東日本大震災を機に、「節電」「省エネ」に対するお客様のニーズが高まったのをうけ、これ
までの「CO2排出量の削減」に加え、「ICTによる節電・省エネ」をお客様にご提案することで、お客様の環境負荷低減に貢献す

る運動を展開しました。

2011年度の取り組み

「環境貢献ソリューション」認定の拡大

ICTソリューションの導入は、より多くのサーバやパソコンの利用に伴い電力消費量が増加する一方で、ペーパーレス化や人・
モノの移動の削減により、オフィスや倉庫スペースを効率的に利用できるという、環境への負荷が低減する側面もあります。

そこで、富士通グループでは、株式会社富士通研究所が開発した「環境影響評価手法」を用いて、ICTの導入による環境負荷低
減効果（CO2排出量削減効果）を定量的に評価し、一定基準を上回る製品・サービスを「環境貢献ソリューション」として認定

しています。

2011年度は、「環境貢献ソリューション」への申請支援を充実させた結果、新規に28件を認定し、258件に達しまし
た。2012年度も継続的に認定製品・サービスを拡大するとともに、CO2排出量削減以外の観点も基準に加えるなど、認定制度の

見直しを検討していきます。

環境影響評価手法

ICTソリューションの導入による環境負荷低減効果を7つのカテゴリ（モノの消費、人の移動、モノの移動、オフィスス
ペース、倉庫スペース、ICT機器の電力消費、ネットワークデータ通信）に分類して分析。富士通が開発したCO2排出原単位

（CO2換算係数）を用いてCO2排出量へと変換します。このCO2排出量をICTソリューション導入前と導入後について算出し

比較することで、削減効果を評価します。

なお、この手法は経済産業省や総務省が示す評価ガイドライン、また2012年3月に国際電気通信連合（ITU）において勧告

ソリューションによる環境貢献

ソリューションの提供を通じてお客様や社会の環境負荷を低減していくために、「環境貢献ソリューション」の拡大をグロー
バルに取り組んでいます。
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化（L.1410）された手法に準じた考え方となっています。

環境影響評価手法

【プレスリリース】 ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法の国際標準化 ［総務省］

グローバルへの展開

環境負荷低減に貢献するソリューションをグローバルに展開していくために、2010年度から、海外でも「環境貢献ソリュー
ション」認定制度がスタートしました。これまでに、海外担当者への「環境貢献ソリューション」評価手法のインプットや、認
定体制の構築が完了し、ラオスでの遠隔医療システムなどの評価を行いました。今後さらに評価・認定件数を増やし、2012年度
末までに国内と合わせて「第6期富士通グループ環境行動計画」の目標である部門・地域カバー率100％を目指します。

お客様への環境負荷低減効果の「見える化」を推進

「ICT活用による環境負荷低減」を推進していくためには、お客様にお使いいただくICTソリューションが「どのように」「ど
れだけ」環境に貢献しているかを理解していただくことが重要です。このような観点から、富士通グループではICTソリューショ
ンの環境負荷低減効果を「見える化」してお客様に積極的にご提案しています。2011年度は、低減効果の「見える化」提案件数
の拡大を目指し、環境貢献試算Webツール「EcoCALC」の利用拡大に取り組みました。

2012年1月にリニューアルした
「EcoCALC」

このツールの利用拡大にあたって、2010年10月から、全国の営業拠点において営
業・SEを対象とした操作説明会を計40回以上開催し、のべ1,500人以上が参加しまし
た。この説明会の中で得た営業・SEの声を反映して、2012年1月に「EcoCALC」の全
面リニューアルを実施。「CO2排出量削減効果」だけでなく、お客様ニーズの高い「省

エネ効果」「コスト削減効果」も計算可能な仕様に変更しています。

また、環境負荷低減効果の「見える化」提案件数に応じてポイントを付与し、ポイン
ト獲得上位の組織に全社イベントの中で表彰を行う推進活動を実施しました。この取り
組みは、2011年10月の「グリーンITアワード2011」において「環境貢献試算Webツー
ルの構築と省エネ社会実現に向けた全社活動」として評価され、審査員特別賞を受賞しました。
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2012年1月には、「EcoCALC」の利用対象を富士通グループ内からビジネスパートナーにまで拡大し、より多くのお客様に環
境負荷低減効果の「見える化」ができるようになりました。

今後は、優れた環境提案事例の横展開を推進するとともに、富士通のすべての提案における環境負荷低減効果の「見える化」
の実施を目指します。また、「EcoCALC」のグローバル展開を進め、より多くのお客様に環境負荷低減効果を「見える化」でき
るようにつとめていきます。

カルテ画面とWebブラウザ画面を同時に
表示

仮想化技術の導入により、業務の効率化および消費電力・CO2排出量削減を実現

富士通は、独立行政法人国立病院機構呉医療センター様と共同で、呉医療セン
ター様の医療情報システムを仮想化技術により、高セキュリティで利便性の高いシ
ンクライアント方式のシステムに全面刷新しました。

これまで、呉医療センター様の医療情報システムでは、「電子カルテシステム」
とWebブラウザや電子メール、診療科データベースといったインターネットに接続
できる「情報系システム」は、セキュリティ上の問題から独立したネットワークで
管理されていました。そのため、この2つのシステムはそれぞれ別の端末で使用し
なければならず、迅速な対応が求められる医療現場において業務の効率化は課題と
なっていました。また、各診療科では、例えば手術の管理情報は、電子カルテシス
テムに入力したデータを手術管理台帳システムに再入力する二重管理が必要になる
など、業務効率化に加えて人為的ミスの防止も課題でした。

こうした中、電子カルテ系と情報系の2つの仮想サーバを設置し、端末上の2つの仮想サーバ画面が同時に表示される仕組
みを構築。また、シンクライアント方式と接触型ICカードによるシングルサインオン（注1）などの採用により情報漏洩対策
を強化し、電子カルテシステムを使いながらインターネットの利用が可能になるなど、利便性とセキュリティを両立したシ
ステムを構築しました。また、本システムには、ローミング機能も搭載しているため、病院職員は、自分のファイルを院内
のどの端末からも呼び出すことができ、業務の効率化を実現します。

本システムの導入による環境負荷低減効果として、仮想化技術によるサーバ統合でCO2の排出量を従来比約6割、シンクラ

イアント方式による端末のCO2排出量を従来比約7割、最大で約8割削減することが可能となり、合わせて約150トン

のCO2排出量削減効果が見込まれています。

このように、富士通はICTを駆使し、お客様の業務をサポートするとともに環境負荷低減に貢献していきます。

（注1）シングルサインオン：
ユーザーが一度認証を受けるだけで、許可されているすべての機能（システム、アプリケーション、データなど）を利用できるようになるシ
ステム。
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【プレスリリース】 呉医療センターの医療情報システムを仮想化技術で全面的に刷新

「ハードウェア製品の買い替えによる省エネ効果・CO2排出量削減効果」の提案

富士通の第二社会基盤ビジネス本部では、お客様の環境負荷低減に貢献するために、「ハードウェア製品の買い替えによ
る省エネ効果・CO2排出量削減効果」の提案を行いました。

まず、富士通の新旧機種間で、買い替えによる消費電力・CO2排出量削減効果がどの程度あるかを調査し、その結果をお

客様への提案フォーマットとしてまとめることで本部の社員が気軽に提案できるようにしました。また、他社機器も含めた
お客様のシステム全体を最新の富士通機器に買い替えた場合の「消費電力・CO2排出量削減効果」を算定し、ハードウェア

製品の入れ替えによる効果をお伝えする取り組みも行いました。さらに、ICT導入によって生じる「消費電力削減率」「消費
電力削減量」「CO2排出量削減率」「CO2排出量削減量」のいずれかを明記した提案件数を部署ごとに集計。その結果、本

部の中で提案件数を増やす意識が芽生え、提案活動が活性化しました。

こうした活動により、「消費電力・CO2排出量削減効果」を訴求した提案の件数は、2010年度と比較して約120倍に増

加。お客様による環境負荷低減を目的としたハードウェア製品の買い替えを促進することができました。

一連の活動は、社内の表彰制度である環境貢献賞において2011年度の「環境特別表彰」も獲得しています。また同本部の
社員からは、「省エネ効果について、具体的数値をお客様に見せることで提案の魅力が増した」「営業活動において、環境
活動にどう取り組めば良いかがわかった」などの声がありました。

今後も本活動を継続し、お客様の環境負荷低減に貢献していきます。

環境ソリューション：過去事例
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基本的な考え方

環境問題が深刻化する中、持続的に事業活動を行っていくには、ビジネスの成長と環境負荷低減を両立した環境経営を推進し
ていく必要があります。

富士通では、お客様の環境経営を支援するための環境ソリューションを提供しています。お客様の環境活動を評価し、経営の
視点から統合的に改善すべき課題を「見える化」。お客様のビジネス戦略に応じた形で環境課題を解決する方策を提案します。
さらに、現状の評価や方策の立案だけでなく、実施、課題抽出、不備の改善に至るまで、PDCAサイクルを実行することで、お
客様の環境経営の継続的な高度化を支援しています。

2012年度は、2011年夏に国内の富士通グループで最大41％のピークカットを実現した「環境経営ダッシュボード」をお客様に
提供していきます。ピークカットはもちろん、エネルギーコストを新たな経営指標として捉え、環境ソリューションの提供を通
じたお客様のコスト削減を実現していきます。

環境経営ダッシュボード

環境ソリューション

環境ソリューションの提供

お客様のビジネス成長と環境負荷低減の両立を目指して、環境経営の実践と高度化を支えるソリューションを提供していま
す。
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地球温暖化の防止とエネルギーの安定供給を目指し、富士通グループでは積極的に再生可能エネルギーの導入を進めていま
す。

新たな再生可能エネルギーとして注目される地中熱を利用

再生可能エネルギーの導入は、CO2排出量の削減のみならず、エネルギー供給リスクの低減という観点からも関心が高まって

います。富士通グループにおいても、第6期環境行動計画の目標の一つとして再生可能エネルギーの利用拡大を推進しています。
その一環として富士通の長野工場では、グループ初の試みとして新たに地中熱採熱システムの導入と性能評価に取り組んでいま
す。

地中熱とは、地下深部にあり発電などに用いられる高温の地熱とは異なり、比較的浅い地層部分にある低温度の熱を意味しま
す。その特徴として、土壌の断熱機能によって年間を通してほぼ一定の温度を得ることができます。そのため地中熱は、古くか
ら食品や氷の保存などに活用されてきました。降水量が多い日本では、土壌に浸透した雨水が地下水となって豊富に蓄えられて
いるため、熱伝導率が高い地下水を媒介に地中熱を採熱しやすいという好条件も揃っています。また採熱設備は比較的簡易であ
ることから、他の再生可能エネルギーと比べてコスト性にも優れ、今後の普及拡大に向けて大きな可能性を秘めています。

長野工場では、この地中熱に注目し、24時間稼働するクリーンルームの空調用温水設備への利用を目指しました。

検証を繰り返し、効果的な運用を実現

長野工場の地層には、地下3～10メートルと18～23メートルの2ヵ所に帯水層が存在し、地中熱を採熱しやすい環境が整ってい
ました。そこで、波付同軸二重管方式の採熱管を31本埋設し、管内に通水することで地中熱を採りヒートポンプで温水を製造す
る仕組みを採用しました。これは地下水を一切汲み上げない方式であり、熱のみを取り出すので地下水枯渇の心配はありませ
ん。

2011年10月より、地中熱採熱管埋設のための掘削作業を開始し、2012年1月上旬より稼働を開始しました。稼働当初は、計画
していた採熱量を得ることができませんでしたが、様々な角度から検証した結果、採熱のための循環水の流速が原因であること
を突き止め、循環用ポンプの増設により採熱量の飛躍的な向上に成功しました。今では採熱管1m当たり155Wの採熱量を見込ん
でおり、クリーンルームで使用する空調負荷の90％を賄える予定です。

本システムの導入・検証を行っている富士通ファシリティーズ株式会社では、こうしたノウハウを獲得・蓄積し、地中熱の利
用技術の確立を目指していきます。
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地中熱採熱システム導入プロジェクトの
メンバー

地中熱利用の拡大に向けて

試算では本システムの導入により従来のガスボイラー設備と比較して、年間で燃料使
用量を原油換算で約47Kl、CO2排出量を約120トン削減できると見込んでいます。地中

熱の利用は、導入が進みつつある公共施設や病院などの冷暖房利用のほか、24時間の温
度管理が求められる農業用ビニールハウスの熱源としても大きな効果が期待されていま
す。

今後、長野工場でのさらなる導入拡大や、富士通グループ拠点への展開を積極的に推
進していきます。

富士通ファシリティーズ株式会社 施設・環境サービス統括部 プロジェクトリーダー 矢澤 靖史

地中熱は季節や日間変動があまりないことから、安定性とコストに優れているほか、地中熱採熱管を埋設
してしまうためにデッドスペースが生じないというメリットもあります。

地中熱利用はグループ初の試みだったこともあり、システム導入当初は、採熱量を高めることに苦心しま
した。効率良く採熱するための運用ノウハウの確立し、社内へ本システムを横展開する際に活用していきま
す。
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基本的な考え方

富士通グループは、工場・オフィスにおけるエネルギー消費によるCO2排出量や、CO2以外の温室効果ガスの排出量の削減、

輸送に伴う温室効果ガスの排出量の削減など、自社グループの事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減に努めています。

また、環境負荷低減に貢献するグリーン製品・スーパーグリーン製品の開発や、ICTソリューションの提供などを通じたお客様
および社会全体の温室効果ガスの排出量削減への貢献など、事業活動の全領域を通して地球温暖化防止に取り組んでいます。

地球温暖化防止への取り組み

工場・オフィスはもとより、輸送や提供する製品・サービスなども含め、事業活動全体で温室効果ガス排出量の削減に努めて
います。
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事業所における温室効果ガスの排出削減

温室効果ガスの排出量削減目標と実績

富士通グループでは、第6期環境行動計画における目標として、「温室効果ガスの総排出量を、2012年度末までにグローバル
で1990年度比6％削減する（総排出量の内訳として、エネルギー消費CO2を5％削減、CO2以外のガスを20％削減）」ことを掲げ

ています。

2011年度のグローバルでの総排出量は、約109.8万トン（売上高当たりの原単位：24.58トン/億円）であり、前年度比7.3％
（8.7万トン）減、1990年度比では18.2％削減となっています。

エネルギー消費によるCO2排出量の削減

富士通グループにおける温室効果ガス総排出量のうち、エネルギー消費に伴うCO2排出量が約88％を占めています。そこで富

士通グループでは、CO2排出量の削減に向けて以下の省エネルギー対策を継続的に推進しています。

原動施設を中心とした設備の省エネ対策（フリークーリング、インバーター、省エネ型設備の導入、燃料転換など）

製造プロセスの見直しによる効率化（生産革新活動）と、原動施設の適正運転、管理向上

オフィスの空調温度の適正化、照明・OA機器の節電

エネルギー消費の計測による「見える化」と、測定データの活用推進

太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用

また、全社組織として「ローカーボン委員会」を2008年9月に設置し、ビジネスグループ（事業単位）ごとの削減目標設定
や、ものづくり領域（実装・組立・試験工程）における設備や工程の改善、新技術開発などを通じた活動の強化、経済性と環境
面から設備投資の判定基準を定めた「設備投資ガイドライン」に基づく優先案件評価・実行促進などを通じて、取り組みを強化
しています。

これらの結果、2011年度のエネルギーCO2排出量実績は約96.7万トン（日本国内91.3万トン、海外5.4万トン）となり、前年度

からは4.6万トンの減少、1990年度比では10.7％の削減となっています。
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クリーンルーム外気の全熱交換器による空調負荷削減

富士通ファシリティーズ株式会社は、富士通アドバンストテクノロジ株式会社長野工場の移転に伴い、7番館の改修工事を
実施しました。この改修工事にあたり、クリーンルームの外気処理に全熱交換器を導入。2011年3月に発生した東日本大震
災の直後に着工し、実施設計段階から電力の不足に考慮して構築した本システムは、空調負荷の削減に貢献しています。ま
た、加湿機能を備えた全熱交換器のため、湿度制御の面でも安定しています。

この取り組みの結果、電力削減量は夏期（6月から9月）において17,000kWh、蒸気削減量は冬期（1月から3月、12月）お
よび中間期（4月から5月、10月から11月）と合わせて55トン、CO2の排出削減量は年間16トンの効果を得ることができまし

た。

生産活動に伴う温室効果ガスの排出削減：過去事例

CO2以外の温室効果ガス排出量の削減

CO2以外の温室効果ガスとして、富士通グループでは主にパーフルオロカーボン（PFC）、ハイドロフルオロカーボン

（HFC）、六フッ化硫黄（SF6）などを、半導体部門において使用しています。半導体業界の目標（自主行動計画：2010年度末
までに1995年度実績比10％削減）に引き続き、第6期環境行動計画にて「2012年度末までに20％削減」を目標に掲げ、温暖化係
数（GWP）の低いガスへの切り替えや、新規・既存の製造ラインへの除害装置の設置などを継続的に実施しています。

2011年度の排出量は、温暖化係数換算で前年度から4.1万トン減少し約13.1万トンとなりました。これは、1995年度比で
は49.6％の削減となっています。

再生可能エネルギーの利用促進

富士通グループでは、これまでも太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入してきましたが、第6期環境行動計画では、新た
に再生可能エネルギーの利用率向上の目標を設定し、「2012年度末までに、2007年度比10倍の導入」を掲げています。

2011年度は、富士通テレコムネットワークス株式会社関城工場に200kW、富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社
に50kWなど、4事業所にて計343kWの太陽光発電設備を導入しました。この結果、2011年度末時点での太陽光発電設備の導入容
量累計は608kWとなり、2007年度の11倍となっています。

関城工場では、2011年夏季の電力使用制限令に備えて太陽光発電を導入し、昼間ピーク電力の15％削減要請に対して、33％の
削減を達成しています。
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改正省エネ法への対応

日本における省エネ法（注1）の改正施行に伴い、事業者に対しては国内に設置しているすべての事業所の年間エネルギー使用
量を把握することが求められるようになりました。

富士通グループでは、一般のテナントオフィスも含めた全国のエネルギー使用量を把握・集計するシステム（富士通エフ・ア
イ・ピー株式会社 SLIMOFFICE）を活用し、グループ各社の使用量を管理しています。なお、法改正により新設された「特定事
業者（年間使用量が原油換算1,500kl以上）」に該当するのは、現在26社となっています。

また、2011年度の国内グループの省エネ法に基づく使用量は、原油換算で58.8万kl、同じく改正された温対法（注2）に基づ
くCO2排出量は約102.6万トン（注3）となりました。

（注1）省エネ法：
エネルギーの使用の合理化に関する法律。

（注2）温対法：
「地球温暖化対策の推進に関する法律」による温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度。

（注3）約102.6万トン：
環境行動計画における実績報告とは、テナントを含めた集計対象範囲や、電力会社ごとのCO2換算係数による算出などが異なる。

試行排出量取引制度への参加

中長期的な視野に立った温暖化対策の検討を目的として、2008年度から開始された日本政府による「排出量取引の国内統合市
場の試行的実施」について、富士通は2008年度から2010年度の期間で参加しました。

2011年度も引き続き、試行排出量取引スキーム（注4）に沿って外部機関による検証を受け、2010年度の排出量を確定
し、2008年度から2010年度までの期間における目標を達成しています。

（注4）試行排出量取引スキーム：
「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」の軸となる仕組み。参加者が自主的に排出削減目標を設定したうえで、自らの削減努力に加えて、そ
の達成のための排出枠・クレジットの取引を認めるもの。
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サプライチェーンの温室効果ガス排出量削減に関する取り組み

近年、企業のサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の算定・報告のあり方を巡る動きが活発化しています。中でもICTセ
クターは、他のセクターでの排出量削減において大きな貢献を果たせることから（注5）、富士通グループは、貢献量を含めたサ
プライチェーン全体の温室効果ガス排出量の算定・報告を重視し、国内外で積極的な取り組みを実施しています。

例えば、2003年度からカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）（注6）を通して企業活動による温室効果ガスの
排出量を公表し、サプライチェーンを含めた温室効果ガスの排出量算定に積極的に取り組んでいます。また、温室効果ガス排出
量の算定・報告に関する国際的ガイドライン「GHGプロトコル」のICTセクターガイダンスの策定（注7）にも参加していま
す。2010年度には環境省による「サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定方法検討会」の製品系分科会に参加。ス
コープ3の算出を実施し、課題の抽出を行いました。この結果を反映し、2011年度には経済産業省および環境省による「サプラ
イチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会」において、スコープ3の算出・報告を行う際に業態が多種
多様であること、また海外を含む複雑で長いサプライチェーンを有するといった業界の特徴を考慮しなければならないという電
気・電子業界の考え方をまとめました。

これらの背景をもとに富士通は、2012年度より社内ワーキンググループを立ち上げ、スコープ3の可能性と課題を見極めると
ともに、社会全体の環境負荷低減への貢献にスコープ3の視点をどのように取り入れていくかについて検討を進めています。

（注5）グリーンICTによる環境負荷軽減：
総務省平成22年版 情報通信白書 [2.48MB]

（注6）カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）：
機関投資家や企業などが連携し、世界の主要企業に対して、算出や情報開示を通じて温室効果ガス排出量の削減や持続可能な水資源の利用を求め
る非営利組織。

（注7）「GHGプロトコル」のICTセクターガイダンスの策定：
GHGプロトコル ICTセクターガイダンス
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台北国際カー・フリー・デイへの参加

ICTビジネスを展開する富士通台湾（FTL）は、2011年9月に台湾の首都台北において開かれた「2011 Great Taipei World

Car Free Day」に参加しました。このイベントは、環境に優しい交通輸送を推進することを目的として毎年開かれており、
当日は歩行者や自転車のための特別なレーンが設けられ、台北市民の方々にCO2低排出の輸送機関や公共交通機関の利用を

呼びかけました。

FTLは、台北市のCO2排出量削減を目的として、FTL全従業員に対し、環境に負荷をかけない手段での通勤を呼びかけまし

た。また、「ホッキョクグマ生存環境への協力キャンペーン」として生物多様性の重要性についての啓発活動を実施するな
ど、オフィシャルスポンサーとして積極的な活動を行い、台北市長賞も受賞しました。
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2011年夏、東京電力・東北電力管内で20％以上の節電を達成

2011年3月に発生した東日本大震災による影響から、政府は同年7月1日から9月9日まで、大口需要家に対してピーク電力の前
年比15％削減を要請しました。富士通グループでは、社長を委員長とする節電対策委員会を立ち上げ、東京電力・東北電力管内
の事業所や工場の目標設定および対策を検討し、さらに高い20％削減に目標を設定。関西電力管内の事業所と工場においても、
政府要請である10％削減の目標に向けて取り組むほか、その他電力管内のすべての拠点で節電に取り組むことを決定しました。

電力使用状況の表示画面

環境経営ダッシュボードの活用による節電対策

節電対策の実行にあたっては、ビジネスへの影響を最小限に抑えること、つまり電力
使用量の削減目標を達成しつつ、滞ることなくお客様へ製品やサービスを提供し続ける
ことが富士通グループに求められる責任です。この困難な課題をクリアするためには、
リアルタイムな電力利用状況の見える化が必要不可欠であり、また、複数工場が一単位
となってピークカットに向けて取り組む共同使用制限スキーム（注1）による対応も必要
でした。そこで、富士通グループでは環境経営ダッシュボードの開発を行い節電対策に
取り組みました。

環境経営ダッシュボードでは、各拠点の1時間ごとの電力利用状況をはじめ、目標値との差や前年実績との比較、さらに当年度
の生産計画を踏まえたうえでの当日需要予測などをポータル画面にわかりやすく表示できます。共同スキームを組む工場では、
その日の気温や生産ラインの稼働状況により使用電力の目標を超過しそうな場合、直ちに同スキームの拠点間で相互調整を行う
などの施策を打つ必要があり、環境経営ダッシュボードによるリアルタイムな監視を実施しました。

これにより電力使用状況を踏まえた適切な対策立案・実行が確実に行え、東京電力・東北電力管内においては目標の20％を超
える節電が達成できました。またピークカットのみならず、使用する総電力量の削減により大きなコストダウン効果も得ること
ができました。

（注1）共同使用制限スキーム：
電気事業法第27条で定める電力使用制限下、大口需要家の複数の事業所が共同で使用最大電力を抑制すること。複数の事業所全体としての使用最
大電力の削減が認められる取り組み。例えば、事業所Aが制限電力を超過しそうな場合、事業所Bがその分の節電を実行するといった仕組み。

主な節電施策と成果

2011年7月から9月にかけて、大規模事業所をはじめ、工場、テナントオフィスを含む全国すべての拠点で節電対策を実施しま
した。

1. 自社保有の開発用・業務用サーバ約1万台のうち約4,100台について、東京電力、東北電力管外にあるデータセンターへの
移設や利用の一時停止を実施

2. 製造工場において、稼働設備削減や一部工程の夜間への操業シフトを実施

3. 事業所やテナントで入居しているオフィスにおいて、エレベーターや照明の間引き、空調温度の調整、給湯器・冷蔵庫な
どの停止により徹底した節電対策を実施

その結果、東京電力、東北電力管内の政府要請対象事業所および工場において、ピーク電力の20％～41％（制限緩和拠点を除
く）を削減し、目標を達成することができました。また、関西電力管内の事業所および工場においてもピーク電力の10％以上を

富士通グループ節電への取り組み

国内全拠点において、環境経営ダッシュボードを活用した節電対策を実施しています。
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削減し目標を達成しました。

省電力設定監査結果レポートの例

10万台すべてのパソコンに節電設定を適用

2011年夏期の節電対策の一つとして、国内の富士通グループで使用しているすべてのパソコンに節電設定を適用しまし
た。対象となる約10万台のパソコンすべてに確実に適用するために、クライアント管理ソフトウェア「Systemwalker

Desktop Patrol」を使用して設定状況を一括で確認し、未適用パソコンへの設定促進を行いました。本節電設定の適用によ
り、消費電力を1日当たり約11,000kwh削減できたと試算しています。

Systemwalker Desktop Patrolについて

Systemwalker Desktop Patrolは、パソコン・プリンタ・ソフトウェアライセンス
などのICT資産の一元管理、セキュリティパッチの自動適用／監査などを行うクラ
イアント管理製品です。近年の環境保全への意識の高まりや省エネ法改正を背景
に、従来のクライアント管理機能に加え、パソコンのムダな電力消費を削減するた
めの新機能「消費電力量、CO2排出量、稼動状況の見える化」を2009年8月より提

供のV14gに追加しました。

パソコンの省電力設定値を自動収集し、管理者・組織の省電力ポリシーへの準拠
状況を確認することで、ユーザへ設定変更を促したり、ポリシーに従い値を自動設
定することが可能です。

Systemwalker Desktop Patrol V14g

2011年度冬期においても、関西電力管内で10％の節電を達成

2011年度冬期においても、富士通グループ大口需要家および、自社事業所において政府要請を受け、12月1日から3月31日ま
で、前年度同月比（ピーク電力を関西電力管内において10％、その他の電力管内5％）の節電目標を掲げ節電活動を実施しまし
た。

その結果、関西電力管内において、12月から3月の4ヵ月間すべてにおいてピーク電力の10％以上を削減し、目標を達成しまし
た。また、富士通グループ全体においても、5％以上を削減し、目標を達成しました。

今後の節電活動について

富士通グループでは、政府からの削減要請がない期間においても、環境経営ダッシュボードを活用し、国内の事業所および工
場で、事業活動に影響を与えない範囲で、節電活動に取り組みます。また、2012年夏期も、政府要請に準拠して節電活動を実施
します。

今後は、これらの取り組みを「環境リファレンスモデル」として、お客様の電力使用量の削減、平準化に貢献していきます。
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工場における負荷低減の考え方

富士通グループは、工場で使用する材料や水資源、エネルギーの使用量削減や、事業活動に伴って発生する化学物質や廃棄
物、大気汚染物質の排出量の削減と、製造コストの最小化活動に取り組んでいます。また、法規制の順守や、環境リスクの未然
防止など、包括的に活動を推進しています。

グリーン生産技術の開発

工場では、組立・加工などの生産工程および装置によるCO2の排出が全体の約40％を占めています。その生産エネルギーの消

費量削減を目的に、SMT（Surface Mount Technology：表面実装技術）・組立・試験工程を中心に電力使用状況の可視化を行
い、電力消費量の削減効率が高い工程や設備から改善を実施しています。

リフロー炉はんだ接合装置を必要時のみ稼動（ジャストインタイム化）することによる待機電力削減

リフロー炉は製品処理の有無にかかわらず、常にヒータ部に電力を供給しているため、消費電力のほとんどを、はんだ接
合（溶融）の際に使用するヒータ部が占めていました。この設備非稼働時の待機電力を低減するため、エネルギーを必要な
ときに必要な量だけ使うジャストインタイム（JIT）化を図りました。前工程の製品投入情報（センサーによる製品通過検
出）から設備の稼働・非稼働を判断し、設備の最適な省エネモード（熱風ファン回転数最小化・コンベア減速・設備電
源OFF）へ移行させ、待機電力を削減します。現在、富士通テレコムネットワークス株式会社小山工場のリフロー炉1台に適
用し、装置の消費電力の13％を削減（年間エネルギーコスト約150千円、CO2排出量約4tの削減）しています。今後、全事

業所のリフロー炉に展開をする計画であり、その予想効果は年間エネルギーコスト12,000千円、CO2排出量320tの削減とな

ります。

工場における取り組み

富士通グループのものづくりを担う工場において、第6期環境行動計画をベースとする包括的な環境負荷低減を推進していま
す。
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製品保管庫のエア使用量低減によるコンプレッサーの消費電力削減

工場圧気の使用量低減によるコンプレッサー消費電力削減の取り組みとして、生産系設備である製品保管庫のエア消費の
ムダを削減しました。デシケータ（乾燥機）内の湿度上昇を防ぐために、庫内の湿度にかかわらず、エアを固定供給（過剰
供給）としていた垂れ流し状態から、庫内に設置した湿度センサーにて、エア供給量を自動制御してエア使用量の適正化を
図っています。さらに外部からの湿気流入防止とリークエアの削減を実施するため、開閉扉のフレームにスキマテープなど
でエア封止も図っています。これらの策により、改善前と比較して約50％のエア使用量を削減することが出来ました。

半導体製造工程における「グリーン・プロセス活動」の推進

富士通グループでは、製造工程におけるエネルギー使用や原材料投入量の適正化、環境負荷の低い代替品への切り替えなどを
コストダウン活動と連携して実施する、「グリーン・プロセス活動」を推進しています。

従来、この活動は富士通グループの全ての製造工場を対象としていましたが、2010年度からはこれまでの活動成果を踏まえ、
継続して効果を出していくために、化学物質などの投入資材が多い半導体製造工場に特化することにしました。また、その他の
製造工場では、2008年度から始めたものづくり領域（実装・組立・試験工程）における設備や工程の改善、新技術開発などを通
じた活動を進めています。

半導体製造工場でのグリーン・プロセス活動にあたっては、材料や化学物質（副資材）など総投入物質量およびエネルギー投
入量やそれらの購入コストを把握し、富士通グループ独自のCG指標（コスト・グリーン指標）を設定します。これに基づいて各
工場の製造ライン単位で四半期または半期ごとの低減目標値（計画値）を定め、PDCAサイクルを回しながら、目標値に対する
達成度を評価。その結果を踏まえて、新たな製造技術の導入や工程の見直し、作業内容の改善に取り組むなど、製造工程の継続
的な改善に努めています。また、工場の製造工程以外の活動についても、製造工程と連携して進める方が効率的な場合に
は、CG指標の考え方を取り入れています。

CG指標（コスト・グリーン指標）

コストと環境負荷の両面から対策効果が大きい資材を抽出できる、富士通グループ独自の指標です。薬品・ガスなどの資材ご
とに、単価と単位製品あたりの使用量、社内で設定した環境影響度の3つの数値をかけ合わせて算出するもので、この数値をベー
スに削減活動を行います。

CG値（コスト・グリーン値）の算出方法

CG値（指標）＝生産量あたりの投入量×単価×環境影響度（注1）

（注1）環境影響度：
環境に与える影響度で、10段階に分類（環境に悪いほど点数が高い）。

導入のメリット

工場におけるインプットからの環境負荷低減
製造活動の上流である原材料、化学物質、エネルギーなどの投入を減らすことで、廃棄物および化学物質の削減、省エネル
ギーを効率的に推進し、製造拠点におけるさらなる環境負荷低減を実現できます。
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製造活動のコスト低減
原材料、化学物質、エネルギーなどの総物質投入量を把握し、削減できるため、製造コストの削減など経営上のメリットも期
待できます。

製造工程へ新たな評価指標を提供
製造工程の主な評価項目として「コスト削減」「品質向上」「納期厳守」に、新たな評価項目として「環境負荷低減」を加え
ることで、新たな付加価値を生み出します。各工場は、各製造ラインにつき四半期ごとに目標設定・達成度評価を行い、継続
的に活動を推進していきます。

新しいモールド技術の採用による封止用プラスチックの削減

富士通グループの半導体製品のパッケージング・テスト工程を担当する富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ株
式会社では、工場の全部門がそれぞれ目標を設定し、グリーン・プロセス活動に取り組んでいます。

例えば宮城工場では、ICチップのパッケージング工程のうち、モールド工程（プラスチックでチップを封止する工程）に
これまで広く用いられていたトランスファーモールド技術の代わりに、新方式のコンプレッションモールド技術を適用しま
した。これにより、無駄に捨てていた封止用プラスチックをなくし、プラスチックの使用量削減と廃棄量の削減を行いまし
た。

また、従来方式のトランスファーモールド技術では、プラスチックタブレットを押し込むポットと呼ばれる穴から、ラン
ナーと呼ばれる細い管を通りプラスチックをチップまで注入し成形していました。そのため、ポットやランナー部分にプラ
スチックが残り、これが廃棄物となっていました。

新方式のコンプレッションモールド技術では、下側の金型にプラスチックを必要量だけ投入し、上からICチップ付基板を
プラスチックの中に浸して圧縮し成形するため、従来のポットやランナーが不要となり、この部分に残り無駄に捨てていた
プラスチックがなくなりました。

さらに、新方式に変えたことで、これまで溶けたプラスチックを流し込むことにより起こっていたボンディングワイヤ
（金線）の変形が少なくなり、一度に封止できる基板面積が大きくなるなど、品質と効率も向上しました。

これにより、新技術の適用を開始した10月以降は、新方式を適用した工程で従来に比べて樹脂の使用量が生産物単位（素
子当たり）で減り、特に11月以降は生産量も増えCG値と素子当たりの樹脂コストがともに約25％～40％減と期待していた

97



削減率（約36％減）に近い値となりました。

グリーン・プロセス活動：過去事例

廃棄物発生量の削減

基本的な考え方

富士通グループでは、資源循環型社会の実現に向けて3R（注2）を推進するという基本方針のもと、より高度な3Rを目指し
て、社員一人ひとりが廃棄物の削減に向けた取り組みを実践しています。

（注2）3R：
Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）。

2011年度の実績

富士通グループは第6期環境行動計画において、「事業所から発生する廃棄物を2012年度末までに2007年度実績比20％削減す
る」という目標を掲げています。

2011年度の廃棄物発生量は28,448トン（売上高あたりの原単位：0.64トン/億円）と、前年度実績比8.4％減であり、2007年度
実績比で27％減となりました。削減要因としては、紙くずや廃酸の有価物化およびアルカリ廃液の社内処理化などが挙げられま
す。
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アミン系有機廃液の社内処理化

新光電気工業株式会社では、パターニング形成時に必要なドライフィルムラミネートを剥離する剥離液（アミン系有機ア
ルカリ薬品）の廃液の全量を産業廃棄物として処理していました。

今回、実験を繰り返して社内処理技術を確立し、廃液の社内処理化に成功したことで、産業廃棄物発生量を777トン/年削
減することができました。

廃棄物発生量の削減：過去事例

国内グループ会社におけるゼロエミッション（注3）達成状況

富士通グループは、国内グループ会社におけるゼロエミッション活動を推進しています。

1事業所においてゼロエミッションが達成できておりません。引き続き、この事業所における、ゼロエミッション化の検討を継
続的に行っていきます。なおゼロエミッションを達成している事業所については、達成状況を継続維持しています。
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（注3）ゼロエミッション：
廃棄物の有効利用化100％化による、埋め立て・単純焼却ゼロを指します。

水資源の有効利用

基本的な考え方

富士通グループでは、用水の循環利用・再利用、雨水の活用などを通じて、水資源の有効利用に取り組んでいます。

2011年度の実績

2011年度の水使用量は、21,797千m3（売上高当たりの原単位：0.49千m3/億円）でした。2010年度から0.8％増、2009年度か
らは5.7％減でした。水使用量に対する循環水量の割合は、2011年度が26.6％であり、2010年度の27.0％をほぼ維持していま
す。

化学物質の管理

基本的な考え方

富士通グループでは、化学物質管理の方針として「有害な化学物質の使用による自然環境の汚染と健康被害につながる環境リ
スクを予防する」ことを定め、約1,300物質の使用量を管理し、事業所ごとに排出量の削減や適正管理に努めています。

2011年度の実績

富士通グループは第6期環境行動計画において、「重点化学物質の排出量を2012年度までに2007年度比10％削減する」という
目標を掲げています。

2011年度における国内グループ全体での重点化学物質の排出量実績は101トンであり、基準年である2007年度比60％の削減と
なりました。
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改正化管法への対応

化管法（注4）の改正に伴い、MSDS制度（注5）の適用対象物質ならびにPRTR制度（注6）における把握対象物質が拡大されま
した（MSDS制度は2009年10月より、PRTR制度は2010年4月より適用）。

富士通グループでは、この改正への対応として、化学物質を納入していただいているお取引先へ協力を依頼し、PRTR制度に
基づき対象が拡大した化学物質の移動量・排出量の正確な把握に向けた取り組みを行っています。2011年度の排出量は24トン
で、売上高当たりの原単位は0.54kg/億円でした。

（注4）化管法：
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律。

（注5）MSDS制度：
Material Safety Data Sheet（化学物質等安全データシート）の交付を義務化した制度。

（注6）PRTR制度：
PRTRは「Pollutant Release and Transfer Register」の略。有害性のある化学物質の環境への排出量および廃棄物に含まれての移動量を登録して
公表する制度。

化学物質管理システム「FACE」の運用

富士通グループでは、化学物質管理システム「FACE」を運用しています。このシステムによって、各事業所での化学物質の
登録・管理はもちろん、化学物質等安全データシート（MSDS）の管理、購買データや在庫管理と連携した収支管理が可能とな
り、化学物質管理の強化と効率化を実現しています。
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化学物質の管理：過去事例

大気汚染・水質汚濁の防止

大気汚染防止への取り組み

大気汚染の防止や酸性雨の抑制のため、関連法律・条例などの排出基準よりも厳しい自主管理値を設定し、定期的な測定監視
を実施しています。ばい煙発生施設の燃焼管理や硫黄分の少ない燃料の使用、排ガス処理設備の運転管理などにより、ばいじ
ん、Sox、NOx、有害物質の適正処理および排出削減に努めています。また、2000年1月までに社内における焼却設備の使用を停
止（焼却炉全廃）し、ダイオキシンの発生を防止しています。

水質汚濁防止への取り組み

周辺水域（河川・地下水・下水道）における水質保全のため、関連法律・条例などの排水基準よりも厳しい自主管理値を設定
し、定期的な測定監視を実施しています。薬品類の使用適正化や漏洩浸透の防止、排水処理設備・浄化槽の運転管理などによ
り、有害物質やその他の規制項目（COD・BODほか）の適正処理および排出削減に努めています。

オゾン層破壊の防止

オゾン層破壊物質の全廃

富士通グループでは、製造工程（部品洗浄や溶剤）におけるオゾン層破壊物質の使用については、精密水洗浄システムや無洗
浄はんだづけ技術の導入により、全廃を完了しています。空調設備（冷凍機など）に使用されている冷媒用フロンについては、
漏洩対策を行うとともに、設備の更新時に非フロン系への切り替えを進めています。
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オゾン層破壊物質全廃実績

オゾン層破壊物質 全廃時期

洗浄用フロン（CFC-113,CFC-115） 1992年末

四塩化炭素 1992年末

1,1,1-トリクロロエタン 1994年10月末

代替フロン（HCFC） 1999年3月末

環境に関する債務

富士通グループでは、将来見込まれる環境面からの負債を現状において適正に評価するとともに、負債を先送りしない企業姿
勢ならびに中長期的な会社の健全性をステークホルダーに情報開示することを目的とし、2011年度末までに把握している「次期
以降に必要となる国内富士通グループの土壌汚染浄化費用（新たに発生した、須坂工場観測井戸からのPCB検出に伴う追加対策
費用等）および高濃度PCB廃棄物の廃棄処理費用、施設解体時のアスベスト処理費用」89.4億円を、負債として計上していま
す。

富士通グループにおける高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物（トランス、コンデンサ）の処理については、国の監督の
もとでPCB廃棄物処理を実施している日本環境安全事業株式会社（JESCO）に事前登録しており、JESCOの計画に基づいて確
実に処理していきます。
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基本的な考え方

富士通グループでは、2006年に土壌・地下水問題の対応を定めた「土壌・地下水の調査、対策、公開に関する規定」を適宜見
直し、この規定に基づいて対応しています。今後も計画的に調査し、汚染が確認された場合は、事業所ごとの状況に応じた、浄
化・対策を実施するとともに、行政と連携して情報公開を行っていきます。

2011年度に新たに実施した土壌・地下水調査、対策の状況

2011年度は、自主的調査の結果、1事業所で土壌・地下水汚染が確認されました。この案件については、管轄行政に、汚染状
況や今後の対策について報告しました。

 富士通グループ国内事業所 地下水汚染調査結果と浄化対策状況 [250KB]

過去の事業活動に起因して2011年度に継続して浄化、対策を実施している事業所

土壌・地下水汚染が確認されている事業所では、地下水による汚染の敷地外への影響を監視するための観測井戸を設置し、継
続して監視しています。2011年度は継続して7事業所で対策を実施しています。

以下の表は、過去の事業活動を要因として、2011年度に法規制を超える測定値が確認された物質の最大値を記載しています。

土壌・地下水汚染の防止

土壌・地下水汚染の防止に向けた調査や対策を実施し、その情報を公開しています。
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地下水汚染が確認されている事業所

事業所名 所在地 浄化・対策状況
観測井戸最大値（mg/l） 規制値

（mg/l）物質名 測定値

川崎工場
神奈川県
川崎市

VOCの揚水曝気に
よる浄化を継続中

シス-1,2-ジクロロエ
チレン

5.3 0.04

小山工場
栃木県
小山市

VOCの揚水曝気等
による浄化を継続
中

シス-1,2-ジクロロエ
チレン

6.107 0.04

トリクロロエチレン 0.043 0.03

長野工場
長野県
長野市

VOCの揚水曝気に
よる浄化を継続中

シス-1,2-ジクロロエ
チレン

0.21 0.04

須坂工場（注1）
長野県
須坂市

原因調査のため、
土壌調査中

ポリ塩化ビフェニル 0.0028
検出されな
いこと

信越富士通
長野県
上水内郡信濃町

VOCの揚水曝気に
よる浄化を継続中

シス-1,2-ジクロロエ
チレン

0.12 0.04

富士通オプティカ
ルコンポーネンツ

栃木県
小山市

VOCの揚水曝気に
よる浄化を継続中

シス-1,2-ジクロロエ
チレン

0.13 0.04

トリクロロエチレン 0.172 0.03

FDK

山陽工場
山口県
山陽小野田市

VOCの揚水曝気に
よる浄化を継続中

シス-1,2-ジクロロエ
チレン

0.055 0.04

トリクロロエチレン 0.12 0.03

FDK

鷲津工場
静岡県
湖西市

VOCの揚水曝気に
よる浄化を継続中

トリクロロエチレン 0.17 0.03

テトラクロロエチレ
ン

0.06 0.01

（注1）須坂工場：
須坂工場は2011年度に汚染が確認されましたが、対策は2012年度から開始となるため、継続浄化、対策の事業所数には含めておりません。
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グリーンオフィス制度によるさらなる活動の向上

富士通グループでは、事務系オフィスにおいても、環境関連法規の順守はもとより、省エネルギーや廃棄物ゼロエミッショ
ン、社会貢献などの環境活動を積極的に推進しています。

その一環として、2007年度から「グリーンオフィス制度」を実施しています。この制度は、オフィスごとの環境配慮レベルや
自主的な取り組みを総合的に評価し、第5期環境行動計画では、3段階に格付けして「見える化」するというものでした。この制
度により、2009年度末までに国内のすべての対象オフィスで「二つ星（★★）レベル以上」を達成することを目標に掲げ、環境
配慮の継続的な改善・向上を図ってきました。その結果、2009年度には、371拠点のオフィスすべてが「三つ星（★★★）レベ
ル」となり、国内最大規模となる371拠点で廃棄物のゼロエミッション（注1）を達成しました。

2010年度からスタートした第6期環境行動計画では、「四つ星（★★★★）レベル以上」を2012年度末までにすべての対象オ
フィスで達成することを目標としています。「四つ星（★★★★）レベル」の条件には、従来の「三つ星（★★★）レベル」に
加えて「生物多様性保全活動」「ステークホルダーへの環境情報開示」「産業廃棄物処理のオフィス排出一元化」が設定されて
おり、達成レベルも5段階となります。各オフィスでは、この目標達成に向けた活動を開始するとともに、オフィス共通の課題を
討議する場を設けて、地域に密着した環境活動を推進しています。海外拠点については、2010年度から現状調査を開始
し、2011年度はその調査結果をもとに、制度案を検討しました。2012年度は、トライアルの実施について検討していきます。

この制度の運用により、各オフィスの活動内容を「見える化」するとともに、ほかのオフィスに共有・展開するためのデータ
ベースを構築することで、富士通グループ全体で環境活動の継続的なレベルアップを図っていきます。

（注1）ゼロエミッション：
産業廃棄物・紙くず類の処理において、単純焼却や単純埋立をゼロにすること。

オフィスにおける取り組み

工場だけでなく事務系オフィスにおいても、環境関連法規の順守はもとより、省エネルギーや廃棄物のゼロエミッションに取
り組んでいます。
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環境活動施策のデータベース化とチェックリストの活用

グリーンオフィス制度の運用を通じて、対象オフィスすべての「省エネルギー」「廃棄物削減」「ペーパーレス化」などの各
施策や活動状況を調査した上でデータベース化しています。データベースをもとに施策チェックリストを作成しており、各オ
フィスでの環境目的・目標策定時の施策検討材料として活用するほか、投資が必要な施策や運用改善施策を「見える化」するこ
とで、活動の活性化と改善に役立てています。

オフィスにおける廃棄物削減

廃棄物の適正処理に向けた現地監査の実施

日本国内のオフィスに共通する主な環境関連法規としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」があります。

富士通グループでは、ICT機器を中心とする産業廃棄物の適正処理を確認するために、社内ICT機器の処理を行う専門処理会社
として富士通リサイクルセンターを各地のグループ会社に指定し、グループで統一したレベルで定期的に現地監査する仕組みを
構築・運用しています。具体的には、1年に1回、富士通リサイクルセンターの各現場をオフィスの担当者と富士通の環境本部員
が訪問し、統一チェックリストを用いて書類および現場処理内容を確認しています。

また、機密文書処理に関するセキュリティレベルの維持・向上を目的に2009年に構築した全国ペーパーリサイクルシステムの
処理会社「全国情報セキュリティ＆リサイクルネットワーク」も、1年に1回、現地確認を行っています。

オフィスにおける廃棄物削減：過去事例

オフィスにおけるCO2排出量削減活動

富士通グループでは、主に以下のような施策を推進し、CO2排出量の削減に取り組んでいます。
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設備の省エネ対策（自社ビルを対象）

空調温度の設定（夏期28℃、冬期20℃）

不要照明の消灯、時間外空調の使用短縮（一斉退社など）

パソコン省エネモードの設定、離席時のディスプレイ電源オフ

ACアダプターの待機電力オフ、スマートコンセントの使用

パソコン、共有端末、開発端末などの夜間稼動管理の実施

アクセスポイントの集約

社内外の省エネ診断の実施

グリーンオフィスロゴ

富士通フィンランド本社がWWFよりグリーンオフィスロゴの使用認可を取得

富士通フィンランド本社は、2012年1月にWWF（世界自然保護基金）よりグリー
ンオフィスロゴの使用を認められました。WWFのグリーンオフィスはエコロジカ
ル・フォトプリントの低減をめざす実践的なプログラムであり、基準を満たすオ
フィスにはWWFよりロゴの使用許可が与えられます。富士通フィンランドは、自ら
の環境影響評価を行ったのち環境目的・目標を設定し、その目標を達成しました。
加えて、社内でも積極的に環境についての情報発信を行いました。ロゴ使用許可に
先立ち、富士通フィンランドはWWFのグリーンオフィス専門家による実地チェック
を受け合格、ロゴ使用が認められました。

富士通フィンランドは、これからも富士通グループのグローバルな環境活動に貢献すべく、積極的に活動を続けていきま
す。

ビデオ会議システムによる良質なグローバルコミュニケーションの実現

富士通テクノロジーソリューションズ（本社ドイツ）では、主要なオフィス49ヵ所にビデオ会議システムを導入してお
り、同社が展開する欧州大陸・中東・アフリカ・インドの各地を結んでいます。これはグローバルコミュニケーションの改
善や出張に伴う移動時間、カーボンフットプリントの削減を目的とされたものです。

2011年12月1日に本システムは稼働を開始し、2012年4月末までに2,000回以上のビデオ会議が開催されています。稼働か
ら半年を経て本システムの利用率は着実に上昇しており、ビデオ会議に参加した従業員は良質なコミュニケーションと遠地
のオフィスを訪れることなく日常業務の生産性が向上していることを実感しています。

ドイツ国内のセールス部門では、2012年度のキックオフミーティングで本システムを活用し、11ヵ所の拠点から600人以
上がビデオ会議にて参加しました。このイベントはモチベーション向上やチームの団結を目的としており、同社のCEOであ
るRolf Schwirzのスピーチは臨場感をもって参加者に伝えられました。このように、本システムはコミュニケーションの改善
だけでなく、各地に分散するチームの協調性向上にも大いに役立てられています。
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オフィスにおけるCO2排出量削減活動：過去事例
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富士通グループ グリーン調達基準

富士通グループは、環境に配慮した部品・材料や製品の購入に関するグリーン調達についてのお取引先への基本的な要求事項
を「富士通グループグリーン調達基準」としてまとめ、お取引先とともにグリーン調達活動を推進し、地球環境の保全に努めて
います。

富士通グループ グリーン調達基準

お取引先に求めるグリーン調達の要件

富士通グループでは、グリーン調達活動の要求事項として、お取引先に以下の要件をお願いしています。

お取引先の環境マネジメントシステム（EMS（注1））の構築

お取引先における環境負荷低減活動を継続的に実践していただくため、すべてのお取引先に、原則として第三者認証EMSの構
築をお願いしています。また、第三者認証EMSの早期構築が困難なお取引先のために、富士通グループ独自のEMSを提供し、認
証取得までの支援をしています。お取引先のEMSレベルについては、富士通グループ独自の調査票によって、定期的に調査して
います。

（注1）EMS：
Environmental Management Systemの略。

お取引先における「CO2排出抑制／削減」と「生物多様性保全」への取り組み推進

富士通グループは、第6期環境行動計画において「CO2排出抑制／削減」および「生物多様性保全」を推進しており、すべての

お取引先に対しても、これら2テーマへの取り組みをお願いし、サプライチェーン全体での取り組みの浸透を推進しています。

具体的には、部材系お取引先の取り組み実施率（社数ベース）を2012年度末までに100％とすることを目標に掲げており、目
標達成に向けて、お取引先の活動の評価指標「取り組みステージ」を定め、指標に沿った活動を要請しています。

グローバル調達体制によるグリーン調達

富士通グループでは、お客様に環境負荷の少ない製品・サービスを提供するために、グローバル調達体制によるグリーン調達
をお取引先とともに推進し、地球環境の保全に努めています。
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「CO2排出抑制／削減」については、電力使用量由来のCO2排出量を算出するツールを作成し、お取引先に提供しています。

このツールには月ごとのCO2排出量削減計画を自動算出する機能があり、主に今までCO2排出量削減の数値目標を持たなかった

お取引先が、現状の排出量を把握し、新たに削減目標を立てるためにご利用いただいています。

「生物多様性保全」については、活動の詳細な説明と取り組み事例を掲載したガイドラインや、現時点の取り組み状況が容易
に判定できるチェックツールを作成し、お取引先に提供しました。これらの資料は、生物多様性保全の重要性を理解するととも
に、日常的な環境活動と生物多様性の関わりを認識し、お取引先により身近な課題として取り組んでいただくことを目的として
います。

また、取り組みをお願いするだけではなく、これら2テーマに関するお取引先向けセミナーを開催し、「なぜ取り組みが必要な
のか」「まず何から取り組むと良いか」などについて、具体的な事例とともにご紹介しています。2010年度と2011年度は、合わ
せて7回のセミナーを開催し、お取引先70社にご参加いただきました。

これらの活動の結果、2テーマともに、2011年度の目標値である取り組み実施率80％以上を達成することができまし
た。2012年度は、100％の達成を目指してお取引先との連携を強化し、さらなるステップアップを図ります。

お取引先参加型の環境保全活動を開催

2011年10月30日、東豊田緑地保全地域（東京都日野市）において、購買本部主催による環境保全活動を開催し、お取引先
に多数ご参加いただきました。これまで、富士通グループでは多くの環境保全活動を実施していますが、お取引先にご参加
いただく環境保全活動は、今回が初めての試みでした。

今回の活動は、お取引先における生物多様性保全活動の開始の「きっかけ」にしていただきたいとの思いで企画・開催し
たものです。

当日は、お取引先10社13名にご参加いただきました。当社からは購買本部、環境本部の両本部長ならびに購買本部の幹部
社員ら総勢15名が参加し、アズマネザサ刈りや倒木の整理を行いました。また、作業の合間には緑地内の自然観察を行い、
人手による定期的な里山保全活動の重要性について、認識を新たにしました。今後も継続的に活動を展開していきます。
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お取引先における含有化学物質管理システム（CMS（注2））の構築

お取引先において化学物質を適正に管理していただくため、JAMP（注3）の「製品含有化学物質管理ガイドライン」に基づく
含有化学物質管理システム（CMS）の構築をお願いしています。具体的には、富士通グループの部材系お取引先の製造拠点を監
査し、管理体制が不十分だった場合は是正の要請と支援を行うことで、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の管理を強
化しています。また、CMS構築が確認できたお取引先に対しては、定期的に運用状況を確認しています。富士通グループでは、
今後も法規制順守のため、CMS構築活動を継続していきます。

（注2）CMS：
Chemical substances Management Systemの略。

（注3）JAMP：
Joint Article Management Promotion-consortiumの略。アーティクルマネジメント推進協議会。

説明会（国内）の様子

製品の含有化学物質管理における、お取引先との協働

富士通グループは、欧州のREACH規則をはじめ、今後日本や世界で要求される新しい
化学物質規制に対応するため、2011年6月からJAMPが策定し
たAIS（注4）、MSDSplus（注5）による調査を開始しています。開始に先立ち、同年5月
に国内の加工系お取引先73社を対象に、AISの作成方法に関する説明会を実施しまし
た。さらに6月には、中華圏のお取引先17社を対象に説明会を実施しました。説明会で
はパソコンを用いた演習を行い、AISの作成方法を習得していただきました。

お取引先と富士通グループとの間は、インターネット調達を実現する富士通グループ
製品「ProcureMART」（注6）で連携し、購買業務と化学物質調査を1つのインターフェースで実現しています。また、お取引先
から送られた化学物質情報の管理には、富士通グループ製品「PLEMIA／ECODUCE」（注7）を活用し、グループ内で情報を共
有しています。

富士通グループは、JAMPなどの業界団体が推進するグリーン調達調査の標準化活動に積極的に参画しており、今後もサプラ
イチェーンにおける調査の効率化を推進していきます。

（注4）AIS：
成形品に含まれる化学物質情報を伝達するための情報伝達シート。

（注5）MSDSplus：
化学物質・調剤に含まれる化学物質情報を伝達するための情報伝達シート。

（注6）ProcureMART：
生産材の調達業務をインターネットで実現するサービス。
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（注7）PLEMIA／ECODUCE：
製品含有化学物質管理システム。

環境技術による製品価値向上への取り組み（環境技術提案の募集）

富士通ではグリーンICTの提供を通じた環境負荷低減プロジェクト「Green Policy Innovation」を実現するために、お取引先か
ら環境技術や材料を提案していただき、優れた提案については設計開発部門にタイムリーかつ横断的に採用を提案するという活
動を実施しています。

お取引先からいただいた提案内容については、専門部門で評価し、優秀な提案の採用を検討するとともに、情報はすべて社内
データベースに蓄積し、富士通社内で共有・展開しています。富士通では、今後も優れた環境技術や材料を積極的に採用し、環
境性能に優れた製品の開発と提供を推進していきます。

なお、富士通の求める環境技術や提案の方法の詳細については、下記URLをご参照ください。

環境技術提案の募集について
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グローバルな「グリーン物流活動」の推進

富士通グループでは、グループ各社の物流部門が連携し、製造部門や営業部門とも協力しながら、輸送に伴うCO2排出量の削

減を推進する「グリーン物流活動」に取り組んでいます。また、お取引先とのパートナーシップを活かし、サプライチェーン全
体にわたって物流に伴う環境負荷の低減に努めています。

富士通グループでは、第6期環境行動計画で「国内輸送CO2排出量を2012年度末までに2008年度比で15％削減」を目標として

おり、モーダルシフトの拡大やトラック台数の削減に取り組んだ結果、2011年度には2008年度比24％削減（物量変動・震災の影
響を含む）を達成することができました。2012年度についても引き続きCO2排出量の削減に取り組み、最新の物量状況を踏まえ

た実行ベースで、2008年度比24％削減を目指します。

また、国際輸送CO2排出量や海外拠点における輸送CO2排出量の計測にも着手しており、グローバルでのグリーン物流活動を

推進しています。

モーダルシフトの適用拡大

富士通グループでは、モーダルシフトによるCO2排出量の削減に取り組んでおり、部材の調達から

製品輸送において、鉄道の効果的な活用や、航空便輸送から陸上輸送への切り替えを進めています。

富士通は、2011年3月に「エコレールマーク企業」認定を取得し、2011年度も継続して鉄道輸送を
積極的に利用しています。

2011年度には、株式会社NTTドコモ様向けに加え、KDDI株式会社様向けの携帯電話も従来のトラッ
ク輸送から鉄道輸送に切り替え、鉄道輸送の拡大を進めました。

トラック台数の削減

2011年11月から、個人のお客様向けパソコンにおける国内輸送ネットワークを、東京に集約するルートに見直しました。これ
により、工場から東京までの幹線輸送で法人のお客様向けパソコンとの積み合わせ輸送を拡大することができ、トラック積載率
の向上、トラック車両台数の削減が実現しました。

物流における環境配慮

グローバルにサプライチェーン全体を見据えた物流の合理化・効率化を推進し、物流に伴う輸送CO2排出量の削減を推進して

います。

114



保守物流サービスインフラの革新

保守部品サービスインフラの革新による、お客様へのサービス向上・環境に配慮したグリーン物流の推進に取り組んでいま
す。その一環として、全国の保守部品を管理するパーツセンターのリロケーションを推進。お客様・フィールドCE（カスタマ・
エンジニア）近隣地区へパーツセンターをリロケーションすることにより、お客様への部品配送時間の短縮を実現しました。

また、フィールドCEがパーツセンターに立ち寄り、保守部品を持参する方法を推進することで、パーツセンターからお客様ま
での配送削減を実現し、CO2排出量の抑制を図っています。

コンテナへの積載状況

国際輸送の取り組み

富士通グループでは、国際輸送におけるCO2排出量の測定を2008年度から開始し、削

減活動に取り組んでいます。

例えば、モーダルシフト（航空輸送から海上輸送）、輸送距離の短縮、コンテナ充填
率の向上、航空輸送の輸送回数削減などを実施しています。

富士通テン株式会社では、グループ会社間や部材調達の国際輸送において、不揃い
だった外装のサイズを統一してコンテナ内のスペースを有効に使用する積載方法を取っ
ていますが、この活動を海外のサプライヤー発の貨物にも展開することで、さらにコンテナの本数を削減することができまし
た。

海外グループ会社の取り組み

主要海外グループ会社において、国際輸送・域内輸送のCO2排出量の計測を開始しました。

富士通テクノロジーソリューションズ（FTS）では、製品・調達部材の輸送に関連するCO2排出量の計測と削減活動に取り組

み、グリーン物流活動を推進しております。

製品輸送距離の短縮

中国で生産しているPC用ディスプレイは、従来ヨーロッパを経由して中東、トルコ、南アフリカに輸送していましたが、これ
らの地域に中国から直接輸送する方法に切り替えました。

APAC地域で販売するサーバ、PRIMERGYは、従来ドイツから出荷していましたが、原則日本からの出荷に切り替えました。

またドイツ国内では、アウグスブルグの工場から配送センターを経由せず、製品を最終顧客まで直送する仕組みを確立しまし
た。

モーダルシフトの推進

ドイツ国内工場で使用するアジアからの調達部材の輸送について、航空輸送から海上輸送へとシフトする取組みを行っていま
す。また、ドイツからモンゴル向けのパソコン製品輸送で航空輸送から鉄道輸送に切替えを行うなどモーダルシフトを推進して
います。

梱包改善、コンテナ積み付け方法の改善

中国からドイツまでの調達部材の海上輸送では、コンテナ積み付け方法の改善を行い、積載率を向上させています。また、日
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本からドイツへのノートパソコンの航空輸送の際に使用する梱包材の削減を推進しています。

貨物の集約による輸送効率化

コンテナの充填率を高めるために、調達部材の発注量の調整や複数の調達先からの小口貨物を同一コンテナへ集約するなどの
取り組みを行い、中国をはじめとする調達先からの海上輸送の効率化を図っています。

包装に伴う環境負荷の低減

富士通グループでは、物流プロセス全体で環境負荷の低減を図るべく、製品や部品の包装における3R（注1）化を推進していま
す。

荷崩れ防止用ベルト「グ
リーンエコベルト
（注2）」

包装資材の使用量削減

富士通グループの製品に使用する段ボールなどの包装資材について、リユース可能な代替品への切
り替えを推進しました。その結果、段ボールや緩衝材などの使用量を削減することができました。

（注1）3R：
Reduce（廃棄物の発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）。

（注2）グリーンエコベルト：
DHLサプライチェーン株式会社とエコビズ株式会社の共同開発。

製品の環境配慮 包装材への環境配慮
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ICTは生物多様性保全においても大きく貢献できる力を持っています。富士通グループは、さまざまなフィールドにおいて生物
多様性保全に向けたICTの活用に挑戦しています。

ICTを活用して、生物多様性保全に貢献

ICTは、多量の情報を効率よく収集し、分析・評価することや、そのデータを活用して作業プロセスを最適化することなどがで
きます。こうした特性は、生物多様性保全の分野においても大いに活用できます。例えば、保全活動の現場にICTを活用すること
で、効率よく作業を実施できるだけでなく、活動の効果をより一層高めることができます。富士通グループは生物多様性保全に
貢献するため、新たなICTの活用に挑戦しています。

自然採食場のタンチョウ

ICT活用事例1：タンチョウの自然採食場の有効性を確認したい

北海道鶴居村におけるタンチョウ保全プロジェクト

タンチョウは絶滅危惧Ⅱ類に指定されている特別天然記念物です。北海道鶴居村の公
益財団法人日本野鳥の会鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリでは、冬場にタンチョウ
が集中する給餌場で伝染病が蔓延することによる絶滅を防ぐため、自然採食場の整備を
進めています。その有効性を確認するために、タンチョウの利用状況を正確に調査する
必要がありました。

これまでは調査員を派遣し、ビデオカメラを現地に仕掛け、後日回収するといった手
間のかかる方法だったため、1ヵ所につき2週間おきにしか調査できませんでした。そこ
で富士通は、マルチセンシング・ネットワークを活用した画像モニタリングシステムを設置。10分間隔で自然採食場でのタン
チョウの生態を記録するとともに、管理棟へのデータ転送を可能にしました。これにより調査精度が飛躍的に向上したことか
ら、従来は縄張りによって採食場利用が特定個体に限定すると考えられていたところ、実際には複数のグループが採食場を共用
しているという新事実も判明しました。

今後も、同地での自然採食場の画像モニタリングを継続するほか、地元の小中学校との連携などによる環境教育や観光資源と
しての情報発信など、タンチョウ保全をきっかけとした市民啓発と地域ネットワークづくりへも貢献していきます。
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公益財団法人 日本野鳥の会 サンクチュアリ室
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ チーフレンジャー 有田 茂生 様

冬季のタンチョウは、人からの給餌に頼って過ごしています。日本野鳥の会では、タンチョウが自然
の中で食料を採取して過ごせるよう、全国のボランティアとともに冬季自然採食地の創出に努めていま
す。

マルチセンシング・ネットワークの設置により、整備した採食地の継続的なモニタリングが可能とな
り、環境保全の効果測定と今後の整備の改善につながっています。この取り組みを進め、タンチョウの越冬環境の保全を拡
げていきます。

【プレスリリース】 ICTを活用し釧路湿原周辺部のタンチョウ保全を支援

活動レポート 釧路湿原周辺部のタンチョウ保全活動

ICT活用事例2：最高の品質のブドウを収穫したい

山梨県甲府市におけるブドウ畑温度センシングプロジェクト

山梨県甲府市では、6月中旬にワイン用ブドウ畑で花が咲き、9月に収穫時期を迎えます。最良の収穫時期や防除のタイミング
を判断する材料の1つは畑内の気温変化です。例えば、ワインづくりに使用するブドウは、開花日からの一日の最高気温と最低気
温の差の累計温度によって、最適な収穫時期を知ることができます。また、夏の暑さがピークの日より収穫日までの間、1日のう
ち気温が22度を下回った累計時間によって、ブドウの色素量を知ることができます。しかし今まで、緻密かつ正確な温度推移を
把握することが難しかったため、農業従事者は長年の経験や勘を頼りに判断をしてきました。

富士通は、社員の農業体験の場として活動しているブドウ農園から、ブドウ畑の温度計測について相談されたのをきっかけ
に、2011年6月より温度センシングの実証実験を開始しました。マルチセンシング・ネットワークを活用し、ブドウ畑内に設置
したセンサーボックスから24時間10分間隔で測定した温度データを農園管理事務所に送信。温度集計・分析プログラムを用い
て、畑内の正確な温度推移を得ることができました。

今回のセンシングにより、温度測定にかかる工数の大幅な削減に加え正確な温度データをもとに効果的な防除が実施でき、ワ
インの品質向上に繋がったほか農薬使用量も削減できました。2012年度は雨量計・湿度計を追加し、さらに高精度な農業用セン
シングシステムの実証実験を継続するとともに、ICTを活用した農業への貢献にも取り組んでいきます。
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奥野田葡萄酒醸造株式会社 代表取締役 中村 雅量 様

マルチセンシングネット・ワークの導入により、10分間隔で圃場の温度の変化が事務所に居ながらわかる
ようになりました。その結果、ブドウの成長に悪影響を与える病原菌に対する適切な防除を実施することが
でき、2011年の山梨県内平均のワインのビンテージがあまりよくない中、当社は最近では最高のビンテー
ジのワインをつくることができました。2012年度は雨量計や湿度計からのデータも収集しています。ICTを
活用して、上質のワインつくりを目指したいと思います。

【プレスリリース】 山梨県のワインファームでセンサーを活用した農業支援を開始

ICT活用事例3：手間のかかる植生調査を市民が参加できる楽しく簡単なものに

携帯フォトシステムを活用した多摩川植生調査

生物多様性の保全策を検討するにあたり、対象となる地域に生息・生育する動植物を的確に把握する必要があります。そうし
た調査は従来、専門家が現地に赴いてメッシュ図に描き起こしていく方法が一般的であり、大変手間と時間がかかる作業でし
た。そこで富士通では、植生調査を容易かつ楽しく実施できるよう、GPS機能付き携帯電話を使って情報収集や管理を行う「携
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帯フォトシステム」を活用し、2011年度に川崎市様やNPO法人と協働し川崎市多摩川の植生調査を実施しました。

調査では、川崎市域約28kmにわたる多摩川の流域を約7kmごとの区域に分け、4つのグループで対象となる植物を携帯電話の
カメラで撮影していきました。この調査の大きな特徴は、携帯電話という身近な機器を利用することで多くの人々に参加いただ
けることに加え、画像情報と位置情報が容易に収集できる点です。今回の調査により、例えばハマダイコンは、第三京浜道路の
新多摩川橋の下流のみに生息し、一方ノギクの仲間は東急東横線架橋の上流のみに分布することなどがわかりました。

富士通グループは、これからもICTによる植生調査の支援を通し、植物分類学や保全生態学への学術的貢献を目指すとともに、
より多くの方々に楽しんで参加いただくことで生物多様性に関心を持っていただけるように取り組んでいきます。

川崎市建設緑政局緑政部 多摩川施策推進課 協働推進係長 稲田 隆次 様

多摩川の植生調査へのご理解、ご協力をいただき、富士通のICT技術を活用しながら市民協働により事業
展開しています。

今回、身近な携帯電話を使用するので、皆が楽しみながら調査を行えました。さらに調査結果の集計作業
も簡単に行うことができ、全ての人が使いやすいシステムであることが十分にわかりました。

今回の成果を活かして、市民・企業・行政との連携を今後も推奨していきたいと考えております。

【プレスリリース】 ICTを活用した多摩川での植生調査の実施について
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富士通グループでは生物多様性の保全を第6期環境行動計画における重点分野に設定し、この実現に向けた活動を推進していま
す。

富士通の挑戦～生物多様性の保全～

基本的な考え方

人々の暮らしは、地球がもたらす自然の恵みがあってこそ成り立っています。食料・木材の供給はもちろん、気候調整や水の
浄化、あるいはレクリエーションなど、自然が人類にとって果たす機能は計りしれません。こうした機能を総称して「生態系
サービス」と呼んでおり、それらを生み出す源が「生物多様性」です。昨今、地球上の生態系の劣化が進む中、持続的な生態系
サービスを可能にするためには、生物多様性の保全が喫緊のテーマだといえます。

こうした状況を受けて、富士通グループは、2008年7月に発表した中期環境ビジョン「Green Policy 2020」の目標の1つに
「生物多様性の保全」を掲げ、生物多様性条約第9回締約国会議で署名した「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」のリーダー
シップ宣言に掲げられたすべての項目について、2020年までに具体的な取り組みを推進することを目標としました。

その実現に向けて、2009年10月に「富士通グループ生物多様性行動指針」を策定。その中で、「自らの事業活動における生物
多様性の保全と持続可能な利用の実践」と「生物多様性の保全と持続可能な利用を実現する社会づくりへの貢献」を取り組み
テーマとして掲げ、2010年度からスタートした第6期環境行動計画で4つの行動計画項目を定めました。

富士通グループ生物多様性行動指針

事業活動に伴う生物多様性保全への影響低減

富士通グループは、「自社の事業活動が生物多様性に何らかの影響を与えている」という認識のもと、事業活動における環境
負荷低減に取り組んでいます。

社内向け「生物多様性ガイドライン」には、研究・開発・設計、調達、製造、輸送、販売、使用、回収といった製品のライフ
サイクルすべてのフェーズにおいて、それぞれ取り組むべき事項が具体的に示されています。このガイドラインをもとに、社員
一人ひとりが自らの業務と生物多様性との関わりを認識し、環境負荷低減に取り組みます。

生物多様性保全への取り組み
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事業活動に伴う影響低減に向けた定量評価

生物多様性を保全していくためには、事業活動における生物多様性への影響を定量的に評価し、目標を設定して影響低減の活
動を進めることが重要です。

そこで、富士通グループは、まず事業活動と生物多様性、生態系サービスとの関わりを分析。その結果、主に「水資源・森林
資源の利用」において生態系に依存していること、また、主に「鉱物資源・エネルギー資源の利用」「廃棄物の処理」「事業所
の土地利用による土地の開発・改変」「大気・水域への化学物質などの排出による汚染」「大気への温室効果ガスの排出による
気候変動」を通じて、生物多様性に影響を与える可能性があることがわかりました。

このような影響を低減するため、事業活動による生物多様性への影響を定量的に評価する手法として、2010年度に「富士通グ
ループ生物多様性（BD：Biodiversity）統合指標」を構築しました。その枠組みでは、生物多様性に影響を与える事業活動を明確
化し、この事業活動に関連した定量的データ項目を影響要素として抽出します。この影響要素に対し、既存の評価手法を活用し
て重み付け・統合化するというもので、最終的に「事業活動による生態系の損失」や「生態系の価値」に関連した指標を得るこ
とができます。

富士通グループは、第6期環境行動計画において、「BD統合指標により評価した生物多様性への主要事業領域における影響度
を、2012年度末までに2009年度比で3％削減する」という目標を設定しています。2011年度は、主にエネルギー資源利用量およ
び廃棄物処分量の削減により2009年度比4.6％削減を達成しました。今後も生物多様性への影響度を低減するための活動を強化し
ていきます。

事業所敷地の土地利用評価

富士通の事業所敷地は、周辺地域の中である程度の面積を占めています。この事業所敷地を地域生態系ネットワークのパッチ
として位置づけ、生態系ネットワークの観点から事業所敷地のあるべき姿を考え、保全策を実施していくことは、地域生態系
ネットワークを構築していく上で重要なことです。そのためには、現状の事業所敷地の生物多様性の度合いを定量的に評価し、
それに基づいた保全策を実施、その結果をモニタリングおよび評価するという、PDCAサイクルを回していく必要があります。

富士通は、富士通エフ・アイ・ピー株式会社および東京都市大学環境情報学科の田中章教授と連携して、保全すべき野生生物
を評価種として選定し、その評価種の生息のしやすさから事業所敷地を評価する手法である「かんたんHEP」を開発しました。

この手法を富士通川崎工場（神奈川県川崎市中原区）に適用し、評価を行いました。
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約15ヘクタールの広さを持つ川崎工場は、多摩川と多摩川の河岸段丘である斜面林の中間に位置し、この地域で生態系ネット
ワークを構成する際の1エリア（パッチ）と見なすことができます。今回、この地域で保全すべき野生生物の評価種として、シ
ジュウカラ（樹林）、オオカマキリ（草地）、カワセミ（水辺）を選定しました。これら3種の評価種について、工場周辺地域に
おいては生息環境の連続性を評価し、工場敷地内においてはHSIカルテ（注1）の「採食条件」「水条件」「行動・休息条件」
「繁殖条件」から生息地としての適性度合いを評価しました。

例えばシジュウカラにおける評価では、「採食」「水場」「生息・休息」「繁殖空間」の安全性が低いことがわかり、今後の
保全策として、人の立ち入り禁止エリアの設定を検討しています。またシジュウカラから見た川崎工場周辺地域の生息環境の連
続性評価では、多摩川や等々力緑地とは連続性が見られましたが、河岸段丘・斜面林とは連続性が見られないことがわかりまし
た。

このように、本手法を適用することで、事業所敷地内における生物多様性の保全活動に役立てられるのはもちろん、行政や住
民、NPO、他社などと協力し、地域の生態系ネットワークを構築するための具体的な保全策の検討に役立てることもできます。
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（注1）HSI（Habitat Suitability Index）：
野生生物の生息環境を定量的に評価するための指標。

ICTと生物多様性

ICTを活用した生物多様性保全への貢献

ICTを活用することで、生物多様性の分野において複雑かつ多岐にわたる情報を適切に収集、分析・評価、管理することで、生
物多様性の損失の回避・低減、生物多様性の維持・拡大に貢献することができます。

こうした生物多様性保全へのICT活用の例として、「携帯フォトシステム」を利用した全国タンポポ調査や多摩川植生調査、マ
ルチセンシング・ネットワークを利用したタンチョウ保全への貢献を実施しています。

また、生態系サービスの1つである供給サービスを担う農業へのICT活用事例として、山梨県のワイン農家である夢郷葡萄研究
所様においてマルチセンシング・ネットワークを適用しています。

Highlight -ICTを活用した生物多様性の保全-

社会への普及に対する貢献

富士通は、「ビジネスと生物多様性イニシアティブ（B&B）」や「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」などの外部団
体に参加し、生物多様性保全の社会への普及に貢献しています。

B&Bは、生物多様性条約（CBD）第9回締約国会議（COP9）において世界各国の40あまりの企業が「リーダーシップ宣言」に
署名し発足したものです。それらの企業がそれぞれベストプラクティス（最良事例）を公表することにより、生物多様性の保全
と持続的な利用をグローバルに促進しています。富士通は、2010年度のCBD COP10のサイドイベントで、その取り組み成果を
発表しました。

JBIBは、多岐業種にわたる30以上の国内企業が参加している団体です。共同研究の成果をもとに他企業やステークホルダーと
の対話を図ることで、生物多様性保全に貢献する活動を展開することを目的としています。富士通は、研究活動やツール開発に
携わっています。
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グローバルでの活動

マレーシアでの熱帯雨林再生活動の推進

富士通グループでは、生物多様性の保全にグローバルな視点から貢献するため、タイ、ベトナム、マレーシアで植林活動を実
施してきました。現在は「富士通グループ・マレーシア・エコ・フォレストパーク」で、植林した苗木が熱帯雨林に成長してい
くよう、継続的にボランティアを募り、補植やメンテナンスを実施しています。

2011年度は、富士通グループ社員とその家族31名が参加し、植林体験やメンテナンス体験のほか、原生林やマングローブ林の
見学を実施しました。

富士通グループ・マレーシア・エコ・フォレストパークでの熱帯雨林再生活動

タイでのマングローブ植樹

タイでICTソリューションビジネスを推進する富士通システムビジネス（タイランド）（FSBT）は、海洋保全および生態系を
回復する目的で、2010年度に引き続き2011年度も4月と7月に、社員42名がチョンブリ州で、マングローブの苗木の植樹を行い
ました。マングローブの植樹は、毎年恒例のFSBT環境保全プログラムのひとつになっており、この活動を通じてFSBTは、タイ
におけるグリーンICT企業のリーダーとしての責任を果たしていきます。
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地域への貢献

富士通グループでは、地域の環境維持および地域の皆様に快適な環境を提供することを目的に、全国の支社・支店、工場、海
外拠点において清掃活動や緑化活動などの地域貢献活動を実施しています。

また、ペットボトルキャップや使用済切手・プリペイドカードなどの収集活動を通じた社会貢献活動を実施しています。

事業所周辺の美化活動の実施（館林システムセンター）

館林システムセンターでは、環境月間行事の一環として、毎年労使共催による「事業所周辺の美化活動」を実施していま
す。2011年度は、事業所外周道路や近隣の公園のゴミ拾い清掃、街路樹植え込みの除草作業などに総勢189名の社員が参加
しました。

大分クリーンアップ・落ち葉リサイクルキャンペーンおよびソーラーエコランタンづくりの実施（大分システムラボラト
リ）

大分システムラボラトリでは、2012年1月26日、地域貢献活動の一環として「清掃活動」および「ソーラーエコランタン
づくり講習会」を実施し、総勢25名の社員が参加しました。

まず昼休みに、ラボラトリ周辺の河川敷の公園、道路、街路樹植え込みの清掃活動と落ち葉拾い・腐葉土づくりを実施。
就業後には、「ソーラーエコランタンづくり講習会」を開催し、できあがったエコランタンの一部を大分県の絶滅危惧種Ⅰ
種に指定されているヒメユリの保護に役立てていただくため、大分県庁へ寄贈しました。

自然環境の保全

富士通グループでは、生物多様性の維持・再生を推進し身近な自然環境を守るために、森林保全や里山保全、海岸清掃などの
活動に取り組んでいます。

森林保全活動

富士通グループでは、全国各地で森林保全活動を実施しています。そのうち13ヵ所では各地の自治体が推進する「企業の森」
事業に参画し、「富士通グループの森」として森を大事に育てる活動を実施しています。また世界各地でも、生物多様性保全を
目的として植林活動などを実施しています。

環境社会貢献活動

富士通グループでは、社員一人ひとりが地球環境の大切さを認識し、美しい地球環境を次世代へと受け継いでいくために、
「地域貢献活動」「自然環境保全活動」「環境教育活動」の3つを柱とする環境社会貢献活動を通して、地域社会に貢献していま
す。
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「FJQSふれあいの森」下草刈り活動

「FJQSふれあいの森」下草刈り活動

株式会社富士通九州システムズ（FJQS）は、地元九州への地域貢献活動の一環
として、2004年より10ヶ年計画で、公益財団法人阿蘇グリーンストックと共同で植
林とその管理保全活動を実施しています。2008年までに7.8ヘクタールの面積地
に15,000本を植樹し、「FJQSふれあいの森」が完成しました。現在は、2012年ま
での計画で、管理保全活動「下草刈り」の期間となっています。

活動事例（富士通グループの森）

里山保全

現在、日本の里山では、耕作放棄や外来種の増加などにより本来の里山の生態系が失われつつあります。富士通グループでは
自然公園や緑地保全地域など、生活の場の近くに存在する里山を守る活動を実施しています。
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宍塚の里山保全活動

富士通コワーコ株式会社
「ハニースマイルプロジェクト」

宍塚の里山保全活動

茨城県土浦市の宍塚の里で、NPO法人宍塚の自然と歴史の会の皆様のご協力のも
と、宍塚の里山を守る活動に参加しています。2011年7月2日には、里山に湿地を再
生させる活動として、アカメヤナギの落ち葉によって湿地が縮小してしまうことを
防ぐための伐採を行いました。また、子どもの身丈ほどもある外来草のセイタカア
ワダチソウは、成長が早く湿地を埋め尽くしてしまうため、その抜根を実施しまし
た。

ハニースマイルプロジェクト

富士通コワーコ株式会社では、減少する蜜蜂について生物多様性に配慮しながら
養蜂群数の増加を目指す「ハニースマイルプロジェクト」を、2011年度より開始し
ました。この活動は、ミツバチが花粉交配（ポリネーション）に必要な蜜源となる
れんげなどの花を栽培し、製作した巣箱を近隣に設置する取り組みです。この取り
組みを通して、ミツバチは巣箱に花粉を持ち帰るとともに、花の受粉も助けていま
す。こうして実った果実や種子が小動物の餌になり、その糞もまた多様な生物や植
物の栄養となって生命の連鎖が繰り返され生態系が形成されます。私たちの豊かな
暮らしはこうした自然界の恩恵により成り立っていることを認識し、今後もこうし
た社会貢献活動を実施していきます。

地域の環境問題について学ぶボランティア活動

富士通オーストラリア・ニュージーランド（FANZ）のシドニーオフィスでは、2012年3月、シドニー中心部にあるゴート
島での環境ボランティア活動に参加しました。オーストラリアの非営利団体であるLandcare Australiaの呼びかけに応じて参
加した環境保護プログラムであり、ゴート島をかつての未開拓時代の状態に戻すため、自然景観を整えゴート島の施設を修
復しました。参加したFANZ社員からは、「この活動を通じて、今日私たちの世界を脅かしている環境問題についても多くを
学ぶことができた。」「この日は自分たちの地域プログラムに参加したことで、身近な環境について学び、理解を深める素
晴らしい機会になった。」といった声があり、環境問題への意識向上につながりました。

活動事例（里山保全）

社外での環境教育・啓発活動

次世代につなげる環境教育

富士通グループは、地域の皆様や子どもたちに環境の大切さを知ってもらうため、「環境出前授業」を行っています。2011年
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度は、49ヵ所の小・中・高等学校や公民館など、のべ3,143名を対象に「パソコン分解を通して学ぶ私たちの3R」や「地球環境
カードゲーム My Earthで学ぶ地球環境問題」、「調べてみよう電気の変身！測ってみようムダな電気！」などの環境出前授業を
開催しました。

さらなる出前授業の要請に応えられるよう、2011年度は関西エリアで新たに3名の社員を講師として養成しました。2012年4月
現在、85名の講師が全国各地で授業を行っています。

また、上記の「環境出前授業」とは別に、グループ会社や工場などで独自に、事業特性を活かした「環境に関する授業」を実
施しています。

2011年度環境出前授業実施結果

授業内容 実施件数 実施人数

パソコン分解を通して学ぶ私たちの3R 41 2,684

地球環境カードゲーム My Earthで学ぶ地球環境問題 6 261

調べてみよう電気の変身！測ってみようムダな電気！ 2 198

合計 49 3,143

夏休み環境学校の実施

富士通化成株式会社では、「パソコン解体体験でリサイクルのヒミツを探してみよう！」をテーマに、「夏休み環境学
校」を実施しました。

パソコンの解体体験を通じて環境問題への理解を深め、日常生活の中で自分たちにできるエコは何かを考え、行動を起こ
すきっかけとしたいとの思いから、2010年度より神奈川県相模原市内の小学校4～6年生を対象に実施しています。2011年度
は8月11日に実施し、26名の子どもたちが参加しました。
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「バーディーforグリーン」による東日本大震災復興支援・植林プロジェクトで林野庁より感謝状を授与

富士通主催の女子プロゴルフツアー「富士通レディース」では、「バーディーforグリーン（注1）」による、森林再生と生
物多様性の保全に取り組んでいます。

「富士通レディース2011」は、東日本大震災の被災地に対する復興支援の一環として、公益社団法人 国土緑化推進機構を
通じ「東日本大震災復興支援・植林プロジェクト」に寄付をしました。この寄付に対し、林野庁長官より感謝状が授与され
ました。

授与式では、皆川芳嗣林野庁長官より当社副社長藤田正美に感謝状が手交され、御礼と、「富士通の植林を通じた環境保
全活動に期待している」との言葉をいただきました。

（注1）バーディーforグリーン：
「富士通レディース」における環境保全に向けた取り組みの1つで、選手の成績を苗木本数に換算して、本数相応の費用を寄付、森林再生と
生物多様性の保全に貢献しています。2009年度と2010年度は、マレーシア ボルネオ島の「富士通レディースの森」の植林とメンテナンスを
行いました。
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富士通グループの環境マネジメントシステム

富士通グループでは、国際規格ISO14001に基づく環境マネジメントシステム（EMS）を構築し、グループが一体となった環
境改善活動を推進しています。2004年度末に国内の連結子会社を対象にISO14001を取得した後、対象を海外の連結子会社に拡
大し、2005年度末にグローバル統合認証を取得しました。

国内外に広がるサプライチェーンに即したEMS構築により、グループガバナンスの一層の強化を実現し、第6期環境行動計画
の達成状況の把握をはじめ、グループ各社における順法への対応、緊急事態への対応、環境コミュニケーション活動や環境保全
活動に関する情報の収集、マネジメントレビューの実施など、より効率的で実効性の高い環境活動の推進を可能にしています。

EMSの構築・運用の状況

富士通グループは、2011年度末現在で、富士通および国内グループ会社の合計91社、海外グループ会社12社が、ISO14001グ
ローバル統合認証を取得しています。非製造系の海外連結子会社25社では、富士通グループ環境方針から導いた共通基準に基づ
くEMSを構築・運用しており、グループ全体で環境経営の体系を確立しています。

環境推進体制

環境経営の最終的な意思決定は、社長主宰の「経営会議」で行われます。その直轄組織として、環境行動計画やEMS体制の改
善などに関する協議を統括し経営会議に報告する「環境委員会」と、ビジネスグループの事業責任者をメンバーとして地球温暖
化防止対策に向けて事業活動に伴う排出量削減などの全社方針を検討する「ローカーボン委員会」を設けています。

環境委員会では、環境保全活動のテーマごとに、各ビジネスグループ・各本部の枠を超えた関係者で構成される「課題別委員
会」が組織されています。2010年度には、低炭素社会の実現に貢献する革新的なグリーンICTの研究開発強化を目的に、新たな
課題別委員会として「先端グリーンR&D委員会」を発足し、ICT機器の効率を向上できる先端技術の開発と、ソリューションの
環境負荷低減効果の向上に貢献できる先端技術の開発を推進しています。

また、環境委員会の協議結果などをグループ全体に伝達し、その理解・浸透と積極的な行動を促すための組織としてグリーン
マネジメント委員会の配下に「グローバル環境マネジメントWG（ワーキンググループ）」を設け、EMS活動の強化を図ってい
ます。グローバル環境マネジメントWGでは、各ビジネスグループの責任者を招集し、各部門やグループ会社に対する依頼事項
などを伝達することで、グローバルな情報伝達を一元化しています。

環境マネジメント

ISO14001（注1）に基づく環境マネジメントシステムの継続的改善に努め、グループが一体となった環境マネジメントを推進
しています。

（注1）ISO：
ISO（International Organization for Standardization, 国際標準化機構）が定めた環境マネジメントシステム（EMS：Environmental Management

Systems）に関する規格。環境に配慮し、環境負荷を継続的に減らすシステムを構築した組織に認証を与えるというもの。
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行動実施フロー

「環境委員会」は、グループ全社に関わる環境関連事項の立案・審議・決定を行う最高位の委員会で、富士通グループ環境方
針やグループ全社の環境目的の審議、環境管理活動状況や成果についての確認および是正を主に行います。

「課題別委員会」は、特定の課題ごとに専門的に対応するため、環境委員会の下部機関として設置されます。課題別委員会で
は、環境行動計画の目標の検討や、目標の進捗状況を確認し、目標達成に向けての推進を主に行います。課題別委員会からの進
捗状況報告について、環境委員会ではその承認や指示を行います。
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ライン（事業）＋サイト（事業所）のマトリクス構造によるマネジメント

富士通グループでは、経営と同じ枠組みでの環境マネジメントを実践するために、（1）各部門、各社のビジネスに直結した
「ライン活動（グリーン製品の開発、環境貢献ソリューションの開発・拡販など）」と、（2）工場や事業所などの拠点ごとに共
通のテーマに取り組む「サイト活動（省エネ・廃棄物削減など）」を組み合せたマトリクス構造による環境マネジメントを実施
しています。

これにより、事業活動に伴う環境負荷の低減に加えて、製品やサービスの販売を通じた環境負荷の低減を推進しています。

富士通オーストラリア・ニュージーランドがバンクシア環境賞を受賞

豪州でグリーンICTソリューションを牽引する富士通オーストラリア・ニュー
ジーランド（FANZ）は、2011年11月、オーストラリアで最も名誉のある環境賞
「バンクシア環境賞（大組織部門）」を受賞しました。これは、FANZの長年にわ
たる持続可能性への貢献がバンクシア環境財団より認められたものです。同財団
は1989年にオーストラリアに設立されたNPOで、賞の授与や関連活動を通じて、環
境や持続可能性の重要性を推進していく団体です。今回のFANZの受賞について賞
の審査員からは、「FANZのプログラムは、持続可能性の原則を企業文化にまで高
めていることを示しており、非常に印象的でした。プログラムは社内外に影響を与える規模と広がりを有しており総合的で
す。 FANZは地球温暖化ガス削減とエネルギーについて、顧客と一緒になって大きな影響を与える潜在力を持っていま
す。」との言葉を頂きました。

環境マネジメントシステムの継続的改善

スマートEMSの構築

世界各地の富士通グループ会社・事業所の環境負荷に関する計画・実績・施策情報などを一元管理する「環境経営統合DB」
や、コンプライアンスやリスク管理の状況を一元管理しEMSの運用を支える「環境ISO14001運用支援システム」など、ICTを駆
使した独自の環境マネジメントツールを活用し、環境経営の効率化と可視化を図っています。また、全社で推進中の「グローバ
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ルコミュニケーション基盤」のWeb会議システムをEMSの運用におけるリモートコミュニケーションに利用しています。

環境パフォーマンス向上への取り組み

工場での環境パフォーマンス向上を目指して、目標の達成度合い、法規制の順守状況、運用管理状況などを統合的に判断する
仕組みづくりを進めています。

今後も、グローバル統合EMSの継続的改善に取り組むために、第6期環境行動計画の「ICTの導入によるスマートなEMSの構
築」、「環境パフォーマンス向上の仕組み構築」を推進し、環境経営基盤の強化を図っていきます。

環境監査の実施

内部監査の実施と結果

富士通グループは、内部監査の客観性や独立性を確保するために、いずれのライン組織にも属さない経営監査本室が中心とな
り、富士通およびグループ会社から監査員を集めて内部監査を実施しています。

2011年度は、6月～12月にかけて、449ヵ所の国内・海外の富士通およびグループ会社の工場、オフィスなどを対象に内部監査
を実施しました。監査にあたっては、2010年度の内部監査の指摘の傾向と外部審査結果を精査し、（1）コンプライアンスの順
守、（2）第6期富士通グループ環境行動計画の取り組み状況、（3）本業とリンクした環境目標の設定、（4）人材育成計画とそ
の実施状況、の4点に重点を置きました。また、2009年度から取り組んでいる異なる拠点同士の相互監査を継続して実施し、他
部門に対する監査経験を自部門の活動に反映することで、環境活動の活性化を推進しました。

こうした内部監査の結果、347件の指摘があり、うち重欠点0件、軽欠点25件、観察事項322件でした。

指摘件数は前年度より62件減少しています。指摘内容については、件数の約55％を「法の順守」、「運用管理」、「環境目
的・目標」が占めており、各々法の順守については産業廃棄物、運用管理については自主的なルールの未実施や一部欠如、環境
目的・目標については上位方針との不整合が指摘されました。

外部審査の実施と結果

2011年度の外部審査は2011年9月～2012年1月に行われました。国内では、株式会社 日本環境認証機構（JACO）の審査を受
け、富士通グループ全体の活動に対する指摘事項はなく、グループ各社に対して改善の余地77件の指摘がありました。海外で
は、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の審査を受け、こちらも富士通グループ全体の活動に対する指摘事項は
なく、グループ各社に対して軽欠点16件、観察事項41件がありました。これらについては2011年度末までに是正を完了していま
す。指摘された内容はグループ内で共有し、2012年度の内部監査で状況を確認する予定です。また2011年度は、3年ごと
のISO14001認証の更新時期であり、2012年3月に認証の更新が了承されました。

なお、環境活動の質の向上を目的に、内部監査におけるパフォーマンス評価（ISO14031準拠）の導入について、2008年9月か
ら審査機関との協議を開始しています。2011年度はトライアルとして13工場に適用し、2012年度は主要な国内製造系グループ会
社まで拡大して実施していきます。

環境に関する順法状況

2011年度、富士通グループでは重大な法規制違反や環境に重大な影響を与える事故の発生はありませんでしたが、法規制違反
や自主基準値からの逸脱、専任者選定の遅延などが14件ありました。その主な内容は、（1）産業廃棄物処理のマニフェストや
委託契約書に関する違反、（2）水質基準値超過（工場排水のBOD（注2）超過など）でした。
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今後、法律違反の撲滅に向け、産業廃棄物についてはグループ全体で再教育や監視体制の強化を行うとともに、公式審査員の
拡充、また水質については自主管理値強化と水平展開のための統一化を図ります。

（注2）BOD：
Biochemical Oxygen Demandの略。生物化学的酸素要求量。

環境経営情報システム

富士通グループでは、環境経営の効率化と可視化を目指して、ICTを駆使した独自の環境マネジメントツールを積極的に活用し
ています。

環境経営統合DBの活用

富士通グループでは「環境経営統合DB（Global Environment Database System：GEDS）」を活用し、全世界の富士通グルー
プ会社・事業所の環境負荷（パフォーマンス）情報を収集し、計画・実績・施策情報などを一元管理しています。

環境ISO14001運用支援システムの活用

富士通グループでは、「環境ISO14001運用支援システム（Green Management System：GMS）」を活用し、環境監査におけ
る指摘事項の改善状況や順法の状況、コミュニケーション活動の状況、環境影響評価による直接的・間接的影響とリスク・対策
レベル、環境経営の目的・目標の設定状況、環境マネジメントプログラムの実施状況などの環境マネジメントシステムの運用状
況を一元管理しています。

これによって是正対策と目標管理を確実に実行することができ、活動の継続的な改善とリスク低減に効果をあげています。
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環境教育体系

富士通グループでは、「全員参加による環境活動を推進していくためには、社員一人ひとりの環境意識の向上が必要不可欠で
ある」という考えに基づき、下記の体系に基づいた環境教育・啓発活動を実施しています。

3年に1回、環境e-Learningを実施することで、全社員が環境に関する基本的な認識を身につけるとともに、新入社員、一般社
員、幹部社員、経営層など各階層ごとに、入社時・昇格時の一般教育の中で環境教育を盛り込んでいます。また、営業・SE、ソ
フト開発、 調達、物流、製造、ハード設計開発、ソフト・ハード研究開発など、部門別にも内容をカスタマイズした教育を実施
しています。さらに、環境に関する業務を担当する社員に対しては、専門教育として内部監査員教育や施設管理教育などを実施
しています。

環境e-Learningの画面例

全グループ社員向けの環境e-Learning

社員一人ひとりの本業における環境保全活動への主体的な取り組みを促進するととも
に、国際規格ISO14001に準拠した環境保全活動の実践および「第6期富士通グループ環
境行動計画」の周知・理解・実践を図るために、全グループ社員を対象に環境e-

Learningを2010年に実施しました。

グループ全社員が受講する「基礎コース」は11ヵ国語に対応しており、「富士通グ
ループ生物多様性行動指針」をはじめ、富士通グループの生物多様性保全への取り組み
についても学習します。さらに、「基礎コース」に加えて6種の「業務別コース」を設
け、業務に応じた環境活動や「富士通グループ生物多様性ガイドライン」に基づく生物
多様性保全への活動を呼びかけています。

なお、e-Learning方式で実施することにより、集合教育に比べて約6,500トンのCO2排出量削減効果も見込んでいます。

社内での教育・啓発活動

富士通グループでは、あらゆる部門の社員を対象として様々な環境教育・啓発活動を実施しています。
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環境e-Learningの概要

1. 目的

「第6期富士通グループ環境行動計画」の周知・理解・実践

社員一人ひとりの業務における環境活動への主体的な取り組みの促進

2. 対象、内容

全世界の社員が受講する「基礎コース」と、受講者の業務に応じた6種の「業務別コース」から構成されています。また、受講
後には理解度を判定するためのテストを実施し、一定点数以上の取得により修了となります。

「基礎コース」受講対象者：国内外の富士通グループ全社員・役員

日々の暮らしと地球環境問題の関わり、一人ひとりが職場や暮らしの中でできること、グローバルな環境問題の動向と「第6期
富士通グループ環境行動計画」をはじめとする富士通グループの環境問題への取り組み、生物多様性の保全を実現する社会づく
りへの貢献など。

「業務別コース」受講対象者：国内の富士通グループ全社員・役員

1. ソリューションコース：国内の営業・SE部門、ソフト開発部門
お客様・社会に貢献するグリーンICTの提供、環境ソリューションの提供、ICT製品のリサイクルの推進など。

2. 調達コース：国内の調達部門
お取引先と協働した上でのCO2排出量の削減や生物多様性保全活動など。

3. 物流コース：国内の物流部門
物流・輸送時のCO2排出量の削減、物流・輸送における生物多様性への影響の低減など。

4. 製造コース：国内の製造部門
製造工場における環境負荷（温室効果ガス、化学物質、廃棄物）の低減および環境負荷低減に向けてのアプローチと着眼
点など。

5. ハード設計開発コース：国内のハード設計開発部門
環境配慮型製品の設計によるお客様貢献、設計開発における生物多様性への影響の低減など。

6. ソフト・ハード研究開発コース：国内のソフト・ハード研究開発部門
研究開発業務における環境視点の導入など。

3. 実施期間・方法

2010年6月～12月

富士通グループの共通教育インフラである「FUJITSU NetCampus」などを通じて、順次、会社単位で実施しました。なお、
受講進捗および実績は、当社のeラーニングソリューション「Internet Navigware（インターネット ナビウェア）」によって
管理・運用しています。
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設計者・営業向け環境教育

設計者向けの解体教育や、営業部門向けのリサイクルセンター見学などを実施しています。

環境月間などを利用した啓発活動

環境省が主唱する環境月間（6月）を活用し、各事業所で環境をテーマにした講演や映画上演会などの様々な啓発活動を実施し
ています。

「地球環境問題のキーワード」の書籍
とe-Learning画面

環境教育用の教材の作成

社員向け環境教育のノウハウを社外にも展開するために、富士通は富士通エフ・
オー・エム株式会社と共同で環境教育用の教材「地球環境問題のキーワード」を作成
し、2008年5月から書籍およびe-Learning教材として販売しています。

「環境ビジネスに携わる人だけではなく、一般の社員も広く理解できるもの」という
観点から、地球環境問題の基礎、他社の環境ビジネス、ICTによる環境貢献などを盛り
込んだ幅広い内容になっています。
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環境コンテスト最優秀賞
「Fujitsu Sponsors a Play Pump」

社内表彰制度「環境貢献賞」「環境コンテスト」の実施

富士通では、グループ各社における社員の環境意識の向上を図っていくため、グルー
プ全社員を対象に環境に貢献しているビジネスや業務を表彰する「環境貢献賞」と、環
境への思いを写した写真を表彰する「環境コンテスト」を1995年から毎年継続して実施
しています。2002年度からは、「環境貢献賞」の最上位にあたる「環境大賞」を設け、
毎年6月に開催される創立記念式典で、社長より表彰しています。

2011年度の環境貢献賞では、「長野工場での地中熱採熱システムの導入」や「マルチ
センシング・ネットワークを活用した生物多様性保全の推進」のほか、節電に向けた取
り組みなどが「環境大賞」として表彰されました。

環境コンテストでは、右記の最優秀賞のほか、各国グループ企業からの応募作品より25点を表彰しています。

営業・SEを対象とした「環境特別表彰」の実施

富士通グループでは、グループ内の営業・SEなどを対象として「ICTの活用によるお客様の環境負荷低減」を推進することを
目的に、2008年度から「環境特別表彰」制度を設けています。

従来の「ICT導入によるCO2排出量削減効果の見える化とその訴求によるソリューションビジネスの強化」に、2011年度は

「節電（消費電力削減）によるお客様のコスト削減を実現する商談の推進」という観点を新たに追加して評価し、顕著な活動を
行った組織を2012年4月の「ソリューションビジネス拡販会議」で社長から表彰しました。

社内表彰制度

環境保全に対するグループ内での優れた取り組みを表彰しています。
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社会・環境報告書、ホームページを通じた情報開示

富士通グループでは、環境経営に関する情報を積極的に社会へ開示し、透明性を高めることを目的に、1996年から環境経営の
実績およびその成果を取りまとめた環境報告書を発行しています（2003年から社会的側面も含め、社会・環境報告書として発
行）。2011年に発行した「2011 富士通グループ 社会・環境報告書」は、「第15回環境コミュニケーション大賞」（主催：環境
省、財団法人 地球・人間環境フォーラム）において「環境報告書部門 優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）」を受賞し
ました。これは、本報告書が当社グループの環境経営の戦略や取り組み、および環境や持続可能性に関して優れた情報開示を
行っていると評価されたものです。また、環境ホームページでは、社会・環境報告書に掲載している内容に加え、各取り組みの
具体的内容や最新の情報を適時掲載しています。

サイトレポートの発行

富士通の工場や事業所、またグループ会社で「環境報告書」を発行しており、地域の皆様やお客様に環境への取り組みをご理
解いただくことに努めています。

展示会・イベントへの出展

2011年度に出展した主な展示会・イベント

展示会名 開催地 開催時期

国内

くまがやエコライフフェア2011 熊谷市 2011年5月

Interop Tokyo 2011 千葉市 2011年6月

びっくりエコ100選2011 京都・東京 2011年8月

東京国際環境会議2011 東京 2011年9月

CEATEC JAPAN 2011 千葉市 2011年10月

富士通レディース2011 千葉市 2011年10月

カーボン・オフセットマッチング IN 高知 高知市 2011年10月

あおもりICTクラウドフェスタ 青森市 2011年10月

エコライフやまがた2011 山形市 2011年10月

いしかわ“夢”未来博2011 金沢市 2011年10月

子ども大学かわごえ特別授業 川越市 2011年11月

エコプロダクツ2011 東京 2011年12月

川崎国際環境技術展2012 川崎市 2012年2月

カーボン・マーケットEXPO2012 東京 2012年3月

環境情報の発信

富士通グループでは、様々な機会を通じて、国内外のステークホルダーの皆様との双方向コミュニケーションに努めていま
す。
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海外

日中グリーンエキスポ2011 中国・北京 2011年6月

Green ICT Global Business Promotion 2011 タイ 2011年8月

IGEM2011
マレーシア・クアラルンプー
ル

2011年9月

ITU TELECOM WORLD 2011 スイス・ジュネーブ 2011年10月

展示会・イベントにおける環境配慮

富士通では、富士通フォーラムや株主総会などの展示会・イベントにおいて、グリーン電力の積極的な活用による使用電力の
カーボンオフセットや、紙類の削減、環境に配慮した資材の活用など、様々な環境配慮を行っています。

2011年度は合計で約26,000kWhの「グリーン電力証書」を購入しました。

カタログの印刷における環境配慮

富士通では、カタログを印刷する際に、環境に配慮した認証紙、インキ、印刷方式を採用しています。これにより、CO2排出

量の削減や、印刷時の有害廃液の排出量削減などに貢献しています。
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環境ダイアログの実施

幅広いステークホルダーの皆様への富士通グループの環境活動に関する認知と、双方向の対話を通じた環境活動の改善、また
信頼関係を構築し社会との共創を図っていくことを目的に、環境ダイアログを実施しています。

2012年の開催実績

第1回ダイアログ：2012年3月21日 実施

【ご出席者】

株式会社環境ビジネスエージェンシー代表取締役 鈴木敦子様

横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 本藤祐樹様

WWFジャパンサポーター事業室シニア・コーポレート・オフィサー 河村由美子様

幸せ経済社会研究所所長 枝廣淳子様（ファシリテータ）

【主なご意見】

鈴木敦子様

携帯電話を活用したタンポポ分布調査のような、市民参加型の活動をICTで支援することは重要な取り組み。

「環境先進企業」として想起するのは、環境活動が本業の強みと直結している企業。個性を出した富士通らしい環境経営を追
求していくべき。

本藤祐樹様

地道な活動を積み重ねてきており、ひとつひとつの活動にはしっかり取り組んでいると思うが、なぜ富士通がこれらの活動に
取り組んでいるのかを伝えていくべき。

環境報告書には実施したことを全て記載するよりも、ここだけは伝えたいというポイントを強調した方が読者にとって印象深
いものとなる。

河村由美子様

環境への取り組みとして十分だと思うが、象徴的な活動を作り出すことでより印象に残りやすくなるのではないか。

コミュニケーションの観点ではターゲットを明確にすることが重要であり、誰に何を訴えるのかを考えるべき。

第2回ダイアログ：2012年4月17日 実施

【ご出席者】

サステナ代表 マエキタミヤコ様

東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻准教授 松野泰也様

ステークホルダーとの対話

富士通グループは、ステークホルダーの方々とともに持続可能な社会をつくるため、積極的なコミュニケーションを図ってい
ます。
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一般社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパン副代表兼気候変動プログラム・ディレクター 山下加夏様

幸せ経済社会研究所所長 枝廣淳子様（ファシリテータ）

【主なご意見】

マエキタミヤコ様

環境活動についてはトップランナーであると思うが、それが社会に現れてきていないことが課題。

生活者のニーズをすくいあげ研究することによって、よりクリエイティブな取り組みができるようになるのではないか。

松野泰也様

企業の環境活動は社会貢献の観点だけでは長続きしない。富士通は本業であるソリューションを通じて環境に貢献できること
が最大の強みだと思う。

温暖化・エネルギー問題に対してはスマートグリッドが一つの有力な解であり、取り組みを推進してほしい。

山下加夏様

生物多様性に関して、取引先まで含めて活動を実施している点は先進的な取り組みであると思う。

NGOとの連携やグローバルな視点は不足しているように感じる。森林保全や生態系調査、農業支援などへのICTの活用は、発
展途上国において求められている。

第3回ダイアログ：2012年6月28日 実施

【ご出席者】

環境監査研究会代表幹事 後藤敏彦様

国立環境研究所地球環境研究センター温暖化リスク評価研究室室長 江守正多様

NPO法人川口市民環境会議代表理事 浅羽理恵様

幸せ経済社会研究所所長 枝廣淳子様（ファシリテータ）

【主なご意見】

後藤敏彦様

企業単体を対象とした従来視点の環境活動としては完璧に近い内容。

これから社会が求めるのはバリューチェーンでの取り組み。自社の環境経営を円滑に進める上で、どこまで把握して対策を
打っていくかという視点で対応していくことが重要。

江守正多様

長期的なスケールで考えた場合には、「Green by ICT」は効率化によって社会の仕組みを変えていく大きな可能性があると思
う。

富士通として社会をどう変えていきたいか、どういう企業でありたいかという大所高所のメッセージを柱として出していくべ
き。
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浅羽理恵様

ICTが生活のいろいろな場面で関わりがあり、環境貢献にも繋がっていることがわかった。

環境出前授業を通じて、ICTによる環境への貢献を伝えて欲しい。単に環境の問題を伝えるだけでなく、企業がどう貢献して
いるかについて社員が生の声を伝えることで、子どもが将来どのように環境に貢献できるのかをイメージできるようになる。

今後も、ダイアログを継続的に実施し、いただいたご意見を活動の改善に活かしていきます。また、社会課題についての理解
を深め、具体的な協働への発展も検討していきます。
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グリーンICTの推進を目指した外部団体との連携

富士通グループは、国際標準化団体をはじめとする外部団体での積極的な活動により、グリーンICTの普及を通じた地球規模の
環境負荷低減への貢献を目指しています。

例えば富士通グループのソリューションによる環境負荷低減効果を評価する手法は、これまで国際的に統一されていませんで
した。そのため富士通は、電気電子部門の国際標準化団体ITU-Tの「ICTと気候変動グループ（SG5 WP3）」に参加し、その取
り組みの結果2012年3月にITU-T勧告「ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法（L.1410）」として発表されまし
た（注1）。また国・地域レベルにおいても、日本のグリーンIT推進協議会調査分析委員長や欧州の民間イニシアティブ
「ICT4EE」のWG2共同議長を務め、より実践的な環境影響評価手法の作成に貢献しています。こうした取り組みにより、ICTに
よるCO2排出量削減効果を国際的な枠組みで評価することが可能となり、国内外への導入促進などにつながることが期待されて

います。

さらに富士通グループは、お客様に提供する製品に関しても、国際的に認められた手法でその持続可能性を評価するための活
動を行っています。例えば電気電子製品全般の環境関連規定を作成するIEC TC111において、温室効果ガス排出量算定に関する
国際標準を作成するWG4の日本国内委員会に所属し活動を行っています。また、AV機器やマルチメディア機器の国際標準を作成
するIEC TC100においては、環境関連規格を担当するTA13の国際幹事および日本国内委員会主査を担当しています。

（注1）ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法の国際標準化：
総務省のプレスリリース

富士通が参加している外部団体の一例

グリーンICT関係

グリーンICTの推進や普及、標準化活動。

グリーンIT推進協議会 

ICT4EE 

気候変動関係

持続可能な低炭素社会の実現に向けた提言の実施や国際標準化の推進。

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（Japan-CLP） 

ITU and Climate Change（国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）） 

外部団体との連携

富士通グループは、国内外の外部団体への参加を通じて、環境経営の強化を図っています。
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IEC（国際電気標準会議）

GHGプロトコル

生物多様性関係

企業における生物多様性保全の推進。

ビジネスと生物多様性イニシアティブ

企業と生物多様性イニシアティブ

製品化学物質・エコデザイン関係

含有化学物質情報を効率的に伝達する仕組みの検討。

アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）

グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）

（社）産業環境管理協会

環境社会貢献関係

環境社会貢献活動の推進。

（財）世界自然保護基金ジャパン

（財）日本自然保護協会

（財）日本野鳥の会

（財）国際緑化推進センター

環境コミュニケーション関係

環境コミュニケーション活動の推進。

日本環境倶楽部

ジャパン・フォー・サステナビリティー（JFS）

環境活動全般

情報通信ネットワーク産業協会

（社）電子情報技術産業協会

（社）日本経済団体連合会

など
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チャレンジ25キャンペーンに参加

国内の富士通グループでは、地球温暖化防止のための国民運動「チャレンジ25キャン
ペーン」に参加し、地球温暖化防止のための社員一人ひとりが省エネ活動に取り組んで
います。

6つのチャレンジ

「チャレンジ25キャンペーン」では、オフィスや家庭などにおいて実践できるCO2排出量削減に向けた具体的な行動を「6つ

のチャレンジ」として提案しています。

Challenge1：エコな生活スタイルを選択しよう

Challenge2：省エネ製品を選択しよう

Challenge3：自然を利用したエネルギーを選択しよう

Challenge4：ビル・住宅のエコ化を選択しよう

Challenge5：CO2排出量削減につながる取り組みを応援しよう

Challenge6：地域で取り組む温暖化防止活動に参加しよう

富士通グループでは、積極的にこれらの「6つのチャレンジ」に取り組んでいきます。

空調温度設定

冷房時は室温28℃、暖房時は室温20℃になるよう、年間を通して、空調を設定しています。

また、夏季はクールビズを実施し、お客様、パートナー様にも軽装でのご来社をお願いしています。2011年度は東日本大震災
を受けた節電の実施に伴い、5月から10月まで従来のクールビズからさらなる軽装化を図るスーパークールビズを実施しまし
た。

昼も。夜も。節電ライトダウン2011

地球温暖化防止のために環境省が2003年より行っている、全国のライトアップ施設や家庭の電気の消灯を呼び掛ける「CO2排

出量削減／ライトダウンキャンペーン」に、富士通グループは毎年参加しています。

2011年度は、特別実施日である6月22日（夏至の日）と7月7日（七夕、クールアース・デー）の両日夜8時～10時のほか、東
日本大震災の影響による夏の電力不足を踏まえ、6月22日から8月31日の期間に、昼も夜も自主的ライトダウンを行う「昼も。夜
も。節電ライトダウン2011」が呼び掛けられました。

富士通グループはこの活動の趣旨に賛同し、6月22日と7月7日の夜8時から10時までの2時間、広告塔のネオンサインやオフィ
スの照明を消灯し、また特別実施日に留まらず、継続して不必要な場所の照明や間引きなど、消灯各種の節電施策を実施し電力
量の抑制に努めました。

環境キャンペーンへの参加

環境キャンペーンへの参加を通じて、社員一人ひとりが身近なところから地球環境保全に取り組んでいます。
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緑のカーテンの取り組み

富士通グループは地球温暖化防止の一環として、毎年夏季に壁面緑化で室内の温度の上昇を抑える「緑のカーテンプロジェク
ト」を各地の事業所にて展開しています。2011年度には富士通グループ14事業所で実施しました。

緑のカーテンとは、ゴーヤ、朝顔、へちま、ひょうたんなど、つる性の植物を建物の窓や外壁に沿って生育させることで日差
しを遮り、日陰をつくることで室温の上昇を緩和するものです。社員によって植えられた苗が、日々すくすくと生長していく様
子を間近で見ることができるため、社員に植物を育てる楽しさと癒しを与えてくれます。さらに収穫したゴーヤを社内で無料配
布したり、社員食堂の特別メニューとして提供するなど地産地消も実践しています。

川崎工場の緑のカーテン

富士通 川崎工場

川崎工場では、毎年、川崎市や中原区役所と連携して、ゴーヤ植栽による緑の
カーテンを実施しています。2011年度は、社員ボランティア（261名）で植栽し、
夏季には高さ4.5m、幅30mのビッグカーテンができました。収穫したゴーヤは社内
での無料配布（130本）や社員食堂のメニュー（336食）にするなど、地産地消にも
取り組みました。

活動日：2011年5月25日～2011年9月30日
活動場所：神奈川県川崎市
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明石工場の緑のカーテン

富士通 明石工場

2009年から緑のカーテン活動を始めて3回目になります。従業員が多く利用する
社員食堂をグリーンカーテンにすることで、見た目に涼しく、冷房効果も期待して
植栽しました。カーテンの面積は125m2あり、420kgのCO2を吸収できます。

活動日：2011年6月1日～2011年9月30日
活動場所：兵庫県明石市 明石工場内

大分システムラボラトリの緑のカーテン

富士通 大分システムラボラトリ

大分システムラボラトリでは2011年5月から9月まで、当ビル入居の緑のサポー
ターの皆様により、「緑のトンネルプロジェクト」を実施しました。

2011年度はゴーヤ、日本アサガオを植栽しました。緑のトンネルは日陰・蒸散作
用による省エネに加え、トンネル内の癒し効果に特筆すべきものがあります。収穫
した大量のゴーヤは社員に提供、収穫した日本アサガオの種は、アサガオバンク活
動として各地へ提供し、緑のカーテンの輪を拡大していきます。

活動日：2011年5月23日～2011年9月中旬
活動場所：大分県大分市
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2012年6月現在

主な外部表彰、外部評価（富士通グループ、社員）

内容 年月 主催 対象

「21世紀の偉業賞（21st Century

Achievement Award）」環境部門
2012年6月 Computerworld

東日本大震災における富士通グループの対
応

「SEGES（シージェス）（社会・環
境・貢献緑地評価システ
ム）」Superlative Stage（スパラ
ティブ・ステージ）の認定取得

2012年4月 財団法人都市緑化機構 富士通沼津工場の緑化活動

「第15回環境コミュニケーション大
賞」環境報告書部門 優秀賞

2012年2月
環境省、財団法人 地
球・人間環境フォーラ
ム

2011 富士通グループ 社会・環境報告書

「かわさき環境ショーウィンドウ大
賞」入賞

2012年2月 川崎市 環境リファレンスモデルの導入

「低CO2川崎パイロットブラン
ド’11」選定

2012年2月 川崎市
企業向けデスクトップパソコン ESPRIMO

D570/Bおよび対人センサー搭載ECOプラ
スディスプレイ VL-178SRL

「第2回かながわ地球温暖化対策大
賞」温室効果ガス削減技術開発部門

2012年2月 神奈川県 省電力PCサーバの開発

「第2回かながわ地球温暖化対策大
賞」温室効果ガス削減実績部門

2012年2月 神奈川県
富士通エフ・アイ・ピー株式会社横浜デー
タセンターの建設

第15回「環境経営度調査」10位 2012年1月 日本経済新聞社 環境経営への取り組み

「バンクシア環境賞（大組織部
門）」

2011年11月 バンクシア環境財団
富士通オーストラリア・ニュージーランド
（FANZ）の、長年にわたる持続可能性へ
の貢献

グリーンIT ベンダトップ12社 1位 2011年10月 Computerworld
グリーンITベンダとしてICT機器のエネル
ギー消費低減やICT機器への低炭素・省エ
ネ技術の導入

Newsweek Green Rankings 2011

13位
2011年10月 Newsweek

各企業の環境影響、環境マネジメント、そ
して情報公開についての格付け

「第2回いきものにぎわい企業活動コ
ンテスト」 審査員特別賞

2011年10月
いきものにぎわい企業
活動コンテスト実行委
員会

富士通グループ・マレーシア エコ・フォレ
ストパーク（マレーシア・ボルネオ島にお
ける生物多様性保全を目的とした熱帯雨林
再生活動）

グリーンITアワード2011 「ITによる
社会の省エネ（by IT）」部門の審査
員特別賞

2011年10月 グリーンIT推進協議会
環境貢献試算Webツールの構築と省エネ社
会実現に向けた全社活動

平成22年度「環境goo大賞」企業部
門奨励賞

2011年5月
NTTレゾナント株式会
社

富士通の環境活動（環境webサイト）

外部表彰の受賞、外部からの評価

社会の持続可能な発展を目指した富士通グループの様々な取り組みは、多方面から高い評価を受けています。
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