
 
 

 
 

富士通研究所のR&D戦略 
－ヒューマンセントリックなネットワーク社会を目指して－ 

Fujitsu Laboratories R&D Strategy 
―Towards Human-Centric Networked Society― 

あらまし  あらまし  

 富士通がEverything on the Internetというメッセージを世界へ発信してから，すでに

10年以上になる。富士通研究所が実現してきた数々のITの進化によって，様々な業種で

サービスやビジネスモデルの変革も起こってきた。富士通研究所は「ヒューマンセントリッ

クなネットワーク社会を実現するためのR&D活動」というビジョンを掲げ，個人を取り巻

く環境から獲得できる様々な情報や知識をセンシングし，ネットワークを介してクラウドへ

提供し，膨大な集合知を新たな価値へ変換し，再び個人や個人を取り巻くビジネス環境へ

フィードバックすることで，大きな社会変化やビジネス機会など質的変化を提供していく。 
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リックなネットワーク社会づくりに貢献し，豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供して
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 Since Fujitsu brought the message “Everything on the Internet” to the world more than 
ten years ago, Fujitsu Laboratories has made progress in information technology, leading to 
innovations in services and business models.  Fujitsu Laboratories holds to the vision of a 
“human-centric networked society”.  Enormous amounts of data and knowledge will be 
acquired by sensors, processed by Cloud computing, transformed into new forms of value, 
and fed back to the real world to bring about big social and business changes.  “What 
Mankind Can Dream, Technology Can Achieve” is our mission.  We are going to innovate 
ourselves as 21st century laboratories, contribute to create the human-centric networked 
society, and offer a fruitful and hopeful future to the whole world. 
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ま え が き 

 富士通がEverything on the Internetというメッ

セージを世界へ発信してから，すでに10年以上に

なる。その間，世界中の情報，通信，放送，携帯機

器，家電の垣根は確実に低くなった。富士通研究所

が実現してきた数々のITの進化によって，(1)-(4) 様々

な業種でサービスやビジネスモデルの変革も起こっ

てきた。 
 21世紀初頭，この10年はネットワークとITのコ

モディティ化が進んだ。これからの10年は，人間

中心にさらに大きな社会変化が起こるものと予想す

る。富士通研究所は「ヒューマンセントリックな

ネットワーク社会を実現するためのR&D活動」と

いうビジョンを策定して積極的に取り組んでいる。

すなわち，個人を取り巻く環境から獲得できる様々

な情報や知識をセンシングし，ネットワークを介し

てクラウドへ提供し，膨大な集合知を新たな価値へ

変換し，再び個人や個人を取り巻くビジネス環境へ

フィードバックすることで，大きな社会変化やビジ

ネス機会など質的変化を起こせると考えている。 
 そのために必要な社会インフラはどうあるべき

か？その実現に向けた必要な技術は何か？「ヒト」

を中心に，「コト」の変化を見据えた上で「技術や

モノ」を考えることや，R&D戦略やシナリオ化が

重要である。 
 本稿では，富士通研究所が取り組んでいる「夢を

かたちに」を目指したR&D戦略活動の一端を紹介

する。 

21世紀型研究所 

 20世紀の企業研究所は，科学（サイエンス）と

技術（エンジニアリング）を結び付けて研究成果を

生み出し，それを新たな事業にすることが可能な時

代であった。半導体プロセス技術の進歩，通信技術

の進歩が，IT産業の進歩に直結していた時代とも

言える。 
 しかし，これからはそれだけでは成り立たない。

研究者自身が，研究成果の出口イメージを明確に

持って，新しいビジネスモデルと自分たちの技術が

社会にどのように役立つかという社会的責任

（CSR：Corporate Social Responsibility）を考え

ながら，新事業を生み出すセンスが求められている。

例えば，デバイスの研究者自身が，自分たちの開発

したデバイスがどのような機器に組み込まれ，その

機器がどのようなソリューション，サービスを提供

して，どのような顧客価値を生み出していくのかに

関して，テクノロジバリューチェーンをつないだ形

でのデマンドプル型のイノベーションを生み出すこ

とが求められている。言わば「お客様起点のR&D」，

「ヒューマンセントリックなR&D」を目指す21世紀

型研究所への変身が必要な時代になっていると言

える。 
 現在，富士通研究所は本特集で紹介するように，

米国・中国・欧州の3拠点に海外研究所を設置し，

海外の優秀な頭脳を活用して大きな研究成果を得る

とともに，富士通のグローバルビジネスの拡大を研

究開発の面から支えている。 
 21世紀型研究所への変身に向けて次章以降で述

べる 
（1） 10年先を予測しながら事業につなげるロード

マップ基軸のR&D活動 
（2） 産学連携を活用したオープンイノベーション

活動 
（3） 新規市場開拓を目指したビジネスインキュ

ベーション活動 
（4） マスコミ，投資家，アナリスト向けの戦略的

広報活動 
（5） 人材育成 
といったR&D活動を4極体制でグローバルに推進し

ている。 

ロードマップ基軸のR&D活動 

 研究開発を戦略的に展開し，事業に着実に結び付

けていくために，ロードマップを技術経営の基軸と

して位置付け，担当レベルから経営層まで情報共有

した上で研究開発を推進する必要がある。そのため，

富士通研究所が取り組んでいるすべての要素技術に

関して，市場動向や社会動向，技術動向，他社動向，

標準化動向などの外部の動きを前提に，富士通研究

所の技術の強み，技術戦略を考慮して，今後10年
間の研究所技術の展開計画，事業部門（BU）の製

品計画との関係付けを示した研究開発ロードマップ

を作成し，データベース化している。技術ロード

マップは，半期に一度アップデートし，次年度研究

計画策定への反映など，総合的な戦略立案を議論す
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るコミュニケーションツールであり，ロードマップ

基軸の活動へと変革を図っている。 
 図-1は，データベースから抜粋した概要版である。 
 ロードマップには，現在を起点に将来への取組み

や戦略が描かれている。しかし，将来必要となるが，

現状は取り組まれていない技術を見出すには，逆に

10年後のビジョンを描いて，それを実現するため

に必要となる技術に対して現在何に取り組むべきか

を考えるという，将来から現在を考えるバックキャ

スティングのアプローチが効果的である（図-2）。 
 このため，2005年に「10年ビジョン」WGを設

け，来るべき社会のイメージや必要な技術の検討を

開始し，2007年からは将来の事業化を意図したビ

ジョンの作成を推進した。図-3に示すビジョンでは，

 

ヒューマンセントリックコンピューティングモバイルコンピューティング
アンビエントインタフェース

モーションセンシング 人の行動・意図のセンシング・認識位置のセンシングRFID（パッシブ，アクティブ）

サービスロボット
生活支援ロボット

電子ペーパー

人と自然に
対話できる
コンピュータ
システムへ

インテリジェント端末サービス基盤

2009 2013 2019
ＩＴシステム/サービス

上流モデル化 SaaS/クラウドアプリ開発実行基盤
顧客要件定義・変更追跡技術

クラウドアプリ連携自動化

企業活動ライフログの動的統合・分析

可視化に基くプロセスとシステムの再構築
可視化（人間系業務，
Web情報，業務プロセス）

業務再設計 適化

マルチモーダル認証手のひら静脈/指紋認証

情報のライフサイクル保護
認証基盤による
統合セキュリティ基盤

電子透かし，紙の暗号化
企業情報漏洩防止

プラットフォーム

運用簡単化（可視化，運用基盤，仮想化） 自律コンピューティング

省電力化（装置・実装，システム)
ユーティリティコンピューティング

電力/ワークロードの 適制御

システムと人を含む
統合 適化

顧客要求/システム環境
変化への即時対応

効率的な経営
を支えるシス
テムへ

セキュリティ

規模拡大化（データセンター 適化，ペタスケールコンピューティング）

サービス＆ソリューション

社会生活を
支える
セキュリティへ

統合化・高速化
IMT-Advanced (100 Mbps-1Gbps）

3.5 G （HSDPA･HSUPA・HSPA＋）

40 GbpsWDM (光多値変調）

ワイヤレス
100 GbpsWDM 10Tbps級幹線ネットワーク

オーバーレイネットワーク

マネージャブル/サービスネットワーク
サービスデリバリープラットフォーム（SDP）

超高速WMAN

フォトニック

3 G-LTE（100 Mbps）

ネットワーク

すべての人・モ
ノ・サービスを
むすぶネット
ワークへ

サービス指向
プラットフォーム

量子暗号通信量子ドットレーザー
カーボンナノチューブ応用

システムLSI
マルチモードLSI（デジタルAV，BB） マルチコアLSI（車載，携帯向け）

化合物半導体 シリコンフォトニクス
ナノエレクトロニクス

VPS ものづくり支援ソリューション（自動車，環境，医療・創薬，半導体，化学，鉄鋼）

基盤技術

シミュレーション

次世代
ITシステムを
支える
強固な基盤へ

デジタルAV

含有リスクDB構築

CO2排出量定量化技術・評価技術
低環境負荷材料

分析検証技術，代替材料信頼性評価技術グリーンテクノロジー
地球環境を守る

エネルギー高効率変換技術，エネルギー管理システム

ユーティリティコンピューティング

電力/ワークロードの 適制御

自ら制御して
動きつづける
システム（オーガ
ニックコンピュー
ティング）へ

ユビキタス

クラウドコンピューティング

新世代NetworkNext Generation Network

モバイル端末サービス基盤
タンジブルインタフェースタッチインタフェース

GaNアンプ

自律コンピューティング

 
図-1 研究開発ロードマップ 

Fig.1-R&D roadmap. 
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図-2 ロードマップ基軸のR&D活動 
Fig.2-Roadmap-based R&D activities. 

 

• ヒューマンセントリックなネットワーク社会の実現
– 我々は，全てをつなぐことで価値を生み出し，

その価値で人々に「感動」，「発見」，「信頼と発展」を提供する，
ヒューマンセントリックなネットワーク社会を実現していきます。

感動をつむぎ出す 発見を生み出す

信頼と発展を支える

－富士通研究所の10年ビジョン－

豊かで夢のある未来に向かって

 

図-3 富士通研究所の10年ビジョン 
Fig.3-10-year vision of Fujitsu Laboratories. 
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“全てをつなぐことで価値を生み出し，その価値で

人々に「感動」，「発見」，「信頼と発展」を提供する，

ヒューマンセントリックなネットワーク社会を実現

していく”ことを掲げている。10年ビジョンも，

ロードマップ同様，新たな環境変化に適応し，継続

的な全体最適化のための活動が必要である。この

10年ビジョンの活動が，今後の戦略的な研究活動

の基盤となることが期待されている。 

オープンイノベーション活動 

 富士通研究所と事業部門の関係が密接になるに

従って，富士通研究所の取り組む研究テーマの中で

事業化につながる事業化研究，先行研究のウエイト

が高くなってきた。基礎研究を含めて必要な研究

はすべて自前で行う自前主義の企業研究所という

20世紀のモデルが通用しなくなってきた。 
 市場変化に伴う顧客価値創造を実現する新しい技

術を生み出すために，得意領域を持つ他社や，基礎

的な幅広い知見を持ったグローバル視点で大学との

連携強化，すなわちオープンイノベーション活動は

不可欠である。オープンイノベーション時代に対応

して，富士通研究所においても外部の技術を積極的

に活用する戦略を採用している。産学連携の強化，

国家プロジェクトの活用，他社との共同研究の強化

はいずれもその戦略に基づく活動である。 
 産学連携活動に関しては，従来海外の大学に対す

る委託研究が主な活動であったが，2004年4月，国

立大学の法人化を契機に国内の産学連携の環境は大

きく整備された。従来，大学教員の発明は多くが教

員個人に帰属していたが，法人化後は大学帰属が原

則となったことにより，産学連携の形態はそれまで

の企業と教員個人の関係から，組織と組織の関係に

昇華された。 
 大学内部では知的財産本部などの組織の整備が進

められた。大学など技術移転促進法（TLO法，

1998年），産業活力再生特別措置法（日本版バイ

ドール法，1999年），産業技術力強化法（2000年）

など，一連の法整備により，大学における研究成果

を社会還元し，有効活用を可能にする法的基盤も整

備された。文部科学省予算による財政面での産学連

携支援も強化されている。 
 富士通研究所においても，産学連携の方針を国内

大学との共同研究を中心とする形態に大きく方針を

変更した。従来の産学連携は，大学への委託研究費

の額でみると，国内の大学よりも海外の大学との連

携が中心であり，また国内の大学との関係では，大

学との関係維持，学生の採用目的の奨学寄付金が大

半を占めていた。2005年には，国内の大学への研

究費の支出は2000年に比べて2倍に増加し，初めて

海外の大学への支出を上回った。国内の大学への支

出の内訳においても，2000年は奨学寄付金61％，

委託研究費29％，共同研究費10％という割合だっ

たものが，2007年は奨学寄付金31％，委託研究費

22％，共同研究費47％と，共同研究主体の産学連

携にシフトしている。併せて大学との共同研究を円

滑に推進していくために国内の主要ないくつかの大

学と組織的連携を図っている。 
 産学連携の代表的な取組み事例として「ナノ光電

子デバイス技術」がある。2002年より東京大学ナ

ノエレクトロニクス連携研究センター（NCRC，セ

ンター長：荒川泰彦教授）とナノ光デバイス技術の

共同研究を実施している。研究のキーとなる「量子

ドット」の提案は1982年に荒川教授により発表さ

れていたが，共同研究の中で事業化により近づける

ことができた。この共同研究の特徴は，産業化の出

口イメージが明確なテーマの設定を行い，東京大学

からも富士通研究所からも優秀な研究員を投入し，

相補的な分業体制を構築したことである。共同研究

の中で，大学と企業の人材交流を図り，さらには，

学生の教育を行うなど人材育成にも努めている。こ

の共同研究の成果を新しい事業につなげるべく，

2006年に三井物産と富士通の共同出資によるベン

チャー企業（株）QDレーザを設立した。大学の知

をうまく活用し，共同研究によって基礎研究を事業

化研究までつなげ，社会への貢献を目指している好

例である。ほかにも，ミュンヘン工科大学との共同

研究から生まれた人工抗体技術，たんぱく質測定技

術もその将来が楽しみである。 
 外部リソースの活用という観点では，国家プロ

ジェクトへの積極的な参加にも戦略的に取り組んで

いる。とくに，国家プロジェクトに選定される研究

テーマは将来的に重要なテーマが選ばれることが多

く，また，力のある大学・企業と共同で取り組むこ

とにより，一社で独自に研究活動を行うよりも研究

効率の向上が期待されるプロジェクトに参加して

いる。 
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 他社・外部研究機関との共同研究も，研究を加速

するためのオープンイノベーションの重要な施策で

ある。ナレッジコンピューティングの分野で2004年
に米ゼロックスのPARC（Palo Alto Research 
Center）と共同研究を開始した。ネットワーク分

野では，独のフラウンホファー（FhG）HHI
（Heinrich Hertz Institute）研究所と共同研究を進

めるほか，事業部門ではシスコ，アルカテルとの協

業を進めた。 
 キャッチアップの時代からフロントランナの時代

に移り変わった現在，企業は新しい価値創造を求め

られている。これを実現するには基礎・原理を追求

している大学の知恵が不可欠であり，富士通研究所

は産学連携を通して大学の保有する知恵を最大限に

活用し，新しいイノベーションを生み出していかな

ければならない。個別のテーマ設定ではなく，課題

を広く深くとらえた融合型のテーマ設定が重要であ

る。ある目的に対し，異業種・異分野の人間が知恵

を出し合ってテーマ設定を行っていけるようなフ

レームワーク作りがまず必要となる。世の中の役に

立つ新しい価値を生み出し，富士通の事業発展につ

ながるようなオープンイノベーションを実現して

いく。 

ビジネスインキュベーション活動 

 近年，新技術に対する市場の期待度は高まってき

ているものの，市場が立ち上がるまでは事業リスク

が高く，市場が求めるタイムリな製品化が難しい状

況となっている。例えば，世界に先駆けて富士通研

究所が開発した手のひら静脈認証の技術は，当初事

業化担当部門が決定していなかった。営業部門と研

究所がタッグを組んで，要望のあった約400件もの

顧客へ直接に技術説明をしたことがきっかけとなり，

社 会 的 リ ス ク の 高 い 金 融 機 関 向 け の ATM
（Automated Teller Machine）に適用する商談が展

開し，採用に至った。現在では国際標準化も進め，

担当の事業化部門がグローバルビジネス展開を推進

している。自らの研究成果から顧客価値を創出する

という21世紀型研究所を目指す最適のモデルと

なった（図-4）。 
 このような事例を次々に生み出すために，事業部

門がはっきりしていない研究テーマについては，事

業化まで一歩踏み込んだ手を打つ必要があると考え，

研究所技術をベースに，新市場を切り開く新商品開

発・事業化を迅速に行うために，時限的に活動する

五つの事業化プロジェクトを設置したが，個々のプ

ロジェクトにおける事業化の課題が異なるため，教

科書どおりの手法ではうまくいかないことが判明し

た。そこで，実践的・経験的知見を重視し，各プロ

ジェクトの実状に応じ，事業化戦略を個別に策定し

た。これまでの活動により，新技術を事業化する際

に最低限検討・実施すべき項目として事業化プロセ

スを定義することができた。事業化プロセスは，

テーマ検討フェーズ，事業開発フェーズ，事業性確

認フェーズ，事業移管フェーズの4フェーズから成

り，各フェーズでの実施内容を新技術事業化ガイド

ラインとしてまとめた。富士通研究所では新たに

フェーズ型ポートフォリオによって，技術ロード

マップと連携させたR&D活動とビジネスインキュ

ベーション活動を行っている。 
 

ビジネスインキュベーション機能別研究所

アイデア
検証

研究
技術フィージ
ビリティ確認

事業移管

テストマーケティング

製品化 顧客連携

カーブアウト

ライセンシング

事業売却

企画・
マーケティングノウハウ

マーケティング部門

新設
事業部

既存
事業部

アドバイザ
新プロダクト，新サービスの
事業性を顧客の現場で実証
（Proof of Concept）

 
図-4 ビジネスインキュベーション活動 

Fig.4-Business incubation process. 
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戦略的広報活動 

 富士通グループの知名度を向上させ，ビジネスを

拡大するために，学会発表，プレス発表，Web公開，

展示会出展など，成果を計画的・戦略的に公表して

いる。 
 2007年度における国内学会発表・論文投稿件数

は約400件，海外学会発表・論文投稿件数は約200件
であった。また，研究成果の新聞発表件数も年間

約100件に達し，富士通研究所の技術レベルの高さ

をアピールしている。このような中で研究所全体の

取組み状況についての説明会開催の要望が高まり，

2006年より毎年4月に，マスコミ・投資家・アナリ

スト向けの研究開発戦略説明会を開催している。こ

こでは，1年間の最新成果と，重点施策・戦略テー

マなどを公表して，富士通グループの将来の方向性

や，「夢をかたちに」する基盤技術を戦略的にア

ピールしている。例年約100名の取材陣を迎えて，

最新成果を発表し，2009年4月は，グローバル規模

で約80件の掲載を得た。 
 代表的な外部からの受賞に関しても，この約10年
間に3件の紫綬褒章（1998年高電子移動度トランジ

スタの開発，2003年高機能性弾性表面波フィルタ

の開発，2004年カラープラズマディスプレイパネ

ルの開発）受賞をはじめ，大河内記念賞，2008年
には内閣総理大臣賞，2009年には文部科学大臣賞

など，数々の受賞の栄誉を得ている。 
 研究所への見学受け入れの要となる展示室では，

川崎地区の展示室を2003年に全面改装して展示効

果を向上させた。川崎地区約40展示，厚木地区

約20展示，明石地区約20展示を常設するに至り，

年間約2000名の見学者（商談関係4割）を受け入れ

ている。年数回，全面見直しを行うほか，富士通

フォーラム，海外研究所の技術フォーラム，プレス

発表，展示会出展，富士通の常設展示室や

netCommunityと連動している。 
 そのほか，富士通研究所は積極的にお客様との接

点拡大に努めている。2002年に富士通研究所内に

IDC（Information Data Center）ラボを設立した

のに引き続き，2003年にはブロードバンド&ユビ

キタスラボ，セキュリティシステムラボを開設し，

営業，SEとともにお客様を研究所にお招きして直

接意見交換を行い，つぎの研究の参考にしてきた。

また，研究員自ら顧客先に出向き，研究所技術を紹

介する機会も大幅に増えた。これらの活動を通じ，

研究員の社会へのアンテナ感度も高くなってきている。 

人 材 育 成 

 研究開発部門における人材は，最も重要な経営資

源であり，その確保と育成，レベルアップは研究所

経営の最重要項目の一つと言える。現在，富士通研

究所では，研究開発にビジネスモデルの考え方を取

り入れ「21世紀型研究所」を目指して，入社から退

社まで，継続した人材育成を実施している（図-5）。
最近では，海外からの研究者の採用も増えてきてお

り，ダイバーシティ化も着実に進んでいる。 
 研究所が求める人材像は主に 
（1） 一芸に秀でて多芸に通じる人材 
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図-5 人材開発 
Fig.5-Development of personnel resources. 
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（2） 課題解決能力から課題設定能力へ 
（3） 論理的思考・常に10年先を考える 
（4） グローバルに考え，グローバルに行動する 
（5） コミュニケーション能力 
（6） 自分を磨く（粘り強さ，成し遂げる力） 
を掲げ，個々の専門分野のスキルアップはもちろん

のこと，それ以外の分野に対しても関心や興味を持

ち，複眼的視野をも養えるよう，育成を行っている。 
 階層別研修の中で，とくに，新任幹部社員に対し

て実施している，「テクノロジマーケティング研

修」は，R&Dマネージャに必要とされる「市場・

技術・経営の視点」を獲得し，自分自身の研究テー

マをビジネスにつなげるところまで考察する手法

（ビジネスモデル）を学ぶことを目的としている。 
 グローバル人材育成は，これからも継続して強化

すべき課題で，その課題解決に大きく貢献する制度

の一つに，「技術者派遣制度」が挙げられる。この

技術者派遣制度は，三つの派遣制度に分かれている。 
（1） 若手研究員短期交流 
 若手研究員を対象に，個々の研究分野での国際化

を図ることを目的としており，期間は2週間程度と

短期間ではあるが，若い研究員の海外の見聞を広げ

る良いチャンスとして活用されている。 
（2） 短期研究交流 
 中堅研究員を対象に，海外の研究者との交流に

よって，具体的な研究テーマのより深い洞察を行う

ことを目的としている。 
（3） 海外派遣研修 
 入社3年目以上の研究員を世界一流の指導者のも

とに1年間派遣している。この制度では毎年7名程

度を派遣しており，これまでに120名の研究員を派

遣した。派遣後は，高度な技術力を有し，業務に結

び付く具体的な成果を挙げることのできる，重要な

人材として活躍している。 
 また，海外から世界一流の研究者を招聘

へい

する

VRSP（Visiting Research Scholarship Program）

や海外からのインターンシップ制度は，数名の招聘

から始まったが，ここ数年は，コンスタントに研究

者を招聘しており，内なるグローバル化の活性化が

進んでいる。 
 今後，日本，米国，欧州，中国の様々な文化的背

景を持つ4拠点の社員が集結・連携し，シナジー効

果を高めるために，さらに人材育成に注力し，富士

通研究所のグローバル展開を図っていく。 

む  す  び 

 富士通，富士通研究所を取り巻く環境は大きく変

化していく。変化する経営環境の中で，富士通が継

続的に成長・発展していくためには，絶え間ない事

業構造改革は必須である。富士通研究所も富士通の

事業構造の変化に対応して変わり続ける必要がある。

同時に，新たな事業を生み出すための種となる研究

成果を継続的に生み出し続けることが使命である。

富士通の社長も引用するロバート・H・ゴダート博

士の言葉「昨日の夢は今日の希望，そして明日の現

実」がある。この言葉を具体化するためには，まず

夢を持ち続けなければならない。「夢をかたちに」

することが富士通研究所の役目である。富士通は，

技術を大切にし，新たな価値を創造し続けることで

成長を続ける。富士通研究所は，真の意味で21世
紀型研究所に変身して，富士通グループの一員とし

て，ヒトを中心に快適で安心できるヒューマンセン

トリックなネットワーク社会づくりに貢献し，豊か

で夢のある未来を世界中の人々に提供していく。 
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