
 
 

 
 

富士通研究所の海外拠点における 
研究開発・活動 

Fujitsu Laboratories Global Activities 

あらまし  

 富士通研究所は，米国・中国・欧州の三つの拠点に海外研究所を展開し，グローバルに研

究開発を推進する体制を築いてきた。各海外拠点では，現地の大学や研究機関との密接な協

力関係のもとに，地域に根ざした技術を含めて研究を進めている。設立当初は，各拠点で研

究機能を立ち上げることを目標として，オリジナリティを生かした研究活動を推進した。

2005年ごろからは，グローバル連携によるアウトプットをより強く意識した研究マネジメ

ントを強化し，さらにオープンイノベーションを促進している。現地の大学や研究機関との

密接な協力関係や，現地の優れた環境や人材の活用など，各地域の特色を生かしながら，研

究開発・ビジネスインキュベーションを進めており，顕著な成果を生み出してきた。 
 本稿では，三つの海外拠点のそれぞれの研究開発・活動状況を紹介する。 

Abstract 

 Fujitsu Laboratories has established three laboratories in the USA, China, and Europe 
and has been building a global R&D system.  Each overseas laboratory is developing 
technologies utilizing the region’s characteristics and working with local universities and 
research institutes.  The activities that have taken root in the region were promoted in 
order to start up R&D functions at the initial establishment.  Since 2005, R&D 
management has been shifted to focus on outputs more strongly in harmony with all 
laboratories worldwide and on open innovation.  Overseas laboratories have established 
deep relationships with the local communities and benefit from the outstanding 
environments and talents in those regions.  They are carrying out R&D and business 
incubations and producing remarkable outputs. 
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ま え が き 

 富士通研究所は，米国富士通研究所，富士通研究

開発中心有限公司（中国），欧州富士通研究所の

三つの拠点に展開し，グローバルな体制で研究開発

を推進する体制を築いてきた。各海外拠点では，現

地の大学や研究機関との密接な協力関係のもとに，

地域に根ざした技術を含めて研究を進めている。 
 設立当初は，各拠点で研究機能を立ち上げること

を目標として，オリジナリティを生かした研究活動

を推進した。2005年ごろからは，グローバル連携

によるアウトプットをより強く意識した研究マネジ

メントを強化して，独自の研究戦略，テーマ設定に

より研究開発に取り組んでいる。現地の優れた環境

や人材を活用することにより，富士通研究所の最先

端の研究開発を支える拠点として，重要な役割を担

うようになっている。 

米国富士通研究所（FLA） 

 FLA（Fujitsu Laboratories of America）は，富

士通研究所のグローバル展開の先兵として1993年，

カリフォルニア州シリコンバレーに設立された。そ

の後，メリーランド州カレッジパーク，テキサス州

リチャードソンに新たな拠点を設立し，研究開発活

動を進めている。 
 FLAの主要なミッションは下記のとおりである。 
・優秀な人材を活用し，差別化技術を開発する。 
・北米の優れた研究機関と連携し，オープンイノ

ベーションにより優れた技術を素早く開発する。 
・富士通の北米拠点と連携しビジネスに貢献する。 
・標準化活動に参画し，富士通の影響力を高める。 
・ベンチャー企業や投資会社との連携から，研究成

果のビジネス化に関する新モデルを構築する。 
 こ の ミ ッ シ ョ ン を 達 成 す べ く ， FLA は

“Networked and Open Laboratory”コンセプトを

掲げ，富士通・富士通研究所の各国拠点，北米の研

究機関や企業との連携による新しい研究開発の姿に

取り組んでいる。サーバのインタコネクト，イン

ターネットサービス，IPネットワーク，LSI設計技

術などの分野で先端的な技術を創出するとともに，

北米の技術動向調査，標準化活動，研究のビジネス

化プロセス開発を進めている。 

● 初期のFLA：LSI設計技術の研究 
 設立当初のFLAは，富士通のものづくりにおい

て重要な課題であったLSIの設計技術をテーマとし

て設定し，この分野で著名なCMU（Carnegie 
Mellon University ） の Bryant 教 授 ， UCB
（University of California，Berkley）のBrayton教
授，UCB Sangiovanni-Vincentelli教授をアドバイ

ザに加え，Ph.D.を中心に10名規模のスタッフをそ

ろえた。 
 その後十数年にわたる研究を重ね，論理関数処理

技術，回路の論理的等価性検証技術，モデル検査技

術などで世界最先端の研究レベルを達成し，富士通

のLSI設計技術を向上させる上で大きな貢献を果た

した。とくに，等価性検証技術はASSUREという

ツールに結実し，富士通および富士通顧客に提供さ

れ，LSI開発の必須ツールとして長く使われた。ま

た，この中で使われた技術で，設計技術分野のトッ

プベンダからライセンス収入を得た。(1)

 この際に開発された様々な技術は，現在でも世界

的にトップ水準を維持しており，LSI設計技術だけ

でなく，インターネットの検索技術や，Webアプリ

ケーションの検証技術に活用されている。 
 北米の研究機関との連携も盛んに行ってきたが，

その中でCMUのClarke教授とともに開発した

Bounded Model Checking技術は現在のLSI検証，

ソフトウェア検証において主要な技術として広く用

いられている。Clarke教授は2007年にチューリン

グ賞を受賞されたが，その際に「これまでのFLA
の貢献に感謝するとともに，我々の共同研究の成果

は学術的にも，実業における応用に対しても，非常

に実り多いものである」とFLAを高く評価してい

ただいた。 
● FLA2.0：Networked and Open Lab． 
 2006年に“FLA2.0”，“Networked and Open 
Laboratory”コンセプトのもとで，FLA全体の構

造改革を実施した。富士通の中に閉じず，北米の研

究開発ネットワークの中で，先端的な研究開発を進

めることを宣言し，外部の技術を積極的に採り入れ，

成果を富士通の外にも出していくチャレンジを開始

した。この改革に伴い，それまで，徐々に拡大して

きた研究対象を見直し，二つのタイプのグループか

ら成る構成とした。一つは富士通の現在と今後にお

いて重要なビジネス分野である，サーバ，ネット
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ワーク，サービス分野でイノベーションを創出する

ことを目標とする四つのグループである。もう一つ

は，北米の新しい動きを捉
とら

えるとともに，研究成

果をビジネスにつなげる新しいプロセスを開発する

グループである。以下，それぞれのグループの活動

を紹介する。 
【Platform Technology】 

 富士通が開発するサーバの差別化技術を開発する。

アナログ回路設計技術，高速I/O技術，ボード実装

技術の開発を継続的に行っており，世界的な研究成

果を挙げている。2009年2月富士通研究所とともに，

ブレードサーバの高速化を実現する多チャネル高速

送受信回路 (2)と，40 Gbps光伝送システム向け

CMOS送信IC(3)を発表した。 
 今後はサーバのグリーン化に向けて，データセン

タのエネルギー消費で相当部分を占めるインタコネ

クトの省電力化に向けた技術，および光インタコネ

クトに代表される次世代インタコネクト技術の開発

に注力する。 
【Trusted Systems】 

 ユーザにとってセキュアで信頼できるITシステ

ムを構築する技術を開発する。ITシステムが信頼

されるためには，ITシステム全体，構成要素すべ

てで安全性，完全性，信頼性を確保するとともに，

外部からの攻撃などで不具合が発生したことを早期

に検出し，対処する技術が求められる。 
 FLAではモデル検査技術を基盤としたWebアプ

リケーション検証技術とテスト技術を開発，ツール

化し，富士通の開発に適用して有効性を実証した。(4) 

また，システムから持ち出したデータを保全する技

術，エンドポイントセキュリティの開発を進め，

2009年4月，自動データ消去機能を実現した安全

USBメモリを開発した。機密情報を安全に管理で

きるとともに，紛失した場合にもデータの漏えいを

防ぐことができる。(5) また，業界標準化団体TCG
（Trusted Computing Group）で活発な活動を行っ

ており，富士通のプレゼンス向上に貢献している。 
【Internet Services】 

 本グループは，先端的な自然言語処理技術，記号

処理技術を有し，インターネット上に存在する様々

な種類のデータの相互関連を分析・理解する技術を

開発し，多様なインターネットサービスを創造する

ことを目標としている。 

 大規模な自然言語処理に新しいアルゴリズムを適

用し，分野に依存しないオントロジーを自動生成す

る技術を開発した。この技術により，様々な新しい

インターネットサービスを展開でき，2009年6月に

は最初のサービスとして，検索支援環境“Xurch 
Cloud”を発表した。(6)

【Network Systems Research】 

 都市・地域のネットワークは，統合化されたイン

ターネット接続，IP電話，映像サービスや，イー

サネットサービス，ゲームやTV会議などのインタ

ラクティブサービスにより，劇的に拡大している。

サービスプロバイダは，これらのサービスに必要な

帯域を満たすため，光通信ネットワークのROADM
（Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexers）
を急速に展開している。 
 本グループは，光通信システム分野，とくに光モ

ジュール，光ノード，光通信システム，次世代無線

通信システム，ネットワーク管理システムで先進的

な 技 術 を 有 し ， FNC （ Fujitsu Network 
Communications）と緊密に連携し，同社のビジネ

ス推進で大きな役割を果たしている。 
【Marketing and Business Innovation】 

 本グループは，モバイルサービス，ヘルスケアの

IT支援，ソーシャルメディアのように北米が先行

する分野の技術市場や技術動向を調査・研究し，富

士通の技術開発戦略に不可欠な情報を提供すること，

およびオープンイノベーションのもとで富士通研究

所が開発した先行的な技術のビジネス展開，とくに

スピンアウトやライセンスを考えた展開に関し，支

援を行う役割を果たしている。 
 また，ベンチャーキャピタル，スタートアップ企

業，大学，コンサルタント，研究機関を招いた技術

展示会を毎年開催している。研究所技術を紹介し，

議論することで，オープンイノベーションを強力に

展開する上での基盤を作っている。 

富士通研究開発中心有限公司（FRDC） 

 FRDC（Fujitsu R&D Center）は1998年に北京

に設立され，この10年間に富士通研究所との共同

研究開発を通じて基礎力を培ってきた。今後はこの

基礎力をベースに中国ひいてはグローバルな市場に

展開できる独自の研究開発を推進する。研究テーマ

は通信・情報処理・マイクロデバイスとその融合分
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野である。本章では中国の現在と将来を考察し

FRDCの現在と将来の取組みについて紹介する。 
● 中国に研究所を設立する意義 
 設立当初は研究員11名でスタートし，現在では

約80名の研究員が北京と上海で最先端の研究開発

を行っている。図-1に示すように研究員の数は中国

の経済成長に同期するかたちで増加してきた。 
 現在の研究テーマは通信（無線通信・光通信），

情報処理（Web情報処理，自然言語処理，メディア

認識），マイクロデバイス（画像・音声圧縮符号

化）と広範囲にわたる。中国で研究開発を推進する

意義は従来コストパフォーマンスであったが，現在

その意義はより多様化している。その多様性の第一

は中国が製造拠点から研究開発拠点に脱皮しつつあ

り，サイエンスパークなどの研究開発のインフラが

急激に整備されていることである。第二は優秀な人

材である。人口が日本の約10倍ということだけで

はなく，熾
し

烈な競争を勝ち抜いてきた学生の能力は

非常に高く，またITに対する興味も非常に高い。

第三は巨大な市場である。中国の市場に適合する製

品を研究開発するためには，現地の研究所で現地の

研究者が主体となり研究開発を推進し，現地の事業

体と共同で現地の顧客との商談に対応する必要があ

る。また特に中国の場合は独自の業界標準を採用す

る例が多く，早くから業界標準の確立に参加する必

要がある。つぎに中国の市場に目を向けてみよう。 
● 中国のIT市場 
 中国のGDPは2007年に世界4位になった。また

自動車の売上げは2008年に世界1位となった。今回

の金融危機への対策として日本円にして約60兆円

の財政出動を行う。ここで中国のIT産業について

いくつかトピックスを紹介する。 

【携帯電話市場】 

 中国の携帯電話市場は2000年以降急激な伸びを

示しており，現在6.5億ユーザ（GSM，CDMA）に

も達している。世界的な需要減退にもかかわらず，

今後もなお増加傾向は続き，2010年には8.2億ユー

ザ（GSM，3 G）に達すると予測されている。

2009年1月にはいよいよ3 Gの携帯電話のライセン

スが，それぞれ中国移動（TD-SCDMA），中国聯
れん

通（W-CDMA），中国電信（CDMA2000）の主要

3キャリアに交付された。一部のサービスは2009年
5月から開始されている。 
【インターネット市場】 

 2008年6月に中国のインターネット人口が世界一

となった。2009年には3億人になり，その中の70％
が30歳以下の若者である。利用内容からみると

Webオンラインゲームが大きなビジネスとして展開

されている。また検索のBAIDU社や，電子ビジネ

スのC2CのTAOBAO社などが中国だけではなく，

世界的にもビジネスを展開し始めた。とくに

BAIDU社は2007年に日本市場へも進入し，日本語

の検索サービスも徐々に成熟してきた。 
【半導体市場】 

 中国の半導体市場はここ数年急成長を遂げたが，

2009年度の売上高は前年比5.8％程度の減になると

予測されている。しかし2010年度には再度プラス

成長に転じ，長期的には大幅な成長が見込まれてい

る。携帯電話の3 Gへの移行，2015年のアナログ停

波へ向けたデジタルTVへの移行，インターネット

人口や自家用車の大幅な増加などの要因もあり，電

子情報関連製品の中国国内市場の成長予測はどれも

世界平均を大きく上回り，今後の世界の半導体市場

を牽
けん

引していくものと予想されている。 
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図-1 FRDCにおける研究員の推移 

● 中国発の業界標準 
 中国政府は自国の産業を振興するため，とくに通

信・マルチメディアの分野で自国発業界標準のグ

ローバル化を積極的に進めている。中国ビジネスを

成功させるためには中国発の業界標準に対応するこ

とが必須である。以下に主要な中国発業界標準を概

観する。 
【携帯電話】 

 中国は3 G世代の標準化に当たり国家戦略として

独自方式となるTD-SCDMA方式を開発した。本方

式は，2000年に国際電気通信連盟（ITU）に3 G方Fig.1-Number of researchers in FRDC. 
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式の一つとして正式に規格化されている。また，

3 G以降の方式開発｛LTE（Long Term Evolution），
IMT-A｝に対してもTDD方式の適用を国家レベル

で積極的に進めており，FDD方式とTDD方式との

融合をねらった活動を行っている。 
【デジタル放送】 

 地上波デジタルTV放送の変復調方式では，2006年
8月に清華大学と上海交通大学の方式を融合した方

式が国家強制標準（GB20600-2006）として公布さ

れた。日本のワンセグに相当する移動体向けTV放

送では，現在では広電総局（SARFT）の主導する

中国業界標準CMMB（China Mobile Multimedia 
Broadcasting，GY/T220）方式が有力になってき

ている。 
【動画像圧縮技術】 

 国家標準として，性能としてはH.264に匹敵する

AVS（Audio Video coding Standard：GB/T20090.2- 
2006）が推奨標準として制定され，上海，杭州な

どの地上波デジタルTV放送や，中国聯通のIPTVで

採用されている。 
 中国の自国市場を保護するため，業界標準は独自

であったが，今後は中国発業界標準がそのままグ

ローバル標準になる可能性が大きい。今後，FRDC
もこの中国業界標準の確立に貢献していく。 
● FRDC：研究開発の概要 
 以上のような中国の市場と中国における業界標準

を見据え，現在FRDCにおいて通信・情報処理・マ

イクロデバイスの各研究部が以下のようなテーマで

研究開発を行っている。 
【通信】 

 無線通信と光通信の2分野でともに次世代通信

方式(7)に対する物理層信号処理技術の研究開発を

行っている。2分野とも，とくに図-2に示す受信デ

ジタル信号処理部にフォーカスした研究開発を進め

ている。今後も物理層における信号処理技術を基盤

とし，中国市場開拓を目指した研究開発グループの

構築，さらにテレコミュニケーション以外の通信分

野への取組みを行っていく予定である。 
【情報処理】 

 中国語の言語・メディア処理技術を中心に中国，

さらにグローバルビジネス向けの研究開発を行って

いる。研究成果のビジネス貢献として中国ビジネス

の開拓に貢献した中国語評判分析技術と文字認識技

術を例に挙げる。 
 中国語評判分析技術 (8)はBlogなどのWeb100億
ページのリアルタイム分析と影響力のあるインフル

エンサ発見が可能であり，日系企業の経営者の誹謗
ひ ぼ う

中傷やブランド侵害の監視だけでなく，中国ローカ

ル企業に対して労働条件，環境問題の誹謗中傷の監

視のニーズが有望である。2008年6月に富士通で中

国初のコンテンツサービスを実現した。 
 一方，文字認識技術(9)ではスタンプなどのノイズ

が含まれたり，印字品質が悪いなど，中国特有の帳

票に対応した帳票認識技術を開発した。2006年
10月に中国政府の全国を対象にした農業国勢調査

の商談や大手銀行の商談を獲得した。今後は，グ

ローバル情報活用やグローバルメディア認識の各要

素技術の融合をねらうとともに，ソリューションか

らSaaS・クラウド型のサービスに至るまで様々な

ビジネスモデルに対応した研究開発を推進していく。 
【マイクロデバイス】 

 オーディオ・ビデオ関連のシステムLSI研究開発

を行っている（図-3）。これまで，富士通・富士通

研究所と共同で，中国標準AVSを含む多標準対応

HD（High Definition）ビデオデコーダLSI，低電

力ダウンデコーダLSI，カーナビ向けグラフィッ

クディスプレイコントローラLSI，MPEG-1/2と
H.264の双方に対応するフルHDマルチデコーダ

LSIなどの開発を行ってきた。(10) さらに，富士通微

電子（上海）有限公司と共同で，ビデオデコーダや

オーディオデコーダの開発も進めており，より中国

市場にフォーカスした研究開発を推進していく。 

 

アナログ
受信部

A/D
変換

［デジタル信号処理部］

・周波数/位相同期
・チャネル推定/等化
・マルチ入力信号処理
（MIMO，偏波多重分離）
・etc．

送信部

オプティカル

ファイバ

無線チャネル

［伝送路］

［物理層］

MAC層
&

上位層

図-2 デジタル信号処理部 

● 文化活動 
 中日の交流を深める目的で各種の文化活動を支援

している。毎年大学生囲碁大会を共同主宰している。

中国各地の大学そして日本の大学から多くの学生が

参加し2日間にわたり囲碁の腕を競う。また，地域Fig.2-Digital signal processing. 
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3

STB 

モバイル端末DVD プレーヤ

MPEG-1/2 
H.264HD 

AVS 

多標準対応ビデオデコーダLSI

中国国家標準

デジタルTV 

国家地域ごと・サービスごとに

異なるビデオ圧縮規格

・主要規格サポート
・低電力・低コスト

VC-1 

図-3 多標準対応ビデオデコーダLSI 
Fig.3-Multi standard video decoder LSI. 
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PRIMERGY

PRIMEPOWER

VM

Linux

Solaris

Oracle

Symfoware

SRFS

SAP

BLAST

User Process

Management
Client

Data 
Center
Monitor

Auto
Manager

Addressing

Fault Hierarchies

Naming

Security

Hierarchical Management

Registries

Lifecycle Management

Creation/Destruction

Property Change Events

State Change Requests

Property Discovery

図-4 Unified System Management Technology 
Fig.4-Unified System Management Technology. 

との友好関係改善のために2000年から北京市投資

局が組織した植林活動に参加している。さらに

2006年には河北省白洋淀地区の小学生に学費，文

房具などを寄付する活動を行った。 

欧州富士通研究所（FLE） 

 FLE（Fujitsu Laboratories of Europe）は，欧

州での優秀な研究者，知識，公的資金などの豊富な

リソースを活用した研究開発を推進することを目的

として，2001年に英国ロンドン郊外に設立された。 
 研究員の2/3はそれぞれの専門分野で博士号を取

得しており，出身も世界各国からというグローバル

な環境の中で研究開発活動を行っている。 
● 研究開発の概要 
 FLEの研究開発の重点領域は以下の三つである。 
・次世代サービス 
・次世代ネットワーク 
・次世代テクニカルコンピューティング 
 現在以下の三つの研究部門に分かれて研究開発を

行っている。 
・Services & Solutions Research Division 
・Network Systems Research Division 
・Environment & Health Research Division 
 また，EUプロジェクト，先進研究機関との共同

研究，大学への研究委託を通して，戦略的産学官連

携とオープンイノベーションにも取り組んでいる。 
【次世代サービスの研究】 

 FLEはグリッドコンピューティングの標準化に

積極的に取り組んできた。とくに，グリッド技術の

国際標準化団体Open Grid Forumでは，次世代

アーキテクチャOpen Grid Services Architecture
（OGSA）の策定に中心的な役割を果たした。(11) 

OGSA に 準 拠 し て 開 発 し た Unified System 
Management Technology（図-4）は，分散データ

マイニングに関するEUプロジェクトADMIRE(12)の

データ連携基盤として採用されている。 
 この取組みの対象は，分散した多数の異なるリ

ソースであり，現在では，その対象をITサービス

提供の中心であるデータセンタへ展開している。 
 データセンタにおいては，Carbon Trustおよび

British Computer Societyと協力し，データセンタ

シミュレータを用いた最適化に取り組んでいる。こ

れは，データセンタ内で稼働するコンピュータだけ

ではなく，電源や空調，機器配置などあらゆる要素

を考慮に入れてシミュレーションすることにより，

CO2排出量に代表される環境負荷やエネルギー使用

量の観点からデータセンタを最適化するものである。 
 また，高度に仮想化されたデータセンタにおける

リソースの実態を正確に把握するディスカバリ技術

や，データセンタの不具合を把握し，診断・回復す

るためのSymptom技術，PaaS（Platform as a 
Service）におけるサービス開発技術について研究

を進めている。 
【次世代ネットワークの研究】 

 通信の標準化では，最近では，WiMAX，LTE，

LTE Advancedの標準化活動に取り組み，重要な

IPRを創出している。WiMAXに関しては，Relay 
System Profile Requirementsの開発をリードした
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（2008年WiMAX Forum Leadership Awardを受賞）。

また，ベースステーションWX300の開発を支援し，

無線ブロードバンド・アクセス向けのネットワーク

設計ツールDoORs（ 図 -5）を開発するなど，

EMEAと北米地域におけるWiMAX，LTEのビジネ

スを強力にサポートしてきた。 
 また，少子高齢化社会の進行に伴って，高齢者な

どを社会的に支援するサービスへの期待が，欧州に

おいても高まってきている。とくに遠隔ヘルスケア

などの長期疾病患者の生活支援システムの研究開発

が盛んになってきており，FLEは，遠隔ヘルスケ

アを含むソーシャルケアなどに求められるネット

ワークサービスを提供するサービスプラットフォー

ムの研究開発を行っている。Fujitsu Servicesのオ

ランダでのヘルスケアプロジェクトへの取組みを支

援して，先進的なユースケースの明確化，ネット

ワークサービスの高信頼化の研究開発に取り組んで

いる。 
 今後重要となる標準化では，医療分野やセンサ

ネットワークを対象にした無線BAN（Body Area 
Network）や，将来のインターネットでの自律ネッ

トワークの研究（EUプロジェクトEFIPSANS(13)に

参画）にも力を入れている。オープンイノベーショ

ンの一環として，英国政府の技術戦略立案の委員会

（TSB DC-KTN）にもボードメンバとして参画し，

貢献している。 

 

提供：Imperial College  
図-7 海洋シミュレーション 

Fig.7-Ocean simulation in North Atlantic. 

 

提供：Oxford大学  
図-6 心臓のスパイラルウェーブのシミュレーション

Fig.6-Study of spiral electrical waves in a heart. 

 

（a）Chicago Planning （b）Taipei Planning

図-5 ネットワーク設計ツールDoORsの適用例 
Fig.5-Example of network design by radio network 

dimensioning tool DoORs. 

 標準化以外の分野では，「グリーンワイヤレス」

にも取り組んでいる。典型的な携帯ネットワーク事

業者では，全CO2排出量の80％程度がネットワーク

オペレーションのためのエネルギー使用による。無

線ブロードバンドの時代に入ると，省エネルギーや

CO2排出量の削減も大きな課題となる。データ転送

量増大への要求（およそ2年で2倍）が続く限り，

ビットあたりのエネルギーは少なくともこの割合で

減少させる必要がある。FLEでは，ビットあたり

のエネルギー消費量を現在の1/100にする技術を開

発中である。 
【次世代テクニカルコンピューティングの研究】 

 HPC（High Performance Computing）に関す

る研究員のコンピテンスを生かして次世代HPC上

のソフトウェアの研究開発を行っており，医療や環

境の分野における大規模シミュレーションなど今後

特に重要になるテーマや，CAEなど顧客からの強

いニーズがある分野に取り組んでいる。 
 シミュレーションのモデルなどその分野の専門知

識が不可欠な部分は大学との共同研究を通して開発

し，FLEはHPCプラットフォームの潜在能力を引

き出すライブラリの開発などに注力している。例え

ば，EUプロジェクトpreDiCT(14)で取り組んでいる

心臓シミュレーション（図-6）では，Oxford大学

などと共同で現状のシミュレーションの1万倍以上

の高速化を目指しており，実時間でのシミュレー

ションを可能とする計画である。 
 環境の分野では，Imperial Collegeと共同で気候

変動に関する海洋シミュレーション（図-7）に取り
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組んでいる。 （4） 富士通：Webアプリケーション向け品質保証の基

礎技術を開発． 
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2008/04/4-1.html 

 これらのシミュレーションは，医療や環境の重要

な問題を解決するそれ自体でも意義のあるものだが，

そこで開発した技術を次世代テクニカルコンピュー

ティングのコアソフトウェア技術とするねらいも

ある。 

（5） 富士通：自動データ消去機能を実現した安全USB
メモリを開発． 
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2009/04/17-1.html 

（6） 富 士 通 ： Fujitsu Laboratories Introduces 
Innovative Technology to Streamline Web Searches． 
http://www.fujitsu.com/us/news/pr/fla_20090611.html 

● 欧州の研究開発拠点としての活動 
 FLEは，Fujitsu Services（英国）やFujitsu 
Technology Solutions（ドイツ）などの拠点会社と，

FLEの研究成果だけでなく，日本やほかの海外研

究所の成果も含めて連携を図っている。 
（7） Z ． Tao et al ．： Dither-free ， Accurate ， and 

Robust Phase Offset Monitor and Control Method 
for DQPSK Demodulator．Proceedings of ECOC 
2007，Berlin，Germany，03.5.2_1569044904（Sep 
2007）． 

 テクノロジマーケティング活動の一環として，欧

州技術フォーラムを毎年開催し，研究所の最新技術

を欧州拠点各社や顧客へ直接アピールする場を提供

するとともに，顧客要件の収集，ビジネス機会の創

出，技術のインキュベーションを推進している。 
（8） SH．Zhang，et al．：Research on CRF-based 

Evaluated Object Extraction．Proceedings of COAE 
2008 （ The 1st Chinese Orientation Analyzing 
Evaluation）．Beijing，China，October，2008，

p.70-76（October，2008）． 

む  す  び 

 米国・中国・欧州の三つの海外拠点では，現地の

大学・研究機関との密接な協力関係や，現地の優れ

た環境や人材の活用など，各地域の特色を生かしな

がら，研究開発・ビジネスインキュベーションを進

めており，顕著な成果を生み出してきた。今後も各

海外拠点を含めたグローバルな研究所として最先端

の技術を開発していく。 

（9） X．C．Yin，et al．：A Multi-Stage Strategy to 
Perspective Rectification for Mobile Phone Camera-
Based Document Images．Proceedings of ICDAR 
2007，Curitiba，Brazil，September，2007，p.574-
578． 

（10） P ． Liu et al ．： VLSI Implementation for 
Portable Application Oriented MPEG-4 Audio Codec．
Proceedings of ISCAS 2007，New Orleanes，USA，

May，2008，p.777-780． 
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