
 
 

 
 

富士通研究所の環境イノベーション 
への取組み 

Activities of Fujitsu Laboratories for Environmental Innovation 

あらまし  

 環境問題への的確な対応が，継続的な企業活動における最重要課題の一つになっている。

IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）は，その4次報告で，炭酸ガスなど

の温室効果ガスの排出をこのような状態で続けると，21世紀末には地球の平均気温が2～
6℃上昇し，人類存続の危機となると警告している。2050年において排出量半減を目標とし

た温室効果ガスの削減には，ITによるイノベーションが重要・不可欠であり，富士通研究

所においても，様々な環境貢献技術の開発を進めている。開発方針の策定においては，研究

開発ロードマップに環境視点を導入し，開発対象をLCA（Life Cycle Assessment）で評価

し，事前に環境貢献を予測している。また材料・デバイスから，システム・ソリューション

に至るトータルな技術開発を推進し，それらを統合してエコロジカルバリューチェーンを構

築し，効果的な省エネを目指している。本稿ではこれら取組みの概要について述べる。 

Abstract 

 Ongoing company activities should have a precise correspondence to environmental 
problems.  In its fourth assessment report, the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) warns that the average global temperature might be 2-6° higher at the end 
of the 21st century unless fast action is taken and there is a risk of mankind dying out.  To 
reduce global emissions of greenhouse gases by half by 2050, innovations in information 
technologies are essential and Fujitsu Laboratories has been developing a lot of 
environment-protecting technologies.  We plan development strategies using a technology 
roadmap that includes the environmental viewpoint and we estimate the energy saving 
effect using the life cycle assessment method in advance.  We also promote total 
development from material/device technologies to system/solution technologies and construct 
the ecological value chain through a combination of these technologies to obtain effective 
energy savings. 

   

矢野 映（やの えい） 

富士通研究所 取締役 
現在，環境技術，高速・高出力デバ

イス，実装技術，新規材料，分析技

術の研究開発の推進に従事。 
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富士通グループは，

低炭素で豊かな

社会の実現に向けて，

テクノロジーと

ノウハウを結集し，

お客様やパートナー

とともに，

自らと社会の

環境イノベーションを

起こします。

Green Policy 2020
低炭素で豊かな社会の実現に向けて挑戦する富士通グループ

図-1 Green Policy 2020 
Fig.1-Green Policy 2020. 

ま え が き 

 環境問題への的確な対応が，継続的な企業活動に

おける最重要課題の一つになっている。富士通にお

いても，有害物質による汚染や廃棄物問題，地球温

暖化，資源枯渇，これらにかかわる法規制への対応

など，様々な取組みが積極的に行われている。 
 とくに近年，最も大きな課題として取り組んでい

るのが，地球温暖化への対応である。この背景には，

2007年に提出された IPCC（ Intergovernmental 
Panel on Climate Change）4次報告(1)が，炭酸ガ

スなどの温室効果ガスが地球温暖化の原因であり，

このような状態を続けると21世紀末には地球の平

均気温が2～6℃上昇し，人類存続の危機となるこ

とを示したことがある。人類存続に向けて循環型の

社会を実現するには，2050年までに温室効果ガス

の排出量を半減させる必要があり，いわゆる省エネ

がすべての社会活動で必須となっている。しかし産

業革命以降の大量生産，大量消費に根ざした社会に

おいては，単なる改善型の省エネには限界があり，

環境イノベーションが強く求められている。本稿で

は，富士通における環境イノベーションに向けた取

り組み概要を紹介する。 

 

温暖化対策におけるIT産業の役割 

 2008年1月に開催された世界経済フォーラム年次

総会のITガバナーズ会議において，「IT産業は，全

産業の温室効果ガス排出量の約2％を占めるが，残

りの98％であるIT産業以外のCO2排出量を半減で

きる可能性を持つ」というメッセージが発信され

た。ITが単に電力を消費するだけの問題児ではな

く，豊かな低炭素時代を実現するために不可欠，

かつ重要な役割を担うことが改めて確認されたの

である。 
 富士通グループにおいても，その理念・指針であ

る“FUJITSU Way”の中で，地球環境を守ること

が示され，地球環境保護ソリューションの提供が事

業方針であることが明記されている。また低炭素社

会の実現を目指した富士通グループ中期環境ビジョ

ン Green Policy 2020（図-1）においても，富士通

のミッションが，自らの変革による地球温暖化対策

にとどまらず，社会全体の環境負荷低減，具体的に

は日本国内で年間約3000万トンの炭酸ガス排出量

の削減に向けたイノベーションを提供することであ

ることを明確に示している。 

研究開発の取組み 

 前述のように2050年の炭酸ガス排出量半減に向

けてIT産業への期待は大きい。それにはイノベー

ション創出が不可欠であり，研究開発にも新たな戦

略が求められている。富士通研究所の開発戦略を以

下に示す。 
（1） 研究開発ロードマップに環境基軸を導入し，

環境視点から開発方針を見直し 
（2） 研究成果による炭酸ガス削減効果をLCA

（Life Cycle Assessment）で事前に予測 
（3） 材料，デバイスレベルからファシリティ，シス

テム・ソリューションまでトータルに技術開発 
 富士通はプロダクトからソリューションまでを

トータルに開発，提供できる数少ないIT企業の一つ

であり，環境貢献においても，それが大きな力とな

る。環境貢献につながる研究開発テーマはITの技

術領域を網羅しており，それら要素技術の結集とシ

ナジー効果は，より効率的な環境貢献を可能にする

と考えられる。次章では IDC（ Internet Data 
Center）を例に，技術開発の必然性と，開発に至

る背景について述べる。 
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IT機器の省エネ－IDCを例に－ 

 ネットワーク社会の進展によって，IT機器の役

割はますます重要になっているが，同時にその消費

電力の増大は深刻な問題である。経済産業省の試算

によれば，2006年時点で日本国内のIT機器の消費

電力は，総消費電力の5％であるが，現状のまま施

策を施さないと2050年には12倍に増大するとされ

ている。(2) とくに来るべきクラウドコンピューティ

ング時代の主役となるIDCは，IT機器を高度に集約

したものであり，省エネ技術開発の最重要ターゲッ

トである。ここでIDCの消費電力の内訳を図-2に
示す。 
 IT機器の消費電力が大きいのは，当然予想され

るが，空調や電源など，そのほかのファシリティの

消費電力がIT機器を上回るほど大きいことが分か

る。すなわちIDCの省エネを実現するには，IT機器

の省エネのみならず，空調や電源などのトータルな

省エネ技術開発が必要なことを明確に示している。 
 富士通研究所ではこれらの観点から，下記のよう

な様々な視点の技術開発に取り組んでいる。 
（1） IT機器供給電源の変換効率の高度化技術 
（2） IT機器の省エネに向けた省電力デバイス技術 
（3） 空調などファシリティの省エネに向けた温度

分布の高精細な見える化技術 
 それぞれの技術の詳細については，本特集の以下

の各論文を参照願いたい。 
（1） 先端GaN－HEMTデバイス技術 

 

人・物の移動の削減
～電子会議～

物の生産・消費の効率化・削減
～電子決裁～

スペースの有効利用
～在庫管理～

エネルギー効率の改善
～ITS（高度道路交通システム）～

よろしく
お願いします

図-3 ITソリューションによる環境貢献 
Fig.3-Environmental load reduction by IT solutions.

 
 

（2006年度比率実績）

IT機器

45％

空調

40％

ITファシリティ
（55％）

ITリソース

電源

13％

照明 2％

図-2 富士通IDCの消費電力 

（2） On Die電源ノイズ観測技術とPower Gating
技術開発への応用 

（3） リアルタイム超多点温度測定技術 
これらの技術は単独でも大きな省エネ効果が期待

できるものであるが，それらを統合することで，一

層の省エネが実現できる。すなわちサーバへ供給さ

れる電源の変換効率の高度化やデバイスの省電力化

は，損失や消費電力低減による発熱も抑制でき，結

果的に，空調ファシリティの負荷を低減できる。ま

た詳細な温度分布の見える化は，そのデータを空調

にフィードバックすることで，適正な空調温度と温

度分布の狭小化を実現でき，いわゆる冷やし過ぎに

よる無駄を削減して，大きな省エネ効果を得ること

ができる。 
 以上のように，富士通研究所はトータルな技術開

発とシナジー効果によるエコロジカルバリュー

チェーンの実現を目指しており，これはGreen 
Policy 2020に向けた環境イノベーションを実現す

る重要な要因と考えている。 

ソリューションによる環境貢献 

 以上，IDCを例に主にITプロダクトによる環境貢

献の概要を述べたが，さらに大きな効果が期待され

るのが，ITソリューションによる環境貢献である。

図-3に示すように，ITソリューションの導入は，

様々な場面で省エネを実現する。ITS（Intelligent 
Transport Systems）は車の安全を提供するだけで

はなく，渋滞を減らすことで運送を効率化し燃料を

削減する。在庫管理システムは，無駄なスペースを

削減し，その維持に必要なエネルギーを削減する。

電子会議システムは人・物の移動時間を不要にする

とともに，移動のエネルギーを不要にする。電子決

Fig.2-Power consumption in Fujitsu data centers. 
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裁システムは，作業を効率化するだけではなく，紙

の使用量や印刷に必要な電力を削減できる。 
 これらソリューションの提供による省エネは，

ITが地球温暖化対策への寄与として最も期待され

るものであり，富士通の貢献が強く求められている

と考えられる。本特集においては，環境負荷分析手

法と環境貢献ソリューション適用による環境貢献事

例「営業店モニタリングへの環境負荷分析の適

用」で報告されている。 

む  す  び 

 以上，環境貢献，とくに炭酸ガス排出量削減に向

けた技術開発の概要について述べた。地球温暖化対

策は，すでに待ったなしの状況であり，環境貢献技

術の開発も，日に日にその重要性を増していると再

認識せざるを得ない。本稿で紹介した本特集掲載の

四つの論文の技術内容は，富士通研究所の環境技術

開発の一端に過ぎないが，それぞれの技術が，環境

貢献における大きなポテンシャルを有していること

をご理解いただければ幸いである。 
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