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オーバーヘッドリーダ
銀行などで扱う各種帳票を
カラーイメージデータとし
て読み取る装置です。画素数
は1600万画素。データ再
現性の高さが特徴です。

印影モニタ
金融機関で印鑑を照合する
ための端末です。口座番号や
顧客番号をキー入力するだ
けで、ネットワークを通じて
全店どこからでもすばやく
印鑑の印影を確認できます。

自動取引装置
コンビニエンスストアなど一般店
舗設置用に開発された、銀行の現
金自動支払機。低コストでの設置
を可能にしました。再生可能プラ
スチックの使用率100％、再資源
化可能率97.9％を達成。

現金自動預払機
ユニバーサルデザイン採用。最新機
能の組み合わせも自由自在です。

POS端末
省スペースタイプのPOS端末。
利用場所に合わせて設置方法を
選択できます。

手のひら静脈認証装置
あらかじめ登録しておいた手のひら
静脈パターンと照合し、本人確認を
行う装置。生体情報検知機能により、
「なりすまし」を防止します。

鍵ペア生成装置
公的な個人認証サービスに利用
されています。覗き見防止フー
ドも備えた、ハイセキュリティ
仕様。バリアフリーにも対応。

RFIDタグリーダライタ
製造や物流、流通など、様々
な分野で利用可能なRFID
タグの記録、読み取り装置
です。商品情報の一括管理、
参照などに便利です。
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ユビキタス社会で活躍する、富士通フロンテック

■編集にあたって
富士通フロンテックはIT製品のなかでも、人が直接触

れるインタフェース部分を提供しています。当社最初の

環境報告書となる本書は、「人」と「環境」を軸にした

当社の活動を「エコ・ツアー」という形でわかりやすくご

紹介することをめざして編集いたしました。今後も年1

回のペースで発行していく予定です。皆様のご意見を

参考にしながら、読みやすい紙面になるようつとめてま

いります。

■報告範囲
本報告書に記載した環境パフォーマンスデータは、富士

通フロンテック東京工場および新潟工場と、株式会社ライ

フクリエイト、富士通フロンテックカストマサービス株式会

社、株式会社プロダクトサービスエンタープライズを対象

範囲としています。

■対象期間
本報告書に記載したデータは、富士通フロンテックの

2003年度環境活動の実績値です。また、一部2004年7月

までの考えかたや取り組み、活動データなどを含んでい

ます。

発行 2004年9月

発行責任者 常務取締役 花谷清和

企画・編集責任者 環境管理センター 恩田聖

ごあいさつ

富士通フロンテックのエコ・ツアーへようこそ

STAGE 1. 設計

STAGE 2. 調達

STAGE 3. 製造

STAGE 4. 物流

STAGE 5. 製品の使用・リサイクル
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C O N T E N T SC O N T E N T S

フライト案内表示板
空港の行先表示に利用されてい
ます。消費電力が少なく長寿命
で、視認性の高さと、視野角の
広さが特徴です。

ハンディターミナル
高速プリンタ一体型の操作
性に優れた携帯型端末装置。
各種オプションとの連携に
より、スムーズな業務を可
能にします。自動販売機と
のワイヤレス通信が可能な
機種もご用意しています。

スキャンハンドル
携帯型端末を、片手での操作が
可能なガンタイプのインテリジ
ェントスキャナに変更するため
のオプションです。
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2 環境コミュニケーションブック

■社　名
富士通フロンテック株式会社

■設　立
1940年（昭和15年）11月9日

■資本金
84億5750万円

■決算期
3月31日

■代表者
代表取締役社長　宮澤達士（みやざわたつし）

■所在地
本社・東京工場
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地
新潟工場
〒959-0294新潟県西蒲原郡吉田町東栄町17番8号
■子会社（国内・海外）
株式会社ライフクリエイト
富士通フロンテックカストマサービス株式会社
株式会社プロダクトサービスエンタープライズ
FUJITSU DIE-TECH CORPORATION 

OF THE PHILIPPINES（フィリピン）
FKM Co., Ltd.（大韓民国）
富士通先端科技（上海）有限公司（中華人民共和国）

■ 会社概要 ■ 売上高の推移（単独）

当社では「国内外の皆様に安心してお使

いいただける製品の提供」を目指し、環境

対応の技術開発、次世代の新技術・新製品

の開発に全力をあげて取り組んでいます。

その結果、新規開発される製品はすべてグ

リーン製品基準をクリアすることができま

した。

わたくしたちは第4期環境行動計画*を進

めるうえで、環境経営の強化、グリーン調

達の推進、製品環境対策、環境ソリューシ

ョンの導入、地球温暖化防止対策を行い、

サステナブル経営を推進します。行政への

協力および社会活動の支援も含め、地域社

会とのコミュニケーションを活発に行って

いくことで、持続可能な社会の実現に貢献

してまいります。

富士通フロンテックの製品は、東京都郊

外に位置する自然豊かな稲城市で開発さ

れ、日本一の米どころ新潟県で製造されて

います。これらの工場では、ヒューマンイン

タフェース製品を主体にした生産活動を展

開し、富士通グループの中でもメカトロニ

クス製品の製造拠点として、重要な役割を

担っています。

主要製品としては、金融・流通業界向け

のATM、POS、ハンディターミナル、そし

て公営競技場向けの自動発払機、省電力型

のスコアボードであるエコボードなどの表

示システムがあり、国内外で広くご利用い

ただいています。これらの製品は市民の生

活を支えるだけでなく、金融や流通の発展

にも大きく貢献しています。このような状

況において地球環境問題に積極的に取り組

み、環境配慮型製品を継続的に開発・製造

してまいります。

ユビキタス社会の最前線で、
環境に配慮した製品づくりを
推進します

サステナブル経営を推進し、
持続可能社会の実現に
貢献します

（百万円） 
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* 第4期環境行動計画…P.15を参照。
** 第3期環境行動計画…P.14を参照。

代表取締役社長
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3環境コミュニケーションブック

■ 環境経営委員会

グリーンプロダクト委員会 

有害物質全廃委員会 

グリーン調達委員会 

廃棄物・リサイクル委員会 

省エネ委員会 

化学物質委員会 

地球温暖化防止委員会 

東京:環境管理委員会 

新潟:環境管理委員会 

環境管理センター 

環境経営委員会 

環境専門委員会 

■ コンプライアンス指針

富士通フロンテック社員一同、

「FTECコンプライアンス指針」にお

いて定めた行動指針および基準にの

っとり、企業活動に

よって生じる多様な

リスクを低減し、

社会的責任を果た

してまいります。

■ 従業員数の推移

に努めています。加えて、指定有害物質の

全廃など、多くの課題をタイムリーに解決

し、人にやさしい・地球にやさしい環境保

全活動を推進してまいります。富士通フロンテックは環境保全活動を重

要な経営課題ととらえ、2003年度までの

第3期行動計画**で掲げた環境課題に対

し、従業員をはじめ関係者の皆様方ととも

に、積極的に取り組んでまいりました。

当社はユビキタス社会を支援する製品づ

くりを推進し、ペイメント・自動認識・モビリ

ティ・トレーサビリティ・セキュリティとい

う5つの分野で、多くの製品を提供させて

いただいております。それらの製品の数々

に、お客様が直接手を触れられることを認

識し、人と環境の両面に配慮した製品づく

りを目指しています。

2004年度からは第4期行動計画*がス

タートしました。わたくしたちはこの段階を、

『実現のステージ』と位置づけております。

循環型社会の形成を基本に据えて環境保

全活動の施策を講じ、環境配慮型製品の提

供、省資源化や省エネなどによるCO2削減

地球環境保全活動を
積極的に推進することが、
わたしたちの使命です

（人） 
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富士通フロンテック環境方針
理念

当社は富士通グループ環境方針を遵守し、
『環境にやさしい企業活動』を基本理念とし
て、環境保全への取り組みが重要な経営課
題であると認識し推進します。
持てるテクノロジーと創造力を活かし、社

会の持続可能な発展に貢献します。また、事
業活動にかかわる環境法や環境上の規範を
遵守するにとどまらず、自主的な環境保全活
動に努めます。
さらに豊かな自然を次の世代に残すことが

できるよう、すべての組織と一人ひとりの行動
により先行した取り組みを継続していきます。

行動指針
1 製品のライフサイクルを通じ、すべての段階
において環境負荷を低減する。
2 当社の活動、製品またはサービスが環境に与
える影響を常に認識し、環境関連法期、規制、
その他の要求事項、自主基準などを遵守する。
3 当社の活動、製品またはサービスにかかわる
環境影響評価結果に基づき、環境汚染の予防
および継続的な改善を図る。
4 本環境方針の実現のため、環境目的・目標を
設定し、当社および関連する組織を含む従業
員ひとりひとりが環境保全に努める。

常務取締役
（環境経営委員長）

従業員に配布している
コンプライアンス指針
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■ 事業活動のマテリアルバランス

4 環境コミュニケーションブック

緑の香りがたちこめる多摩丘陵の一角に、
本社・東京工場があります。（東京都稲城市）

■ 本社・東京工場

登録範囲：登録組織全域における電子機器、表示
装置の開発・設計並びに評価

登録番号：EC98J1081
登録日　：1998年10月27日

新潟工場は、西に弥彦山を望む緑ゆたかな
場所にあります。（新潟県西蒲原郡吉田町）

■ 新潟工場

登録範囲：登録組織全域における自動機・営業店
端末、流通端末、トータリゼータ端末、
表示装置および金型の製造、修理

登録番号：EC98J1011
登録日　：1998年4月20日

国内、海外各地から集められ
た部品が次々に組み立てられ
ていく、もののイメージに生
命が与えられていく。ものが
生まれる場面に日々立ち会っ
ている人たちは、環境につい
てどんなことを考えているの
でしょうか。

ものが完成してからお客様の
もとに届けられるプロセスに
も、「環境」のための数多くの
工夫が盛り込まれています。
安全にものを運ぶための工夫
も必要最小限の資源で――わ
たしたちの生活にも応用でき
るアイディアが、きっと見つ
かるはずです。

開発・設計 調　　達 製　　造 

 
●製品素材 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2 18,501トン ●水  16,226トン 

●エネルギー   
 購入電力 3,995MWh 
 軽油 0.1k   
 LPG 7.4千m3

●大気排出 
 CO2 1,672.4 トン-CO2

●排水 16,226トン ●廃棄物 
 総排出量 53.0トン 
 ・マテリアルリサイクル量 49.5トン 
 ・廃棄処分量  3.5トン 

 
●原材料 
　金属 211.7トン 
　プラスチック 35.6トン 

●エネルギー 購入電力 6,287MWh 
 灯油 2.2k   
 ＬＰＧ 5.9千ｍ3 
 都市ガス 4.4千ｍ3

●化学物質 49kg

●水 49,639トン 

●大気排出 
　CO2 2,664.4トン-CO2 
　SOx 156.8kg 
　NOx  86.1kg

●廃棄物 
　総排出量 802.5トン 
　・サーマルリサイクル量 112.2トン 
　・マテリアルリサイクル量 553.6トン 
　・廃棄処分量 136.7トン 

●化学物質 29kg

●排水 45,768トン 

ISO14001登録証

ISO14001登録証
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5環境コミュニケーションブック

ものづくりのスタート地点で
す。いまの時代、ものの原型を
つくり出すために考えておか
なくてはならないこととは何
か、よりよいアイディアを得
るために、普段からどんなこ
とに取り組んでいるのか――
「環境」をキーワードに探って
いきましょう。

限りある資源から作られたも
のを、長く、大事に使うこと。
使えなくなったものを、ひとつ
もムダにしないこと。地球のた
めに、そして後に続く世代の
ために、わたしたちには何が
できるでしょうか。

より良い材料を集めるために
必要な条件は何か。そもそも、
「良い材料」とは何か。わたし
たちも日常生活で直面してい
るこの問題に、ものづくりの現
場ではどのように取り組んで
いるのでしょうか。

物流・販売 使　　用 回収・ 
リサイクル 

 
●エネルギー 
　軽油 1,052k   
　ガソリン  11k  

 
 ●大気排出 
　CO2　2,806トン 

 
●大気排出 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2 118,315.7トン 

●回収量 
　－－   トン 
※2003年度は一部 
　数量未測定のため、 
　掲載なし。 

●●水 2003年度工場で使用された量
●●エネルギー 2003年度の工場における電力、油、ガスの消費量
● 製品素材 2003年度グリーン製品の部材・製造時のCO2排出量（部材重量×CO2換算係数）
● 化学物質 2003年度の工場におけるPRTR法対象化学物質の取扱量
● 原材料 2003年度新潟工場において、製品の素材として投入された材料投入量
● エネルギー 輸送による燃料の消費量

●●排水 2003年度に工場から、下水道または河川に排水された量
●●大気排出 CO2：2003年度の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）

SOx,NOx：2003年度、ボイラー排ガス中の物質濃度測定結果に基づき算出
●●廃棄物 総排出量：2003年度に廃棄物として処分された量

廃棄処分量：2003年度に埋立処分・単純焼却された量（浄化槽汚泥含む）
● 化学物質 2003年度PRTR法に基づく大気排出と水域排出量を化学物質の収支量に基づき算出
● 大気排出 2003年度の輸送業務において燃料消費量より算出
● 大気排出 2003年度に出荷した主要製品（グリーン製品）から使用時に排出されるCO2量

（各製品1台あたりの想定使用時間・年数におけるCO2排出量×2003年度出荷台数）

■ 算出方法 IN（左から順に）

■ 算出方法 OUT（左から順に）
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設　計 

6 環境コミュニケーションブック

環境を考えて設計するって、どういうこと？
環境という要因が加わったことで、「いい製品」の条件は大きく変わりました。
ものづくりのスタートからゴールまでを見直して、
さらにレベルの高い製品をつくることが目標です。

ガイド：大田 昭典
実装技術部長

「グリーン製品は色にたとえるなら
普通の緑。その先を行くスーパーグ
リーン製品はどんな色合いになる
か、楽しみですね。」

あらゆる業界で環境配慮型製品へのシフトが
進んでいくなか、ものづくりをめぐる環境も変わ
ってきたと思います。
「おっしゃる通りです。製品を設計・開発する
うえで、材料調達から廃棄までの、ライフサイク
ル全域にわたって環境負荷を抑えることは、い
まや企業の責任と考えられるようになりました。
お客様の側でも環境への意識が高まっていま

す。新しく製品を購入するさい、グリーン製品*を
選ぶお客様が増えました。製品の性能を競うだけ
では生き残ることができない時代が来たのです。」
ものづくりにおいても、これまでとは違う対応
が求められますね。
「はい。こうした流れに対応するため、富士通
グループでは1999年度から『グリーン製品評
価規定』を設けました。当社ではそれに沿って
製品の設計・開発を行っています。
特に当社の製品は、現金自動預払機（ATM）や

POSなど、人が直接触れるインタフェースが中
心ですから、素材や形状など、人と環境との両
方に配慮する必要があります。」

環境配慮という観点を盛り込むことによって、
設計プロセスに変化はありましたか。
「EUのRoHS指令*など環境に関する法規や基
準を守るために、材料調達から廃棄まで、製品
のライフサイクルにおけるあらゆる面で、環境
への影響を考慮するようになりました。
具体的なところでいうと、『ライフサイクルア

セスメント（LCA）*』の規制に従って二酸化炭素
の排出量を削減するため、3次元CAD設計シス
テムとデータベースを連携させた『VPS/Eco

Design』という設計支援ツールを使って、ライ
フサイクルのあらゆる面で二酸化炭素排出量を
シミュレーションできるようにしました。
このVPSシステムはグリーン製品評価基準の

LCAデータ算出だけでなく、製品の廃棄・リサ
イクル段階で利用する解体マニュアルの作成に
も活躍しています。」

ほかに配慮していることはありますか。
「製品の素材は、Reduce（省資源）、Reuse

（部品の再利用）、Recycle（資源の再利用）とい
う3つの点と、有害物質の削減とを意識して選択
しています。結果として、現状では割高となる部
品や素材を使うことになるとしても、『環境とい
う機能を向上させるためのもの』と考え、積極
的に採用するようにしています。これら部品や
素材が、将来あたりまえのものとして量産され
ることにつながればよいと考えています。勿論、
サプライヤと連携して、ローコスト化への取り
組みも進めています。」

これまでにうかがったことが設計に正しく反映
されているかどうかを、どのようにチェックして
いるのですか。
「それぞれの工程で、『デザインレビュー』（→
Q&A)という審査会を行い、チェックしています。
また、他部門と常に連絡を取り合い、設計に反

映させるべき情報をフィードバックしてもらっ

いまは、性能のことを
考えるだけでは足りないんです

従来より増えた工数は、
「環境という機能」を強化する
ためのものととらえています

用語解説

一般には、環境への配慮を強化して「製品

環境アセスメント」による評価を高いレベル

でクリアした製品を指す。富士通グループで

はこれに加え、環境配慮という点を強化する

ための「グリーン製品評価基準」をクリアし

た製品を、「グリーン製品」と呼んでいる。

最近では官公庁や自治体、企業などで、部

品やユニットなどをグリーン製品に切り替

える「グリーン調達」活動が進んでいる。

【グリーン製品】

材料調達から廃棄処分までの各工程を「素

材、加工、組立、検査、梱包、流通、使用、回

収、廃棄」という9つのステージに分け、各

ステージで排出される二酸化炭素（CO2）の

量を定量的に算出することで、設計・開発段

階における地球温暖化対策（CO2排出量抑制）

に役立てるための仕組み。

【ライフサイクルアセスメント（LCA)】

2003年2月にEUで交付・施行された指令。

RoHSはRestriction of Hazardous Substances

の略。電気・電子機器における特定有害物質

「鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭

化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニル

エーテル（PBDE）」6品目の使用を制限する。

2006年7月1日からは、上記の物質を含有す

る製品のEU内での流通が禁止される。

【RoHS指令】

■ 設計段階での環境配慮

部材の選択（Reduce、Reuse、Recycle） 

省電力 

CO2排出量削減 

有害物質削減 

すべての部門が協力し合って、
環境への対応に取り組んでいます
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7環境コミュニケーションブック

ています。たとえば、梱包はこうしたら簡略化
できるのではないか、こういう塗料を使えばリ
サイクルしやすいのではないかといった情報
が、他部門から次々寄せられています。このほ
か生分解性プラスチックなど新しい素材に関す
る情報も日々、ブラッシュアップしています。」
他部門とは個別に協力体制を築いているという
ことですか。
「1対1のやり取りでは、扱うテーマがどうして
も限定されてしまいます。環境への取り組みが進
んでいくにつれ、全体を見渡して環境への見識を
深めたり、部門間の横のつながりを強めたりする
ことが、どうしても必要になってきました。現在
では部門をまたがる委員会（→P.3）も設置されて、
より柔軟かつ効率的な行動が可能になりました。」

設計の仕事以外で、日常的に取り組んでいるこ
とはありますか。
「新しい環境関連技術や法規が次々に出てく
るので、最新の情報をキャッチできるよう、アン
テナを張り巡らせています。
職場ではデスクワークが中心となるので、日常

の取り組みは省電力やゴミの分別などが中心です
ね。それから、定期的に環境教育も行っています。」
最後に、今後の目標を教えてください。
「当面の目標は、2004年度以降、新規設計品
のすべてをグリーン製品として開発・出荷する
ことです。その次に、フロンテックの5つのキー
テクノロジーとグリーン製品開発で養ってきた
ノウハウを融合させて、2005年度前半には
グリーン製品の1ランク上にあたる『スーパー
グリーン製品※』を創出することを目指します。」

これまでのノウハウを活かして、
よりレベルの高い
環境対応型製品をつくります

■ グリーン製品化率の推移
（%） 
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■ VPS/Eco Designによる二酸化炭素排出量計算

「デザインレビュー」では、
どういうことを行っているのですか。

設計から製造、評価、輸送、据え付け、保守、使用、
リサイクル、廃棄までの各プロセスを、設計の
段階で作成した仕様書または計画書と、デザイ
ンチェックシート、そして各工程で集めたデー
タを突き合わせて評価します。その結果をもと
に、設計が妥当だったか、改善すべき点はある
かを検討します。デザインレビューの結果は、
必要に応じて設計にフィードバックされます。
製品の品質を保ち、適切に環境対応を行うため、
デザインレビューで承認されるまでは次の工程
に進むことができない仕組みになっています。

どういう製品が
「グリーン製品」と呼ばれるのでしょうか。

当社では『製品環境アセスメント評価規定』
と、富士通グループの『グリーン製品評価規
定』とを満たしているものを、グリーン製品
と呼んでいます。
評価にあたっては、「法律遵守」「環境保全性
（二酸化炭素排出量、化学物質の含有量）」「省
資源化」「省エネルギー」「リサイクル」「処理、
処分の容易性」「解体マニュアルの添付」「収
集・運搬」「製品情報の開示」「包装」といった切
り口から、環境配慮の度合いを検討します。
基準をクリアしたグリーン製品の包装やカタ
ログには、富士通グループ独自の「環境シン
ボルマーク」を添付して、
お客様が判断するための
情報を提供しています。※グリーン製品であり、環境配慮レベルが他社製品と比較

してもきわめて優れている製品。あるいは、第三者機関
によって優れた環境配慮製品と認定されている製品。

当社では、富士通株式会社が開発したVPSシステム（Virtual Product Simulator）を利用して、
3次元CADデータとLCA評価ツールを連携させ、製品のライフサイクルを通しての二酸化炭素
排出量を計算し、設計に役立てています。

CADデザインからCO2排出量を割り
出す

ユニバーサルデザインにも配慮する LCA評価ツールの画面に、二酸化炭素量が表示
される

構想設計の段階。
3D-CADとVPSを利用して、製品の
構想を練る。

基本設計の段階。構想設計をもとに
細部を検討する。ここでも3D-CAD
とVPSが利用される。

設計試作の段階。設計に不具合はな
いか、試作機と照らし合わせながら
検証する。

量産試作の段階。量産機の状態を評価する
（写真は加振機による振動評価の様子）。

▼

▼

▼
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メーカーでの「調達」がどういうものか、あまり
想像できないのですが、調達を行うにあたって大
事なことは何でしょうか。
「どこのメーカーでも、製品に必要な部材のす
べてを自社で製造することは困難です。当社で
も数百社から材料と部品を調達しています。
部材を外部から調達する場合、調達スピード

の向上、そして、よい品物を安く調達することが
きわめて重要です。」
調達先は国内が中心ですか。
「部品の種類がとにかく多いので、いまは国内、
海外両方のサプライヤーと取り引きしています。」
「分業体制のグローバル化」といったところで
しょうか。
「そういうことになりますね。受け入れ側のわ
たしたちも、スピーディーな対応ができるよう
調達部門の組織を見直し、『ローコスト調達統括
部』として活動を始めました。とくに環境関連
の分野も含めた技術面をサポートする部門が加
わったことで、環境に関する情報の収集や調達
活動をよりスピーディーに展開できるようにな
りました。」

部品調達の流れはどのようになっているのですか。
「設計部門や製造部門から調達依頼が来ます。
依頼の内容を検討して、いくつかのサプライ
ヤーに見積を提示してもらいます。価格や品質、
環境配慮の状況を参考にしながら、発注先を決
定しています。」
ここでも、環境という要素が決め手になるの
ですね。
「はい。当社はグリーン製品の生産に取り組ん
でいますが、そのためには製品に使われる部品

やユニットもグリーン製品としての基準を満た
していなければなりません。サプライヤー各社
には、指定有害物質全廃など、『グリーン調達基
準』で定めたグリーン調達活動の目標と必然性
をご説明して協力をお願いし、製品中の有害物
質に関する情報収集を推進しています。」

発注先が決まり、部品が納入された後の工程に
ついても教えてください。
「納入された部品は、いったん倉庫に運ばれま
す。そこで梱包を解いたあと、工場に運びこみ、
品質のチェックを行います。」
直接、工場に運び込んだほうが効率的ではあり
ませんか。
「いや、そうでもないんです。工場の中で開梱
と分別を行うと、人手がかかりますし、そのた
めのスペースも必要になります。部品の場合、
ひとつひとつの梱包は小さくても、全体の数は
たいへんなものになります。」
なるほど。では、梱包材の処分はひと苦労ですね。
「梱包材は『通い箱』（→P.12）として業者に戻
すなど、できるだけ再利用するようにしていま
す。発泡スチロールなどの緩衝材も再利用して
いますが、処理しきれない分は業者に処分を委
託しています。再利用できるからと業者の方が
引き取っていくこともありますよ。
品質検査をクリアした部品は、部品倉庫に運

ばれ、製造部門に引き渡されます。」

環境への取り組みには少なからずコストがかか
ります。サプライヤーに協力をお願いするさい、
難しさを感じたことはありませんか。
「サプライヤーには、環境への対応に取り組む

調達部門の組織を見直して、
作業をスピードアップしました

環境配慮への取り組みも
決め手です

用語解説

部品や機材の購入にあたり、グリーン製品

（→P.6）に代表される、環境に配慮した部品、

材料、製品を優先して購入すること。

環境に配慮することが企業経営にとって

重要な課題になっている現在、グリーン調達

の度合いは今後ますます増えていくことが

予想される。

【グリーン調達】

サプライヤーから環境に配慮した部材を

納入してもらうことを目指し、富士通グルー

プが主要取引先を対象に構築支援を行って

いる環境マネジメントシステム。2002年10

月に構築支援の取り組みがスタート。富士通

では、FJEMSをISO14001認証取得の前段階

のシステムとして位置付けている。

【FJEMS】

富士通グループで取引先の品質・生産対

応・技術力および環境対応状況を総合的に把

握するために利用しているシステム。物品

納入体制に加え、環境管理に関する情報も

提供してもらい、評価を行っている。

・環境マネジメントシステムを構築しているか
・原料に禁止物質が含まれていないか
・製造時に禁止物質を使用していないか
・鉛フリー化に対応しているか
・各種環境調査に迅速に回答しているか

【SPR（Supplier Performance Review）】

「グリーン調達」ってどういうものですか？
グリーン調達は、蜜蜂が蜜を集めるように、純粋で安全なものを追求します。
蜜蜂が思いやりをもって花に接するように、わたしたちも、パートナーシップを大切にしています。

梱包材や緩衝材は、
とことん再利用します

サプライヤーとの協力が
重要と考えています

ガイド：井上 勝己
ローコスト調達統括部長

「今後、環境関連の規制はさらに厳
しくなります。各部門の関係強化と
スピーディーな情報伝達がカギにな
っていくでしょう。」
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9環境コミュニケーションブック

ことが、長期的に見ればかならずプラスに働く
と説明しています。
環境配慮の取り組みがもっともさかんなEU

では有害物質全廃の規制など、環境関連の規制
が次々に打ち出されていますし、今後は全世界
がその方向で動いていくことが確実です。
こうした状況を理解してもらい、各社でグリー

ン調達基準に沿った活動を推進してもらうため
に、2004年1月、国内サプライヤー約300社を
対象に、グリーン調達説明会を実施しました。」

どういう内容だったのでしょう。
「EUのRoHS指令（→P.6)に関する説明を
行ったほか、2004年12月までに有害物質全廃
に対応していただくこと、全廃計画書を提出し
ていただくことをお願いしました。
海外でも、当社の子会社の協力を得て、2004

年5月にフィリピン、韓国、中国で、国内と同様
の説明会を実施しています。」
サプライヤー各社の対応状況はどうですか。
「各社で取り組みが進んでいるようです。ただ
し、各社が単独で環境マネジメントシステムを構
築することは難しい場合もあります。このため、

当社は「FJEMS*」という簡易環境マネジメント
システムを構築するための支援を行っています。
取り組み状況は各社から定期的に報告しても

らっています。その結果を『SPRシステム*』で
評価し、部品調達先を選定するときの参考にし
ています。」

そのほかの取り組みについて教えてください。
「2004年度にPHOENIX*というシステムを
導入した結果、紙と保管スペースを大幅に節約
できました。業務もスピードアップしたので、
間接的に省エネに役立ったと思います。
あたりまえのようなことですが、わたしたち

事務部門のおもなインフラは電気なので、省エ
ネを心がけています。たとえばパソコンの節電
モードを活用したり、会議などで長時間席を離
れるときはパソコンの電源を切ったりしていま
す。冷暖房を適切に使うこと、昼休みの消灯な
どにも気を遣っています。こうした意識が社の
内外に浸透していけば、ごく自然に環境配慮型
製品を作ろうという気運が盛り上がるのではな
いでしょうか。」
環境方針を浸透させるために行っていること
はありますか。
「これは全社共通の取り組みになるのですが、
各部門で環境推進責任者と担当者を選出して、
最低年に4回以上、環境管理委員会に出席して
もらっています。ここでは実績と目標の説明を
行い、問題点を改善するための議論を行ってい
ます。委員会で話し合われた内容を各部門に伝
えてもらい、情報を共有化しています。このほか、
部門ごとに環境教育を立案・実施しています。」

環境への意識に加え、
情報を共有することも
大事だと思っています

■ グリーン調達推進組織の概要 ■ PHOENIXシステム ■ 当社のグリーン調達基準

●ローコスト調達統括部
海外支援室：
海外からのローコスト調達支援
ローコスト企画部：
ローコスト調達活動の企画、新規開発品の調達活動、
コスト管理
購買部：
●計画課
グリーン調達とりまとめ、取引先管理など
●第1購買課
開発試作品用材調達、グリーン調達実行、海外調達
●第2購買課
量産用材、加工外注品調達、海外拠点との取り引き

2004年に導入・運用を開始した購買基幹シ

ステム。Webをベースに帳票と書庫を電子化

して省資源・省スペースを実現。オーダーから

見積作成、データベース反映までの手続きを

スピードアップした。

富士通グループの取り

組みとして2001年に制

定された基準を当社で

も採用しています。詳

細は下記URLよりダウ

ンロードできます。

http://procurement.fujitsu.com/jp/green.html

グリーン調達説明会（国内：2004年1月、海外：同年5月）

部品サプライヤーから見積金額提示

素材の環境配慮状況、見積金額など
を比較して発注先を選ぶ

いよいよ発注

納入された部品の品質・素材をチェック

▼

▼

▼

frontech_0909.qx  04.9.13  10:27 AM  ページ12



製　造 

（MWh） 

1999 2000 2001 2002 2003
目標計 実績計 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

■ 購入電力量の推移

10 環境コミュニケーションブック

工場の中はどうなっていて、
どんなことをしているの？
国内、海外とも足並みを揃え、地球環境のために何をするべきか、
日々のものづくりにおいて考え、実践すること－－それが私たちの責任です。

「当社の製品は、ここ新潟工場で製造されてい
ます。第1工場では国内外から調達した部品の組
み立てから動作確認、梱包までを行います。第2
工場では、主として精密工作機械を使い、金型や
機械部品などを製作しています。製品を開発する
ときに作る試作機の部品は、ここで作っています。
最初に第1工場をご案内します。ここでは金

融・自動機、流通、表示といったシステム製品の
組み立てを行っています。」

中はよく整頓されていますね。それに、ものや人
の動きがあまり目立たないような気がします。
「わたしたちは1996年から『ものづくり革新
活動』をスタートさせ、2004年には全社でこの
活動に取り組むようになりました。その一環と
して、作業の効率化を図るため、製造ラインの
レイアウトを改善しました。
ものづくり革新活動はチーム単位で行い、そ

れぞれ効率アップなどの目標を設定して、取り
組んでいます。そうした取り組みが、環境の負荷
を減らすことにつながると考えています。」
具体的にはどういうことを意図されているので
しょうか。
「製造を効率化すればスペースと作業工数が
減ります。それによって照明や空調に使う電力
が減ります。実は、この工場では製造に使われ

る設備が消費する電力よりも、冷暖房や照明に
使われる電力のほうが多いのです。」
そういえば、ここに来るまでに温度計をたくさん
見かけました。これも環境への取り組みの一環な
のでしょうか。
「工場内の空調は、夏場は28度、冬場は20度
の標準温度になるよう管理しています。１度違
うだけで消費電力は10%変わります。この差は
かなり大きい。そこで、温度計を見て実感した
うえで、標準温度で管理できるよう、目にとま
りやすい場所に温度計を設置しているのです。」

ほかにも、社員の方全員に環境について意識し
てもらうために、普段から取り組んでいることはあ
りますか。
「こういうことは、日常のなかで繰り返し意識
して、一人ひとりが「自分も当事者」と思えるよ
うにすることが大事です。朝礼のときに環境目
標を唱和したり、各部門の持ち回りで『環境パト
ロール』を実施したりすることによって、社員全
員で取り組んでいるという意識を共有できるよ
うにしました。」
環境パトロールでは、どんなことをチェックして
いるのでしょうか。
「室温が正しく調整されているか、非常階段の
照明がつけっぱなしになっていないか、コンプ
レッサーのエア漏れがないかなどをチェックし
て、結果をチェックシートにまとめています。」

作業を効率化するために、
製造ラインのレイアウトを
見直しました

用語解説

有害化学物質の製造、輸送、使用、廃棄状

況を正しく把握・管理することによって、化学

物質や環境汚染物質がもたらす環境リスク

を削減することを目指した法律。2000年3月

から施行された。PRTRはPollutant Release

and Transfer Registerの略。

「資源を効率的に利用し、さらに資源の循

環システムを構築すること」－－持続可能な

社会を実現するため、国際連合大学が提唱し

た構想。富士通グループではこれを「排出さ

れる不要物を100％有効利用し、単純焼却や

埋め立て処分などをゼロにすること」と定義

し、取り組んでいる。

当社で消費するエネルギーの大半を占める、
電力の削減に取り組んでいます。【PRTR法】 【廃棄物ゼロエミッション】

社員全員の環境に対する意識を
高めることも大切です

ATMの組み立て
ライン

環境パトロール
で室温を確認

ガイド：二井達博
製造技術統括部長

「わたしたちの工場では、『ものづく
り革新活動』を通して、生産体制の
改善を継続的に推進しております。
地球の資源には限りがあります。わ
たしたちは常に、環境に配慮した生
産ラインの構築を目指しながら、お
客様のニーズに合った製品提供に努
めてまいります。具体的行動指針と
しては、「投入量」をいかに少なくす
るかを考えるようにしています。
たとえば、ATM100台を作るにあ
たって人的リソースの投入量を少な
くする方法は?、作業スペースが少
なくて済む仕掛り工夫は?といった
ことを常に考え、努力することが、
資源の有効活用につながる発想だと
思っております。」
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11環境コミュニケーションブック

ATMを組み立てる

これだけ多くのものを作っていると、ゴミもたく
さん出てくると思いますが、処理はどうしている
のでしょうか。
「ゴミを捨てるときに問題になるのは、どこに
何を捨てたらいいか分からなくなることです。
分別処理方法が明確になっていないと、時間と
労力のロスになりかねません。そこで、捨てる
段階で分別に迷わないよう、廃棄用ボックスに
は分別品目を明確に表示するようにしました。
これでずいぶん処理がやりやすくなったと思い
ます。」
第1工場では一般ゴミが多いようですが、第2工場
はどうでしょうか。
「第2工場では金型や部品を作っているため、
鉄やアルミなどの金属くずが多く発生していま
す。これらは分別してリサイクルに回しています。
工作機械で金属を加工するときは、油を使い

ます。ここでは油の緊急漏洩吸着マットを常備
して、万一の漏洩に備えています。また、排水溝
には油水分離槽が設置してあり、万が一油が漏
れた場合でも、工場外には流出・漏洩しないよう
になっています。」
薬剤などの特殊な物質についてはどうですか。
「部品に付着した酸やアルカリを薬剤で中和
したときの廃液と使用後の廃油については、『廃
液保管エリア』や『特別管理産業廃棄物置場』に
保管しておき、業者に処理を委託しています。
有害物質の場合は、
担当者を決め、鍵の
かかる場所で厳重に
管理しています。」

環境だけでなく、処理する人の
ことも考えて、対策を練ります

■ 廃棄物量の推移
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■ 指定化学物質排出量の推移
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■ ペーパーレス化の推進

（万枚） 
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化学物質管理の取り組み（PRTR*)について、
教えてください

装置の組み立て作業がメインになる第1工場
では、組み立ての終わったATMなどの製品表
面を清掃するさい、指定物質のシンナー類が
使われていました。これを順次アルコール系
のものに切り替えてきました。
第2工場では、部品の製造過程や洗浄で使わ
れる薬剤と塗装を、代替物質に切り替える取
り組みを進めています。部品や金型を他の企
業に提供するにあたって、こうした取り組み
をお客様と連携して行っています。

ほかにも何か、社内で取り組んでいることは
ありますか？

「廃棄物ゼロエミッション*」の取り組み対象
に工場で発生する浄化槽汚泥（し尿など）の
処理も加わり、バクテリアを使ってリサイク
ル処理が可能な物質に分解する試みが始めら
れました。2004年度中には汚泥をすべてこ
の方式で分解し、ゼロエミッションを達成す
る計画です。

各フロアにあるリラックススペースには、
品目別のゴミ箱が並ぶ

製造ラインで発生する廃棄物は、
分別品目ごとにまとめて処理

油のある場所には、必ず漏洩対策キットを
置いている

油水分離槽。排水中の油分をここで取り除く

2004年度内のゼロエミッションの達成を目
標に活動しています

PRTR法の対象とされている化学物質の排出量
削減に取り組んでいます。製品の洗浄に使用して
いたシンナー類を順次、代替物質に切り替えます。

各種書類の電子化やイントラネットによる
ウェブ閲覧を推進して、用紙購入量の削減に
取り組んでいます。

特別管理産業廃棄物置場
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■ 梱包材のリサイクル

12 環境コミュニケーションブック

製品を運ぶときも、環境のことを
考えなくてはいけないの？
主役ではないけれど、製品をお客様に届けるためには欠かすことのできないもの－－。
梱包と輸送の現場にも、環境に働きかけられることがたくさんありました。

「ここからは、完成して検査の終わった製品を
梱包して、発送するまでをご紹介します。
製品はまず、所定のス

ペースに集められます。
それぞれの製品に適した
方法で梱包を行ったあと、
必要な数を出荷場に運び
ます。製品はここで順次
トラックに積み込まれ
て、各地に運ばれます。」
かなりあっさりした梱包ですね。
「精密機械にしては、梱包が簡単と思われるか
もしれませんね。以前でしたら、こうした製品は
頑丈な箱でしっかり保護されていました。国内
や海外へ船で輸送する場合は、船の揺れや荷の
積み下ろしがあるので、いまも保護用の外箱を
使っていますが、車で輸送するものは、すべてこ
うした簡単な包装で済ませています。そのため、
トラックの中には繰り返し使うことのできる緩
衝材を置いています。」
梱包方法はどのようにして決めているのですか。
「どこをどう保護するべきかという問題もある
ので、設計部門と協議し、製品のあらゆる部分の
強度を確認しながら梱包方法を決めています。
必要な箇所だけしっかり保護し、あとは最小限
の梱包材で済ます、という考え方が基本です。」

工場から出て行く製品だけでなく、入ってくる
部品も包装されていますね。それについてはどう
対応しているのですか。
「部品を開梱したあとに残るダンボールや発泡
スチロールは、かさばるし分別にも手間がかか
ります。部品は国内外から運ばれてきますし、

大きさや形、素材もいろいろです。当社では、こ
うした箱はできるだけ発送元に送り返し、『通い
箱』（かよいばこ）として再利用してもらうよう
お願いしています。
ただし、船便用の木枠では害虫駆除のため薫

蒸（くんじょう）が必要になるなど、再利用する
ためにはコストの問題も無視できません。そこ
で、木枠のかわりに薫蒸の必要がない素材の箱
を検討しています。このほか、製品用の梱包で
もリサイクル性を考慮して、緩衝材をダンボー
ルと発泡スチロールを接着剤で貼り付けたもの
から接着剤を使わないものに切り替えていま
す。関係部門からも協力をいただき、知恵を出
し合っています。」
新しいものに切り替えていくには、コストもかか
りますね。
「確かにそうですね。でも、コストについては
環境のことなども考えながら、長い目で見てい
くことも必要だと思っています。」

製品の梱包は、省スペース型の
シンプルなものに変わってきました

部品のやり取りに使う箱は、
繰り返し使います

現在、接着剤を使わない、分別が簡単な緩衝材を開発しています。ダンボールと発泡スチロー

ルをパズルのように組み合わせます。

■ 最近の取り組み―新しい緩衝材の開発

出荷待ちの梱包済みATM

組み立て後組み立て前ATM内蔵メカユニット用の通い箱（海外工場との輸送用）

物流という側面で、海外向けに
取り組んでいることはありますか？

最近の大きな動きといえば、韓国のリサイク
ル法改正でしょう。韓国では「商品材質別包
装法基準」で、商品の包装について細かな基準
を定めています。2004年1月1日以降、韓国
に製品を輸出する場合は、製品だけでなく梱
包材にも素材表示を添付することになりま
した。素材表示のない製品には直ちに300万
ウォン（30万円）の罰金が課せられます。こう
した動きは、これからも広がっていくでしょう。

韓国向け製品の梱包材

ガイド：吉田 耕一郎
生産管理統括部
物流管理部長

「物流工程では、梱包をどう工夫す
るかが環境対応のカギになります。
省スペース、廃棄物や運送コスト、
二酸化炭素排出量の削減など、いろ
いろな問題の解決につながっている
ので、関係部門に協力をいただいて
アイデアを出し合い、環境にやさし
い梱包・輸送を推進しています。」
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製品の使用・リサイクル 

13環境コミュニケーションブック

製品がお客様に届いた後の環境負荷としては、下記が考えられます。

当社では製品の省資源・省エネルギー化を通して、ライフサイクルにおけるCO2排出
量削減を行っています。メンテナンスなどのサポート体制を充実させて製品の使用年
数を延ばすとともに、リサイクル体制を構築して、環境負荷低減に取り組んでいます。

使用ステージ

製品がお客様に届いた後の環境負荷にも、目を配ります。

出荷した時点で、環境への
取り組みも終わるのですか？
使用中に排出される二酸化炭素の量も、無視することはできません。
循環型社会の実現にあたっては、リサイクルシステムを充実させることも必要です。

2000年6月2日に交付された「循環型社会形成推進基本法」では、資源の循環を推
進するために、Reduce（省資源）、Reuse（部品の再利用）、Recycle（資源の再利用）
の3点に取り組むことが提唱されました。当社の製品は、おもに富士通リサイクルシ
ステム（FRS）でリサイクル処理しています。
海外に出荷された製品については、「富士通グループ第4期環境行動計画」にした

がって、今後グループ全体で製品リサイクルシステムの構築に取り組んでいきます。

使用済廃棄製品の 
引き取り依頼 

費用見積、 
リサイクル契約 

回収 中間処理 素材に還元 再利用 

■使用済み製品の引き取りから再利用までの流れ

■製品使用中の消費電力

■ライフサイクルにおけるCO2排出量

■製品：自動取引装置 

待機時 57.9% 
削減 

新機種 
42.1%

動作時 62.0% 
削減 

新機種 
38.0%

富士通首都圏綾瀬 
リサイクルセンター 

富士通首都圏相模原 
リサイクルセンター 

富士通 
九州リサイクルセンター 

富士通 
中部リサイクルセンター 

富士通 
西日本リサイクルセンター 

富士通 
東日本リサイクルセンター 

リサイクルステージ

循環型社会を実現するために、資源の循環・再利用に取り組んでいます

・梱包材の廃棄およびリサイクル
・使用中の消費電力
・バッテリー、インクリボン、紙など消耗品

・使用済製品の回収
・リサイクル加工
・廃棄（焼却、埋め立て）

■製品：ＰＯＳ端末 

CO2 
排出量 

54.7% 
削減 

新機種 
45.3%

LCA比較（CO2排出量）

旧機種 新機種
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目標と実績 

（1）富士通グループとしての 
取組み強化 
 

（2）環境マネジメントシステムの 
維持・向上 

富士通第3期行動計画の指針を共
有し、フロンテック版行動計画を策定・
展開する 
ISO14001のマネジメントシステムを
継続的に改善 

 
 
 
 
 

製品開発 
・新規開発のすべての製品を 
2003年度末までにグリーン 
製品として提供する。 
　 

 
 
 
 
 

無鉛はんだ 
・社内で製造する製品の 
鉛はんだを2003年度末までに 
全廃 
　
 

 
 
（２）グリーン調達 
 
 

製品用部品・材料について、 
グリーン部材の調達比率を、 
2003年度末までに、 
調達金額の99%以上達成

 

 
 
 
（３）製品リサイクル 
 
 

 
回収した使用済み製品の 
リサイクルシステムを、 
2003年度末までに確立 
 

 

（1）省エネルギー対策 
　 （地球温暖化対策） 
 
 

単位売上高当たりのエネルギー（電力、
油、ガス）使用量を、2003年度末までに、
1990年度実績比で25%削減 
【売上高当たりの使用量実績：6.6k  /億円】

 
 

 
 
（２）廃棄物ゼロエミッション 
 
 

 

廃棄物量を2003年度末までに 
1998年度比で60％削減

 
 

 
 
 
（３）化学物質の排出量削減 
 
 

 
重点化学物質の排出量を、 
2003年度末までに、 
1998年度実績比で30%削減 
 

第3期環境行動計画 

テーマ 取り組み項目 取り組み事項・目標（2001年～2003年） 

（1）グリーン製品 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
環境負荷削減強化
によるグリーンファ
クトリーの推進  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

環境に配慮した 
開発・設計   
 

 

環境マネジメント  
の強化   
 

 

エネルギー使用量 水使用量［トン］ 化学物質 
取扱量［kg］ 購入電力［MWh］ A重油［k  ］ 灯油［k  ］ 軽油［k  ］ LPG［千ｍ3］ 都市ガス［千ｍ3］ 水道水 地下水  

3,995 0.0 0.0 0.1 7.4 0.0 16,226 0 － 
6,287 19.0 2.2 0.0 5.9 4.4 30,636 19,003 49.4 
10,282 19.0 2.2 0.1 13.3 4.4 46,862 19,003 49.4 

エネルギー消費に伴うCO2排出量［トン-CO2］ 水質・排水量 廃棄物［トン］ 化学物質 
排出量［kg］ 購入電力 A重油 灯油 軽油 LPG 都市ガス 水質 排水量［トン］ 循環資源量 焼却処分量 埋立処分量  

1,625.9 0.0 0.0 0.2 46.3 0.0 ○* 16,226.0 49.4 0.0 3.5 － 
2,559.0 56.0 5.5 0.0 36.3 10.4 ○* 45,768.0 665.9 126.0 10.7 28.6 
4,184.9 56.0 5.5 0.2 82.6 10.4 ○* 61,994.0 715.3 126.0 14.2 28.6合　計 

新　潟 
本社・東京  

アウトプット   

工場 

 

合　計 
新　潟 
本社・東京 

インプット  

工場 

 

14 環境コミュニケーションブック

目標と実績
富士通グループの一員として、富士通の行動計画にもとづき、
環境対応のための目標を設定、取り組みを行っています。

「第3期富士通環境行動計画」では、環境配慮に関
する取り組みとして環境マネジメント製品の開発・
設計および工場での生産、というテーマが設定され
ました。当社では11の項目を設定して自己評価を行
い、そのうち8項目について目標を達成しました。な
かでも次の項目では、大きな成果をあげることがで
きました。

（1）グリーン製品化
新規に開発するすべての製品をグリーン製品（環
境強化型製品）化しました。

（2）省エネルギー対策
1年前倒しで目標を達成するなど、目標を大きく
上回る成果をあげました。

（3）廃棄物削減
当初の目標を達成し、2004年度上期にはゼロ
エミッション化達成を見込んでいます。

（1）指定有害物質の全廃
鉛はんだをはじめ、現在製品に含まれている指定
有害物質の全廃を、今後の最重要課題に据えます。
委員会活動の強化、環境関連データベースの構築
などに取り組み、目標達成をめざします。

（2）グリーン調達率の向上
サプライヤーとの連携強化を図り、グリーン調達
率100％をめざします。海外サプライヤーから
購入する部材についても、国内と同様にグリーン
調達率の向上を図ります。

■ 環境パフォーマンスデータ（1）

■ 2003年度の取り組みを総括して

■未達成項目と今後の課題

■2003年度の目標と実績

*：法基準、自主基準値以内
（詳細は右ページの表を参照）
当社で扱う化学物質は、総量が微量のため
PRTR法管理の対象外ですが、新潟工場では
PRTR法に準拠し管理しています。管理物質
の総量は100kg以下です。
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・
富士通各専門委員会との 
連携を強化 
 
ISO14001のマネジメントシステムの
改善と外部審査での向上評価取得 

連携強化を図るため、新たに3つの
専門委員会を設立・運用。 
 
国内2拠点にて外部審査を受査し「向
上」を取得。 

○ 
 
 
○ 
 

2003年度末までに新規設計する 
製品はすべてグリーン製品とする。 
 
クロムフリー鋼板の採用 
 

 
新規開発の76%をグリーン製品化 
 
製品のクロムフリー鋼板を採用 
 

 
○ 
 
○ 
 

 
2003年度の無鉛はんだ適用を 
10％とする。 
（※PT板ユニットのみ） 
 

 

無鉛はんだ適用率2.3％ 
（※PT板ユニットのみ）

 
 

 

 
 
△ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
グリーン調達率99％以上 
 
 

 
 
グリーン調達率97.5％ 
 
 

 
 
△ 
 
 

 
製品リサイクルシステムの確立 
※富士通OEM製品、自主ビジネス 
　製品の両方で確立する。 
 

富士通OEM製品 
・富士通リサイクルシステムにて確立 
 
自主ビジネス製品 
・製品リサイクル業者との契約完了 

 
○ 
 

○
 
 

 

 
1990年度比で25％削減 
【売上高当たりの使用量実績：6.6k  /億円】 
 
 

 

1990年度比で59.2％削減 
【売上高当たりの使用量実績：2.7k  /億円】 
 

 

 
 
○ 
 
 

 
廃棄物量を 
1998年度比で60％削減 

 
 

 
廃棄物量を、 
1998年度比で64.4％削減 
 
 

 
 
○ 
 
 

 
 
 
 
 

 
化学物質の排出量を、 
2003年度末までに、 

　1998年度実績比で30%削減 

 

 

化学物質の排出量を、 
1998年実績比で93.0％削減 
 
 

 
 
○ 
 
 

 

第4期環境行動計画 計画と進捗状況 

 目標（2003年度） 実績（2003年度） 評価 計画（2004～2006年度） 

 
エネルギー消費CO2を、2006年度末までに、 
2000年度実績比で15%削減 
 

2004年度末までに廃棄物ゼロエミッション達成。 
廃棄物発生量を、2006年度末までに、 
2003年度実績比で3％削減 

富士通グループ全社統合化 
海外工場のサステインおよび認証取得 
 

環境配慮でトップに立つ要素を持つスーパーグリーン
製品を、2005年度末までに提供する。 
2004年度から新規開発製品はすべてグリーン製品とし
て提供する。 
全ての製品に含有する富士通グループ指定有害物質
を2005年度末までに全廃する。2005年1月以降新規出
荷するEU向け製品はRoHS指令指定有害物質を全廃
する。 
（※鉛はんだ含む、特別管理品は除く） 

 
環境マネジメントシステム（EMS）が構築された 
取引先からの調達比率を、 
2006年度末までに100％とする 
 

 
　富士通グループで、2004年度末までに欧州、2006年度
　末までに北米、アジアでリサイクルシステムを構築。 
 

15環境コミュニケーションブック

■ 環境パフォーマンスデータ（2）

東京工場 ー 水質

項目 測定値 法基準 自主基準 
ＰＨ 7.3 5.8～8.6 5.9～8.5 

生物化学的酸素要求量（BOD） 5.8 160 54 
浮遊物質量（SS） 26 200 45 
n-ヘキサン抽出物質 ＜2 5 2.5 

溶解性鉄 ＜1 10 5 
銅 ＜0.3 3 1 
ふっ素 ＜0.8 8 -- 
ほう素 ＜1 10 -- 
亜鉛 ＜0.5 5 2.5 

溶解性マンガン 1 10 5 
全クロム ＜0.2 2 1 

大腸菌群数〔個/ｍ  〕 ＜30 3000 1500

項目 測定値 法基準 自主基準 
PH 6.1 5.8～8.6 6.0～8.4 

生物化学的酸素要求量（BOD） 6.5 160 81.3 
フェノール ＜0.05 5 2.53 

溶解性マンガン ＜0.1 10 5.1 
全クロム ＜0.05 2 1.03 
ふっ素 ＜1 15 4.5 

鉛および化合物 ＜0.02 0.1 0.06 
砒素 ＜0.01 0.1 0.06 
全窒素 4.6 120 78 

ポリ塩化ビフェニル ＜0.0005 0.003 -- 
チウラム ＜0.006 0.06 0.033 
ほう素 ＜0.2 10 --

凡例　○：目標達成　△目標未達成

単位：［mg/ ］ 新潟工場 ー 水質 単位：［mg/ ］
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環境会計・社会貢献・環境コミュニケーション 

（1）減価償却費方法
耐用年数5年の定額法により、費用に含めています。

（2）複合コストの計上基準
環境省の「環境会計ガイドライン2002年度版」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。

（1）算定対象とした効果
環境保全に関わる実質的効果および推定的効果（リスク回避効果、
みなし効果）を対象にしています。

（2）投資効果の計上期間
実質的効果については、投資の減価償却期間（5年）と整合させて
います。推定的効果については、その年度内に完結するもの以外
は、効果の計上期間を12か月としています。

費用合計は約1億4,500万円、効果合計は約1億5,300万円でした。
費用対効果は、105.5%となりました。概要は以下のとおりです。
（1）環境コスト

2003年度は環境管理センターの新設に始まり、グリーン調達や
製品有害物質全廃に向けた委員会を立ち上げ、製品にかかわる環
境法規制遵守やそのための環境対応に人員をシフトしました。そ
の結果、カテゴリーとしてはコスト増加となりました。

（2）効果
グリーン製品の研究開発を加速したことにより、環境配慮型製品
の出荷量が増加、売上高で前年比312%の伸長となりました。

費用 111,544 90,985 144,948

効果 102,771 129,555 153,385

 

事業エリア内コスト
 

 

公害防止コスト 大気汚染防止、水質汚濁防止などのためのコスト 26,627 

地球環境保全コスト 省エネルギー対策、温暖化防止などのためのコスト 12,922 

資源循環コスト 廃棄物処理、減量化などのためのコスト、および資源の効率的利用のためのコスト 53,817 

上・下流コスト 
 

生産・サービス活動に伴って上流または下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト
（廃製品・包装などのリサイクル・リユーズおよびグリーン調達コストなど） 

3,604 
 

管理活動コスト 
 

管理活動における環境保全コスト 
（環境推進活動人件費、ＩＳＯ１４００１認証取得・維持コスト、環境負荷測定コストなど） 

33,025 
 

研究開発・ソリューション 

ビジネスコスト 

 

研究開発活動における環境保全コストおよび環境ソリューションビジネスに関わるコス
ト（グリーン製品・環境対応技術の設計・開発コスト・環境関連ソリューションビジネスコ
スト） 

 
14,799 

社会活動コスト
 

 

社会活動における環境保全コスト 
（緑化の推進、環境報告書作成、環境広告などのコスト） 

153
 

  

環境損傷コスト 
 

 

環境損傷に対応するコスト 
（土壌、地下水汚染などの修復のコスト、環境保全に関わる補償金など） 

0
 

  

合　　　　計 144,948

費
　
　
用 

 

 
事業エリア内効果  

 

公害防止効果 
 

法規制不遵守による事業所操業ロス回避額、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 

57,290
 

 
地球環境保全効果 電力、油、ガスなどの使用量減に伴う費用削減額 3,687 

資源循環効果 廃棄物減量化、有効利用による削減額など 6,475 

上・下流効果 廃製品リサイクルなどによる有価品・リユーズ品の売却額 283 

管理活動効果 ＩＳＯ１４００１構築による効率化、従業員などの社内教育効果 21,671 

研究開発・ソリューションビジネス効果 グリーン製品・環境配慮型製品・環境関連ソリューションビジネスの販売貢献額 63,980 

社会活動効果 環境広報活動による企業イメージアップ貢献額 0 

環境損傷未然防止効果 土壌、地下水汚染対策による住民補償などの回避額 0 

合　　　　計 153,385

効
　
　
　
果 

金　額 範　囲 項　目 

16 環境コミュニケーションブック

環境会計
当社では富士通グループ「環境会計ガイドライン」に基づいて
環境保全に関わる費用と効果を定量的に把握し、環境投資と効果を評価しています。

■環境保全コストの算出基準

単位：千円

単位：千円■ 2003年度 環境会計実績

■ 費用と効果の推移

■環境会計の費用対効果

■環境保全効果の算定基準

2001年度 2002年度 2003年度

※富士通グループの「環境会計ガイドライン」に沿って検証された値です。
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2003年5月11日に「連合西蒲・燕地域協議会」主催の田植えに参加
した当社社員のスナップ写真です。毎年行なわれている本イベントも
今回で7回目を数えました。2003年度は国連世界食糧計画東京事務
所を通じて、カンボジアへ米4,710kgを送りました。

当社では、ボランティア活動を支援するため、有給休暇とは別に、積
立て休暇の制度があります。生産管理統括部の関崎則夫さんは、2度
の海外ボランティアを経験しているベテランで、インドネシアで行わ
れた「子供の森 植林活動」に参加しました。「子供たちとの出会い、感
動、そして涙」の経験は、関崎さんにとって忘れられない思い出のひと
つだそうです。

ビジネス推進統括部の増田稔さんは、植物や自然環境・生態系に関
する正しい知識を広めるため、グリーンセイバー検定に挑戦し見事合
格。地域の学校で総合学習を支援しています。授業の感想をまとめた
冊子は、増田さんの宝物です。また「世界の美しいものを残したいと」
いう思いから、『風土の恵み』というwebサイトを立ち上げ、メッセー
ジを送り続けています。
http://www.asahi-net.or.jp/~bd8m-msd/index.html

17環境コミュニケーションブック

社会貢献

環境コミュニケーション
当社が行っている環境情報開示の取り組みをご紹介します。

■工場周辺地域の美化清掃（環境月間中） ■海外ボランティア

部品やユニットを提供しているサプライヤー各社とのコミュニケー
ションを活発化して、環境負荷削減への協力をお願いしています。
2004年度には海外サプライヤーとの協力関係も強化していきます。

2003年度の「環境管理センター」発足を機に、2004年度から環境
報告書の発行を開始しました。当社の環境活動を記録するとともに、
ステークホルダーへの情報開示にも積極的に取り組みます。

当社のグリーン製品の包装、およびカタログに
は、富士通グループ独自の環境ラベルである「環
境シンボルマーク」をつけています。

2004年3月11日から12日
まで開催された「富士通フロン
テック総合展示会」で「環境コー
ナー」を設け、当社の環境への取
り組みや当社のグリーン製品に
ついて、多数のお客様とコミュ
ニケーションを図ることができ
ました。

■ 環境管理センター
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地
電話：042-377-2614 FAX：042-378-5672
http://www.frontech.fujitsu.com

■サプライヤーとのコミュニケーション強化

■環境報告書の発行

■環境ラベルによる情報開示

■展示会への出展

■お問い合わせ先

■国内ボランティア

■アジア・アフリカ救援のための米作運動

東京工場 東京工場

新潟工場 新潟工場

※2004年1月、国内グリーン調達説明会を開催。2004年5月、海外グリーン調達説明会を開催。

環境シンボルマーク

▲
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富士通フロンテック株式会社
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地

http://www.frontech.fujitsu.com/

サステナブルな社会を支える、ヒューマンインタフェースのNEXTへ




