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2004年度に生まれた、"環境配慮型製品"

手のひら静脈認証装置 

筐体の一部に再生プラスチックを
採用。 

モバイルパケットイメージャー 

RFIDによる物品管理機
能を付加。タグの複数同
時読み取りにより、作業
負荷の軽減と時間短縮
を可能にしました。 

PDAタイプモバイルハンディ 

バイブレーション機能により騒音環
境でも確実に情報伝達可能になり
ました。自動節電機能を内蔵し省エ
ネ性が向上しています。 

B-STOREPOWER/M

無線LAN端末でその場でカード決
済が可能。再生容易／再生可能プ
ラスチック使用率100％を実現し
ました。 

紙幣鑑別ユニット 紙幣入金/リサイクルモジュール 

紙幣鑑別のグローバル化対応。従来
機比で重量4.2％、部品点数19％、
待機電力6.7％を削減しました。 

キャッシュディスペンサ 

フロントパネルなどに再生プラスチッ
クを採用したCD機。 

Lobby type、TTW typeを共通要
素で実現し海外ATMに順応。製品
重量を従来機比25％削減しました。 

着順制御システム 

競馬場向け決勝審判員用入力操作卓。
従来機比で重量20%、部品点数
5%を削減し省資源化を推進してい
ます。 

入退室機器 

筐体の一部に再生プラスチックを
採用。操作部と制御部を一体型とし、
設置やシステム構成が簡単になり
ました。 

当社で2004年度に開発された製品は100％環境配慮型製品です。 
省エネ、省資源、リサイクル等の厳しい環境社内規定をクリアしたものだけが 
環境配慮型製品として認定されます。 

液晶ユニット 

フィールドシーケンシャル方式のLCD。
従来製品と同等の消費電力で面内
単色カラーから面内8色カラーに
表示性能をアップしています。 

富士通フロンテック　環境配慮型製品の紹介 



タクシー専用クレジット決済
端末。小型、低コスト・省エネ
化を実現。動作時電力を
25%削減しました。 

決済パッド 

2004年度に生まれた、"環境配慮型製品"

■編集にあたって
富士通フロンテックは次世代ユビキタスネットワーク社会

の実現に向けて最先端の技術で人とITをつなげる製品・サービ

スを提供しています。本書は、「人」と「環境」を軸にし、も

のづくりとサービスのあらゆる領域において、環境改善に積

極的に取り組む姿を「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。

■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タマサービス株式会社を

対象範囲としています。

なお、富士通フロンテック東京工場データ中に、北海道支

店、関越支店、関西支店のデータが含まれます。

■対象期間
本報告書に記載したデータは、2004年度の富士通フロンテッ

クの環境活動の実績値です。ただし、一部には2005年7月までの

考え方や取り組み、活動データなどを含んでいます。

■コミュニケーション（編集後記）
皆様とのコミュニケーションにより環境経営報告書の第二

版を発行することができました。

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努めてま

いります。

発行 2005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

ものづくりの舞台裏、そのすべてを地球環境にやさしいものへ。

STAGE 1. 設計

STAGE 2. 調達

STAGE 3. 製造

STAGE 4. 物流

STAGE 5. 製品使用

目標と実績

製品リサイクル／環境会計

社会貢献／環境コミュニケーション
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C O N T E N T S
1. 環境保全活動の基本方針
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て
います。
持てるテクノロジーと創造力を活かし、社会の持
続可能な発展に従業員一人ひとりが積極的に貢献し
ていきます。

2. コンプライアンス
当社のCSRは「FTECコンプライアンス指針」にお
いて行動指針および基準を定めています。
環境保全活動においても同様に、同指針を基本に
推進し、国内外の法的基準のすべてを遵守すること
を定めております。

3. 環境教育
環境保全活動に関する環境方針、目的、目標をは
じめ社会的責任を含めｅ-ラーニング方式を採用し徹
底した教育を推進しています。
当然ながら当社社員のみならず同じ事業所エリア
内の関係会社でも同様に教育を推進しています。

4. 顧客・消費者
製品開発は、”環境配慮型製品”を基本としており、
社内では「グリーン製品」と呼び、省エネ、省資源お
よびリサイクルなどを十分考慮した厳しいグリーン
製品規定をクリアしなければなりません。また、植
物性プラスチックの採用などスーパーグリーン製品
の開発を積極的に進め地球温暖化対策、CO2削減
などの社会的責務を果たすため高度な製品開発に
チャレンジしています。

5. 情報公開
ホームページ上で環境方針や目的、目標からパ
フォーマンスデータ、社会貢献などの各種活動内容
について情報を適時公開しております。
なお、年に1回「環境経営報告書」として冊子を発
行し、お客様はじめ一般の方々へ配布しております。

6. 社会貢献活動
全員参画でマレーシア・エコ・フォレストパークの
海外植林を推進しています。2004年度までに第3期
を完了し、2005年度には第4期を計画し推進してい
ます。
この活動は、富士通グループの一員として参画し
ているもので、今後も継続し、国内の貢献活動のみ
ならず海外への社会貢献活動も積極的に推進してい
ます。

7. グループ連携
環境保全活動は富士通グループの一員としてグル
ープガバナンスを基本に推進しております。さらに
当社の独自性を加味しながら幅広い環境保全活動か
ら、より質の高いCSRを果たすべく推進しています。

＊CSR：企業の社会的責任

環境保全活動のＣＳＲ＊



■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
大宮ソリューションセンター
〒330-6021 埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル（ランドアクシスタワー）21階

■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
株式会社富士通フロンテックシステムズ
FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES
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（連結）
（百万円） 
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近年の企業を取り巻く世の中の激しい変化

に対し、私たちは適切に対応し、健全な企業

行動をとる必要があります。そのためには、従

業員一人ひとりの適切な判断と行動こそが鍵

となるでしょう。このことを踏まえ、富士通フロ

ンテックでは、平成15年に「FTECコンプライア

ンス指針」を制定し、人権の尊重、法令の遵

守、機密保持・知的財産の保護、誠実・公正な

行動、公正取引、情報公開、品質と安全の確

保、そして地球環境の保全と社会貢献につい

て「行動基準」を定めています。

「行動基準」では地球環境の保全と社会貢献

について以下の3つを掲げています。

1：当社の環境方針を遵守し、ものづ

くりとサービスのあらゆる領域にお

いて、環境改善に積極的に取り組

みます。

2：循環型社会を実現するため、

すべての事業活動（調達、開

発、生産、サービスなど）にお

いて一人ひとりが環境に配

慮した行動をとります。

3：地域社会との密接な連

携と協調を図るとともに、

公私においてモラルのある行動をとります。

私たち一人ひとりが、これらの「行動基準」

を遵守することが自己の責任であることを強

く認識し、積極的に行動することはもちろん、

すべての活動においてコンプライアンスと健

全な企業行動を基に、企業価値を向上させ、

ステークホルダーの皆様の期待に応えてまい

ります。

また、当社グループは、「最先端の技術で人

とITをつなぐ製品やサービスの提供」をコンセ

プトに、ユビキタス社会のニーズに応える高

い品質のプロダクトと、きめ細かなソリュー

ションの提供により、広く社会の発展に貢献

する事業活動を行っております。

生産活動においては、トヨタ生産方式を取

り入れた「ものづくり革新活動」を強力に推

進し、コストダウンと生産効率の改善を加速

するほか、製品製造段階でのCO2削減にも貢

献しています。また、地球環境問題への貢献

を重要課題ととらえ、環境配慮型製品の開

発・製造を継続・推進いたします。

環境と共生できる未来社会のために、私た

ちはこれらに示した行動指針を貫き、より進

歩した企業活動を行ってまいります。

従業員一人ひとりの意識強化によって、
環境問題へ貢献します。

環境と共生する企業活動は、
未来を生きる私たちのスタンダードです。
最先端の技術と、環境への配慮は常に一体です。
誰もが安心して使える製品づくりは、「社会のために、私たちができること」を
求め続ける企業姿勢から生まれます。

3 環境コミュニケーションブック

代表取締役社長



■ 環境経営委員会

グリーンプロダクト委員会 

グリーン調達委員会 

有害物質全廃委員会 

廃棄物・削減委員会 

省エネ委員会 

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 

環境専門委員会 

環境経営委員会 

■ 従業員数の推移（連結）
（人） 

（年度） 
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従業員に配布している
コンプライアンス指針

当社は事業の再編により、ハードの開発・製

造主体のビジネスにソフトウェア事業を加え、

システム開発からサービス業務まで一貫して

運営できる新体制を構築いたしました。この

新体制のもと、新たなソフトウェア開発パワー

によってソリューション力を強化し、「ユビキ

タス社会の実現に貢献できる商品」の提供を

目指すとともに、環境マネジメントシステム

においても、新たなソフトウェア事業を含め

て環境負荷の改善に取り組んでまいります。

2004年度から富士通グループ第4期環境行

動計画がスタートし、当社もこの行動計画に

沿って、積極的な環境改善活動を推進していま

す。このなかで、2004年度目標の「富士通グ

ループ統合ISO14001」について、富士通グルー

プとして認証を取得することができました。

（当社は1998年にISO14001認証取得。このたび、

第4期環境行動計画に基づき、あらためてグ

ループ統合ISO認証を取得いたしました）。こ

れにより、富士通グループガバナンスが強化

され、グループ一体となった効率的管理が可

能になりました。今後はグローバルな観点か

ら管理の効率化を行い、海外拠点を含めた統

合認証の取得を目指します。一方、廃棄物ゼロ

エミッションについても、2004年度に目標達

成いたしました。

こうした成果を踏まえ、よりよい社会の形成、

並びに地球環境保全への貢献のため、2005年

度は、グリーン調達、スーパーグリーン製品

（環境配慮トップ型製品）の開発、製品有害物

質全廃活動、地球温暖化防止、グリーンファ

クトリー（廃棄物発生量の削減）の活動を継続

し、推進してまいります。

当社はこれらの活動により、年々増加する課

題を的確に捉え対応し、人にも環境にもやさ

しい企業活動、製品、サービスを提供い

たします。同時に、第4期環境行

動計画のコンセプトであるサス

テナブル経営の確立、グループ

ガバナンスの確立、並びにお客

様起点のグリーンプロダクト

の提供を図り、幅広くステー

クホルダーの皆様に対する

責任を果たしてまいり

ます。

さらにグローバルな観点から、
グループ一体での環境負荷改善に注力します。

4環境コミュニケーションブック

■ 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。

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。

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一人ひ
とりが環境保全に努める。

1 グリーン調達の推進

2 製品環境対策の推進
（指定有害物質の全廃、スーパーグリーン製品の創出）

3 地球温暖化防止
（エネルギー消費CO2の削減）

4 グリーンファクトリーの推進
（廃棄物発生量の削減）

富士通フロンテック環境方針
理念 行動指針 重点テーマ

常務取締役
（環境経営委員長）



ものづくりの舞台裏、そのすべてを地球環境にやさ
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物流の問題に、どんな取り組みをしていくのか。

わたしたちにも関わってくる問題ですので見てみ

ましょう。 

包む、運ぶ 

物流ステージ 

Eco Tour

ものづくりの原点は素材です。その素材の生い立

ちを見直しています。製品のライフサイクルにお

いて安全を確認するために、部品一点一点をどの

ように見つめているのでしょうか。 

集める、吟味する 

調達ステージ 

「ものづくり」における環境保全への取り組みはど

のようなものか。部材の受入れから製品の梱包・

出荷まで、すべての工程をターゲットに国内外の

工場でグローバルに展開する。「ものづくり」の

トップランナーを目指した人たちの抜本的意識改

革がここにあります。 

作る、組み立てる 

製造ステージ 

私たちのものづくりの活動は、すべての工程が関連し循環しています。だからこそ活動のすべてが、美しい自然環境
の循環のように地球にやさしいものでなければなりません。「設計」「調達」「製造」「物流」「製品の使用・リサイ
クル」、ふだんあまり目に触れることのないものづくりの舞台裏を5つのステージに分けてご紹介していきます。 

■ 事業活動のマテリアルバランス

開発・設計 調　　達 製　　造 

 
●製品素材 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2 15,752トン ●水  14,665トン 

●エネルギー   
 購入電力 4,206MWh 
 軽油 0.04k   
 LPG 8.1千m3

●大気排出 
 CO2 1,761.8トン 

●排水 14,665トン ●廃棄物 
 総排出量 93.2トン 
 ・マテリアルリサイクル量 63.2トン 
 ・サーマルリサイクル量 26.6トン 
 ・廃棄処分量 3.4トン 

 
●原材料 
　金属 151.0トン 
　プラスチック 9.6トン 

●エネルギー 購入電力 6,560MWh 
 灯油 2.6k   
 ＬＰＧ 5.9千ｍ3 
 都市ガス 3.6千ｍ3●水 56,523トン 

●廃棄物 
　総排出量 652.4トン 
　・マテリアルリサイクル量 515.2トン 
　・サーマルリサイクル量 111.5トン 
　・廃棄処分量 25.7トン 

 
 ●大気排出 
　CO2　2,720.4トン 

●排水 54,159トン 

5 環境コミュニケーションブック



しいものへ。 

P13

P6

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のでしょうか。 

使う、再利用する 

製品使用ステージ 

環境にやさしい製品を考える。やさしさは機能の

一部であり、お客様を満足させることができるで

しょう。この機能を実現するために、ここではどの

ような取り組みが行われたのか、見ていきましょう。 

創る、描く 

設計ステージ 

■ 本社・東京工場（東京都稲城市）

登録範囲：通信システム、情報システムおよび電子システムの
製造・販売並びにこれらに関するサービスの提供

登録番号：EC98J2005
登 録 日：1995年9月12日
有効期限：2006年5月14日

■ 新潟工場（新潟県西蒲原郡吉田町）

物流・販売 使　　用 回収・ 
リサイクル 

 
●エネルギー 
　燃料（軽油） 559k  

 
 ●大気排出 
　CO2　1,477トン 

 
●大気排出 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2  109,197トン 

●●水 2004年度工場で使用された量
●●エネルギー 2004年度●東京工場と●新潟工場における電力、油、ガスの消費量
● エネルギー 輸送による燃料の消費量
● 製品素材 2004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）
● 原材料 2004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

●●排水 2004年度●東京工場と●新潟工場から、下水道または、河川に排水された量
●●大気排出 CO2：2004年度、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）
● 大気排出 2004年度の輸送業務において燃料消費量より算出
● 大気排出 2004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×2004年度出荷台数）
●●廃棄物 総排出量：2004年度に●東京工場と●新潟工場において廃棄物として処分された量

廃棄処分量：2004年度に●東京工場と●新潟工場において埋立処分・単純焼却された量
（●新潟工場は浄化槽汚泥含む）

■ 算出方法 IN（左から順に）

■ 算出方法 OUT（左から順に）

ISO14001登録証

製造主体のビジネスにソフト
ウェアの事業を加え、システム
開発から運用等のサービス業
務まで、一貫した体制を構築す
るため、ソフト・サービス事業
本部を設置するとともに、その
中核拠点として2005年4月25日
に大宮ソリューションセンター
を開設。

■ 大宮ソリューションセンター（埼玉県さいたま市）

6環境コミュニケーションブック

登録証付属書
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デザインレビュー（DR） 商品企画 商品仕様化 設計検証 品質検証 反省会 

プリント基板設計での取組例 

回路設計され、有害物質非含有部品が
選択される。 

パターン設計され、各種のシミュレーション
を行う。 

構造検討を経てLCA等の評価を行う。 プリント基板が実装された状態。 

部品選択 
ノイズ解析 

プリント基板 回路設計 パターン設計 

CO2排出量 
 

人にも環境にもやさしい製品づくりのために、
企業が担う責任は年々大きくなっていますね。
そうですね。とくに私たちは、法令遵守に

向けた情報管理、納入先やコンシューマーへ
の迅速な情報開示、環境情報の全社活用、調
査業務の効率化等、環境に対する企業の姿勢
が問われるなか、管理システムの構築が重要
であると考えています。

なぜ、そうした管理システムが必要になるので
しょうか？
企業にとって、環境負荷軽減対策は義務であ

り、環境ISOの取得やEU向け製品のRoHS＊

指令の指定有害物質の管理を充分に行うこと
は、今や当然のことといえます。
しかし、当社のように一定の業界に向けた特

殊な製品をつくっている企業では、それぞれの
製品が少量・多品種ということもあり、部品点
数も多く、サプライヤーとの連携、RoHS指令
対応のための調査、回答書の作成などに、多く
の時間と人手を費やすことになります。納入先
からの問い合わせもより細分化され、件数も多
くなってきています。そうした状況のなか、そ
れぞれの部門における情報管理・伝達がうま
くいっていないと、知らない間に有害物質を含
む部品を使っていて、問い合わせで初めて気づ
くなどということもありえます。これは、企業
経営の観点から言っても、絶対に見過ごすこと

安心・安全な製品づくりのバックボーンになる、
製品環境情報システム「Earth（アース）」。

のできない問題です。こうした問題に迅速に対
応していくには、上流設計の段階から環境に配
慮した材料、部品の選択、組立製造から顧客へ
の報告に至るまでの流れを、一括して管理でき
るようなシステムが必要です。
このような状況から、当社では、製品環境情

報システム『Earth』を構築しました。有害物質
について、設計者が上流設計段階から、環境に
配慮した材料・部品
の選択ができ、さらに
は、RoHS対応のため
の調査や納入先への
回答を効率的に行え
るシステムになって
います。

具体的には、どのような利点があるのでしょうか。
このシステムには、環境配慮型の設計支援機

能が充実しているので、部品の検索や構成情報
の版数管理はもちろん、製品構成単位で有害物
質の含有量の情報を集計・分析することが可能
ですし、部品が使用されているユニット名や装
置名を検索するといった使途検索・逆展開も行
えます。こうした機能を活用することで、環境に
配慮した製品開発のスピードアップ、さらには、
材料・部品の共通化を図ることができます。
また、社内設計情報システムとの連携も図れ

るので、多品種にわたる開発により、部品点数
が数千点というレベルで設計が行われる場合
でも、部品リストの最新含有情報・調査状況表
が自動で作成でき、設計情報、部品表などと連

環
境
に
や
さ
し
い
製
品
づ
く
り
に
、

必
要
な
こ
と
っ
て
？

ものづくりの根底に、「環境配慮」という意識をおく。もはや常識となったこ
の指針を、どれだけ具体的に、効率よく実現していくかが、私たちの次なる課
題です。

ガイド：実装技術部担当部長

毛利　元一

子どもや孫たちの世代に、有害物質という大きな禍根を残したくな
い。より高まっていく社会のニーズに、確実な形で応えたい。だから
私たちは、設計から製造まで、それぞれのプロセスで厳しくセルフ
チェックを行います。各関連部門と協議しながら、統一的な視点を
もって、環境に配慮した製品づくりに積極的に取り組んでいます。

設　　　計 

『Earth』初期画面
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携しての活用が容易に行えます。
また、サプライヤー情報や富士通グループ環

境情報の既存基幹システムとの連携および材
料DBの参照が図れるので効率的な運用が可
能となります。
さらに、納入先やサプライヤーとのやりとり

についても、JGPファイルでの入出力、富士通
版RoHS回答フォーマット、メール連携など、
さまざまな形式に対応しているので、グリーン
調達、調査報告などについて、多くの取引先に対
して効率的かつ迅速な対応を行うことができま
す。これらの点によって、今後はものづくりの
各プロセスに対し、統一的な管理を図ることが
できるでしょう。

今後、この『Earth』の活用も含め、製品の開
発・製造においてはどのような改善策がとら
れていくのでしょうか。
今後は、さらなる業務の効率化、海外子会

社・海外製造工場等も含めた全社的な活用、情
報の共有化を目指すために、環境配慮型の製品
開発から製造までの業務プロセスを見直し、基
幹業務に組み込めるような流れを作っていく
必要があると考えています。
また、2006年にはRoHS指令が本格的に施

行されることなどから、有害物質に関する問い
合わせや環境対応製品のニーズは、今後ますま
す高まってくるでしょう。
そうした状況のなか、海外の関連会社も含め、

海外での資材調達にもRoHS対応を適用する
必要があるため、全社で活用していけるようシ
ステムを強化し、納入先の問い合わせへの迅速
な対応、環境対応製品の開発に力を入れていく
必要があると考えています。

現在、具体的に環境要素技術を取り入れている
ところは、どんなところでしょうか。
当社では、2004年度に制定された、それ

までの規定よりも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」を満たした製品を『グリーン製品＊』と
呼んでいますが、このグリーン製品において、
①大型筐体樹脂カバーへの再生プラス
チック採用、②リサイクル対応型塗料の適用、
③RoHS対応素材の活用（クロムフリー鋼板）、
④VPS＊システムを利用しての設計検証・
LCA＊の実施、の4項目を取り入れており、また
これらについての分析・評価も行っています。
当社の製品は、ユビキタス社会のなかで、

人間の五感に優しいヒューマンインターフェー
スを提供していますが、その製品の素材にも
こだわっています。
例えば、銀行やコンビニ等に設置される

ＡＴＭの樹脂材料には再生材を採用しており、
その表面の塗装にも、リサイクル対応型塗料
を採用していますので、塗装の分離を行うこ

となくリサイクルが可能になっています。し
かも使用時は人間にもやさしい、ライフサイ
クルのあらゆる面を考慮した設計を行ってい
ます。

環境への配慮は、素材の段階からすでに始まっ
ているということですね。
そうです。製品素材の選択においては、有

害物質の非含有はもちろん、Reduce（省資
源）、Reuse（部品の再利用）、Recycle（資
源の再利用）という3つの点を意識していま
す。これらを満たす素材の適用を推進・継続
していくことで、環境負荷の軽減に大きく貢
献できると考えています。

では、今後の目標について教えてください。
環境意識が社会的に高まっている昨今です

が、それだけ解決すべき課題が増加していると
いうことだと思います。現在、話題の中心であ
るRoHS指令の施行も、まさに世界規模での環
境対応が求められていることの表れと言える
でしょう。有害物質の全廃は、次世代に向けて
私たち企業が率先して果たすべき責任のひと
つです。『Earth』など独自のシステムを有効利
用しながら、工程の末端にまできめ細かく注意
を行き届かせて安全性を確認することはもち
ろん、求められるニーズに対して、よりレベル
の高い製品の開発・製造で応えていかなけれ
ばならないと考えています。さらなる環境対策
強化のために、これらの課題に徹底的に取り組
んでいくことが、当面の目標です。

ますます高まる環境対応製品への
ニーズに、確実に対応していきます。

用語解説

【RoHS】
Restriction of the use of certain Hazardous
Substances in electrical and electronic
equipment 指令の略称で、電気・電子機
器における特定有害物質の使用規制。
2006年7月1日以降に上市される電気・

電子機器には、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）を含有
してはならない。

【グリーン製品】
「製品環境グリーンアセスメント規定」
を満たした製品。
富士通グループでは、環境に配慮した製品
を開発するために、1993年に独自に制定し
た「製品環境アセスメント」を実施。1998年
には、環境配慮を強化するために「グリー
ン製品評価規定」を制定し、それを満足す
るものをグリーン製品としてきました。
しかし、2004年度には、それまで独立し

ていた上記の2つの規格が統合され、環境
配慮基準がレベルアップされた「製品環境
グリーンアセスメント規定」となっています。

【VPS/Eco Design】
バーチャル・プロダクト・シミュレーター／
エコデザイン
富士通が開発した設計支援ツール。
当社では、3次元データと連携させリアル
タイムに製品の環境負荷を評価しています。

【ライフサイクルアセスメント（LCA）規定】
製品の設計・開発段階において、ライフ
サイクルアセスメント（LCA）技術の導入に
より、材料調達から廃棄処分にいたる各工
程で排出する炭酸ガス（CO2）を定量的に
算出し、地球温暖化対策（CO2排出抑制）へ
の製品改良、または工程改善を図ることを
目的として制定されました。
LCAを下記に分類し、それぞれのステー
ジで排出する炭酸ガス（CO2）の量に換算
するものです。

LCAのステージ：
素材→加工→組立→検査→梱包→流通→
使用→回収→廃棄

具体的な環境保全対策と、人にもやさしい
製品づくりへのこだわりが生きています。

利用者からの視野検証 

環境要素技術の 
対応箇所 

解析による最適 
ゲート位置の検証 
（再生プラスチック対応） 

環境要素技術の紹介（ATM） 

利用者からの視野検証（VPSシステム） 

樹脂流動解析 

（フロントパネル） 
リサイクル対応型塗料 （フロントパネル） 

再生プラスチック 

（板金部品） 
クロムフリー鋼板  
100%採用 

■ グリーン製品化率の推移
（％） 

（年度）
2002 2003 2004

0

20

40

60

80

100

72

2001

79 76

100

2005

100（計画） 



9 環境コミュニケーションブック

製品に使用される部品やユニットの有害
物質含有調査をEarthシステムにて依頼。 

サプライヤーとのコミュニケーションを迅速
に処理するため、購買部門もEarthシステ
ムを導入運用している。 

グリーン調達委員会の下位組織でサプ
ライヤーとのコミュニケーションの効率
化や関連する諸問題を早期に解決する
ための『サプライヤー調査サブＷＧ 』。 

これらの詳細データはJGPSSI回答
ツールを使用してEarthシステムに取
り込まれる。 

設　　計 受　　付 購　　買 

Earthシステムによる主な調達工程 

グリーン調達とは何を目的としたものですか？
富士通フロンテックは、富士通グループが掲

げる「グリーンポリシー21－すべてをグリー
ンにします」のコンセプトのもと、あらゆる
事業領域で環境活動を展開。その一環として、
環境負荷の少ない製品の調達を推し進めてい
ます。それがグリーン調達と呼ばれているも
ので、材料、部品、ユニット、付属品や包装
材、設備、ソフト・サービス等、多岐にわた
る製品を対象にグリーン調達を推進してきま
した。

環境に配慮した調達先を選ばなければいけな
いのですね。
そうですね。これを実現するためには、調

達先との相互協力に基づいたパートナーシッ
プが必要になることはいうまでもありません。
そのため、グリーン調達に関する基本的な考
え方や、取引先にお願いする具体的な要件を
理解していただく努力を続けています。たと
えば、2004年は『グリーン調達説明会（富
士通グループグリーン調達説明会）』を、
2005年5月には134社の国内サプライヤー
を対象に『グリーン調達合意書説明会』を実
施しました。この説明会ではグリーン調達基
準の改訂および有害物質全廃等の法規制状況
を踏まえ、品質面にまで及ぶ説明を行い、合
意書（地球環境保全に向けての事業活動の推

すべてをグリーンに。それが私たちの
目指すグリーン調達です。

進・指定有害物質の非含有）の締結をお願いし
ました。

これによって、環境に悪影響を及ぼす材料
や部品の全廃を目指します。実際に2006年
7月からのRoHS指令の使用制限、および、
富士通グループ第4期環境行動計画により、
『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』と
うたわれているのです。グリーン調達活動で
は、有害物質の非含有物質に関する要求をよ
り明確にし、各種環境規制により迅速に対応す
るためサプライヤーとの協力体制を固め、と
もに地球環境を大切に考える企業と、確かな
パートナーシップを築いていかなくてはいけ
ません。

地
球
の
未
来
の
た
め
に
、

今
で
き
る
「
調
達
」
っ
て
？

人と地球の安全のために、部品の素材を明らかにすることが調達の原点と
考え、グリーン調達とローコスト調達の両立を目指し、グローバルなパー
トナーシップを追求しています。

ガイド：ローコスト調達統括部購買部長

森　勝

企業における環境対応は単に環境への負荷低減を図るだけではな
く、コスト面との両立という、新たなステージへ移行しています。
富士通フロンテックでは、現在進めているグリーン調達をシフト
チェンジし、さらなるスピードアップを達成することが何よりも
大切だと考えています。

調　　　達 
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本社・東京会場
（2005年4月）

▲説明会資料表紙

▲

新潟会場
（2005年4月）

▲
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実際にどのような製品を外部から調達してい
るのですか？
今やあらゆる企業にとって、地球環境との

共生に配慮を欠くことは許されない時代。そ
して企業の環境保全に対する経営姿勢への関
心がますます高まりを見せています。そうし
たなかで、私たち富士通フロンテックは、グ
リーン調達においても設備やソフト・サービス
などを含むすべての製品に対象を拡げ、2004
年11月より新たな調達基準を設けました。調
達の対象は、従来の部品・材料・ユニット・
装置の他にソフト・サービス、設備、工事、
保守他を加え全領域に拡大しています。

具体的にはどのようなことをしているのでしょ
うか。
具体的な目標という意味では、グリーン調

達率（FJEMS認定サプライヤーからの調達
金額の比率）環境マネジメントシステム
（EMS）が構築されたサプライヤーからの調
達比率を、2006年度末までに100％とする
「第4期行動計画」があります。環境マネジメ
ントシステムが構築されているということは、
環境保全活動が継続的に推進できる仕組みが
あるという意味です。
2005年3月現在71.3％に達していますが、

100％という目標はできるだけ早期に達成し
たいと考えています。私たちは、3種の仕様書
を配布し、グリーン調達の要件＊を明確にする
ことで、そうした納入先から、環境負荷が少
なく指定有害物質を含まない製品だけを調達
することになっているのです。

スピードアップとローコスト調達は、どうす
れば実現できるのでしょうか？
努力だけで何とかなるというものではあり

ません。スピードアップもローコスト調達も、
その取り組みには従来以上の手間も時間もか
かります。ですから、いかに効率的な管理シ
ステムを作り上げるかが大事になってくるの
です。
そこで富士通フロンテックは、有害物質全

廃を目的に環境情報の共通化、作業効率化を
支援するシステムとして『Earth』を導入しま
した。このシステムは部門を横断的にカバー
するシステムで、調達部門においてはサプラ
イヤーへの依頼・回答に関する部分で積極的
に活用しています。含有調査作業「依頼→受
付→購買振分け（自社・代行）→サプライヤー
調査依頼」の一貫した作業管理と進捗管理を
行うことができ、作業の効率化にとても役立
っています。

Earthシステムの導入による調達部門のメリッ
トは何ですか?
取引先情報、依頼メール本文などの事前入

力により、購買からサプライヤーの依頼にお
いて手番短縮と工数削減を図ることができま
した。また進捗状況(回答回収状況)など、関
係する部門との情報共有化が可能になるため、
管理・督促業務も容易になりました。
さらに含有調査を通じて、サプライヤーと

のコミュニケーションが活発になり、サプラ
イヤーの環境意識も向上するといった波及的
な効果が得られました。

他にも何か取り組んだことがあったら教えて
ください。
新たにソフト購買課を新設するなどの組織変

更を行いました。具体的には大宮ソリューショ
ンセンターの新設や、グリーン調達活動の対象
範囲が拡大したことを受け、ソフト購買課を新
設したことなどが挙げられます。グリーン調達
活動の対象領域は、従来『製品用一般部材』に
限定されていましたが、『製品用一般部材、ソ
フト・サービス分野、ソフト、保守、工事、設
備分野』とほぼ全領域に拡大しました。

「Earth」（アース）で効率よく、ハイレベルな
グリーン調達を実現します。

■ 2004年度グリーン調達活動の推進結果
グリーン調達率（取引金額比率）

（％） 
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1月 
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2月 
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3月 

71.3

用語解説

【グリーン調達の要件】
グリーン調達の推進にあたり、以下の内
容を満足した取引先からの調達を行って
います。

●環境マネジメントシステム（EMS）が構
築されている取引先からの調達を推進し
ます。
EMSの構築については、国際規格ISO14001
等の第三者認証取得を原則としますが、下
記の3つのレベルのいずれかに適合するこ
とを必須要件としています。

〈ＥＭＳ構築のレベル〉
レベルⅢ：ISO14001などの第三者認証取得

レベルⅡ：富士通簡易版ＥＭＳ（ＦＪＥＭＳ）の認証取得

レベルⅠ：環境保全活動の自己チェックと目標設定

●環境負荷が少なく指定有害物質を含ま
ない納入品の調達
「グリーン調達基準」で定める指定有害物
質の規制を含む製品環境アセスメントにご
協力いただき、それらの情報を開示してい
る取引先からの調達を推進します。

2005年3月28日現在
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設　　計 受　　付 購　　買 取　引　先 

■Earthシステムのフロー 

：Earthシステム 

調査依頼 受付処理 

調　査 

Gweb 
意見交換 

調査結果 
通知 

RoHS/JGP 
回答取込 

回答承認 

サプライヤー 
調査依頼／ 
調査確認 

受付依頼メール 
調査依頼メール 

通知メール 

調査依頼メール 

調査回答 

データアップロード 
データダウンロード 

グリーン調達基準

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

有害物質非含有要求
共通仕様書

材料起因障害に関する品質
保証共通仕様

ローコスト調達統括部 

ソフト・サービス部門の作成 
請負、作業請負、要員派遣 

ローコスト企画部 プロジェクト課 

購買部 計画課 

第一購買課 

第二購買課 

ソフト購買課 

海外支援室 

プロジェクト課 

全廃計画書 
48％ 

非含有保証書 
41％ 

未回答 
11％ 

■ 2004年度国内サプライヤーの
有害物質全廃状況

■ グリーン調達推進組織
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有害化学物質の含有有
無などを検査 

仕掛品や在庫の削減により必要最
小限のスペースにレイアウトされ、照明
や空調電力の使用削減につなげる 

正確にユニットを搭載し、組立不
良率を削減することにより、ムダな
工数や電力使用の発生を抑制 

省エネルギーや試験作業
の効率化に配慮し、製品を
配置 

使用する試験用媒体も削
減され、省資源化にも寄与 

過剰な梱包を避け、梱包
資材は極力再利用 

部品・サブユニット受入 ユニット組立・試験 装置組立 環境試験 システムインストール 梱包・出荷 

ものづくり革新は特定の工程ではなく、受入から出荷まですべての工程をターゲットとし、一貫した活動を展開しています。 

「ものづくり革新」に基づいた主な製造工程 

『ものづくり革新』とは例えばどういう活動で
すか？
当社は、ものづくりに対する私たち自身の

意識を根底から改革するため、新潟工場内に
『ものづくり革新活動推進室』を発足しました。
そしてここでは、製造にかかわるすべての工
程をターゲットに活動展開しています。成果
としては、製造手番の短縮、製造スペース削
減、製造工数削減、仕掛品・在庫削減、不良
率削減などが数字として顕著に現れます。そ
のため従業員の達成感やさらなる改革意欲も
高まり、またコストダウンや環境負荷低減、
グリーンファクトリー＊の構築にも大きく貢
献しています。

各フロアに掲示されている活動状況がそれで
すね。
製造フロアだけでなく、食堂、更衣室、休憩

コーナーなど、工場内のあらゆる場所に活動成

果を掲示し、従業員に対する改革意識と環境意
識の高揚を図っているわけです。

従業員一人ひとりに対しては、どのような環
境意識の高揚策がありますか？
10人前後のグループ単位で定期的に教育

し、フリーディスカッション形式で積極的な
意見交換を実施しています。その後、理解度
テストを実施し、教育内容の周知を確認しま
す。また、社内にはポスターなどを掲示して
いるほか、啓発資料を配付するなどして一人
ひとりに対して意識付けを行っています。

取り組みに対する部門間の温度差はありませ
んか？
環境目的・目標のすべての項目を達成す

るために、各部門責任者によるプロジェクト
チーム（環境経営システム体制図＊）を結成
し、部門間の垣根を越えた活動を推進してい
ます。

環境負荷低減のためには、ものの作り手で
ある自分たちの意識を変えなければいけ
ません。

『
も
の
づ
く
り
革
新
』っ
て
？

も
の
づ
く
り
と
地
球
環
境
の
関
係
っ
て
？

重要なことは「ものづくり」での環境配慮を、いかに環境
保全に直結させるか。そのために、国内はもとより、海外
工場を含めたグローバルな活動を展開しています。

ガイド：製造統括部長代理（生産革新担当）

結城　利雄

『ものづくり革新』の推進は地球環境保全に直接つながります。たと
えば組立作業の効率を良くすれば照明や冷暖房費が削減でき、試験
作業を改善すれば試験用媒体費や電力の削減に。その他にも通い箱
や、簡易梱包の採用による廃棄物の減少など、『ものづくり革新』を
通して、さらなる環境保全活動を推進していきます。

製　　　造 
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キメ細かく、確実な目標クリアに向けた
プロジェクト活動。

昼休みの食事中に
環境啓発ビデオを上映

活動状況などを工場内
に掲示

▲
▲

ものづくり指導会
「環境負荷低減にも直接
つながるため、指導にも
熱が入る」

全社統一スローガン
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廃棄物削減委員会はどんな活動をしているの
でしょうか。また、廃棄物ゼロエミッション＊

を達成しましたが、次のステップへの施策は
どんなものですか？
2004年度で生活系廃棄物を含めたすべての

廃棄物の100％有効利用を達成できました。こ
れが廃棄物ゼロエミッションですね。そして最
終課題であった浄化槽汚泥（し尿など）は、バ
クテリア分解処理技術を導入し、リデュース化
も実現しました。メーカーや協力工場との受渡
しには通い箱、通いパレットを導入し、梱包資
材などは可能な限り再利用しています。今後は
発生量そのものを削減するため、工場への資材
投入段階から廃棄物発生抑制施策を検討し、さ
らなる循環型社会構築に貢献していきます。
また、『富士通グループ第4期環境行動計画廃

棄物発生量削減ガイドライン』に沿って、廃棄
物発生量を2006年度末までに、2003年度実
績比6％（富士通グループ目標3％に上乗せ）
削減を目指しています。このガイドラインに沿
った目標を達成するための、社内の監視役とし
て廃棄物削減委員会が機能しています。例えば
廃棄物発生量そのものを削減する施策を立案、
実行するなど、資材の投入段階から廃棄物処理
まで一貫した監視を行っています。2005年度
の具体的な取り組みにおいては、廃棄物総発生
量削減の具体的施策として次の4項目を推進し
ています。①廃棄状況の実態調査継続による分
別定着。②ペーパーレス施策による用紙廃棄量
の削減。③梱包資材の再利用化。④工場持込
（新聞等の私物）品の廃棄抑制。

省エネルギー委員会はどんな活動をしている
のでしょうか。
消費エネルギーの98％を占める電力使用量

の削減施策立案と実行が、省エネルギー委員会
の主な活動内容です。電力使用を抑制すること
は、そのままCO2排出量の削減を意味していま
す。富士通グループでは、2006年度までに
2000年度実績比15％の使用電力削減を目標
に据えていますが、これはすでに達成しており、
現在は2000年度実績比19％削減を目標とし
て活動しています。
また、電力使用量の削減には、きめ細かな活

動が欠かせません。具体的には、室温管理の徹
底、未使用場所の消灯、機械設備の稼動効率化
を推進するなど、地道な活動にも力を入れてい
ます。また、政府が主唱する地球温暖化防止国
民運動『チーム・マイナス6％』に参加し、全
従業員によるCO2排出削減運動に拍車をかける
ほか、6月環境月間には全国的な運動である
『CO2削減／ライトダウンキャンペーン』に参
加しています。さらに『COOL BIZ（クールビズ）』

運動も積極的に展開しています。
富士通フロンテックでは電力使用量削減の他

にもGHGプロトコル＊による総括的なCO2排
出量管理を実施し、事業活動にかかわるあらゆ
る側面を切り口としたCO2排出量削減に取り組
んでいます。

有害物質全廃委員会はどんな活動をしている
のでしょうか。
製造部門としては、製造工程で使用する副

資材、梱包資材などの含有物質調査や、管理
強化が必須です。また、一部門の取り組みだ
けで解決できる問題ではなく、設計・開発部
門や購買部門、物流部門と連携して、各種対
外規制に対応しなければなりません。
従来の化学物質削減委員会から発展させ、

対外的な指定有害化学物質規制に対する課題
解決に向けて積極的に活動を展開しています。
また品質保証、オペレーション、部材（副資
材）、PT板ユニットの鉛フリー化対応など、
課題別に専門WGを発足し、関連部門の責任
者により専門的な側面から活動しています。
さらにすべての製造製
品を対象とし、富士通
グループ指定有害物質
の全廃に向け活動を推
進中です。

ペーパーレス委員会はどんな活動をしている
のでしょうか。
工場内での用紙購入量を削減することが活

動の目的です。文書や記録作成の作業効率化
を図るため、各種Webシステムを随時導入し
各部門へ運用展開しており、これにより用紙
使用量の削減だけでなく、情報の共有化や運
用効率が向上しています。さらに従業員の教
育にはe-Learning（イー・ラーニング）を導
入し、省資源化を図るとともに、各自の業務
都合に合わせて受講が可能になりました。ま
た社内イントラネッ
トでは、各部門でリ
アルタイムに各種情
報を公開し、従業員
一人ひとりへの迅速
な伝達を可能にして
います。

グリーンプロセス活動＊を導入されています
が、どんな活動内容ですか？
製造工程で使用する化学物質の使用量を把

握し、効率化することによって、環境負荷と
コストの両方を削減する活動です。
製造ライン単位で独

自施策を実行し、定期
的に開催されるグリー
ンプロセスWGで、各
ライン活動状況が報告
されます。

用語解説

【グリーンファクトリー（環境配慮型工場）】
工場で使用する原材料やエネルギー資

源の使用および事業活動の結果として発生
する環境負荷を削減するために、廃棄物発
生量削減、化学物質排出量削減、省エネ・
省資源対策を推進しています。
また、これらの環境負荷削減対策を推進
する手段として、グリーンプロセス活動に
取り組んでいます。
さらに、事業基盤となる法規制の順守

や、環境リスクの未然防止などを含め、包
括的な活動を行っています。

【廃棄物ゼロエミッション】
富士通フロンテックでは、工場から発生

するすべての廃棄物を対象に、3R（リデュ－
ス、リユース、リサイクル）の基本方針のも
と、ゼロエミッション（廃棄物の排出量を
ゼロにする）を実現しました。
また、オフィスでの分別徹底推進による
紙ごみゼロエミッションの実現など、従業
員一人ひとりが主体性を持った活動を実施
しています。

【GHGプロトコル】
温室効果ガスプロトコルイニシアチブ

（GHGプロトコル）は、1998年に世界環境経
済人協議会（World Business Council for
Sustainable and Development：WBCSD）
と世界資源研究所（World Resource
Institute:WRI）によって共同設立され、世
界の主要企業や、欧米を中心とした政府関
係者、研究機関、有力NGOなど多様な関係
者が策定に関わっています。
GHGプロトコルの目的は、オープンで包
括的なプロセスを通じて、国際的に認めら
れたGHG排出量の算定と報告の基準を開
発し、利用の促進を図ることです。

【グリーンプロセス活動】
製造工程のコストダウンを図りながら、

ライン単位で環境負荷（資材の投入、化学
物質の使用、エネルギー使用等）の指標を
設けて可能な限りその数値を低減していく
継続的な取り組みです。
活動にあたっては、富士通グループ独自
のCG指標（コスト・グリーン指標＝投入
量×単価×環境影響度）をもとに、活動項
目の目標値を設定した上で、環境負荷とコ
ストダウンの両面から施策アイテムを抽出
し、実行しています。
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環境管理委員会 

廃棄物削減委員会 

有害物質全廃委員会 

省エネルギー委員会 

グリーンプロセスWG

ペーパーレス委員会 

各部門 

拠点統括責任者 
（工場長） 

拠点責任者 
（総務部長） 

■環境経営システム体制図 
　新潟工場サイト 

廃棄物の100％有効利用から、
廃棄物そのものの発生抑制へ。

国内外で強化される指定有害化学物質
規制への確実な対策が必須。

海外工場でも規制対策を推進
（フィリピン）

分別排出される
廃棄物置場

会議資料も電子投影し、
紙資料の配布を削減

化学物質の使用効率化を
図る製造ライン
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物流工程における環境配慮について、今年はど
のような目標を設定していますか。
環境負荷低減のアプローチとしては、①エコ

梱包、資材のリユース等の『資材循環』と、②
輸送のルート見直し、共同配送等による『輸送
CO2排出量削減』があり、いずれも重要なテーマ
と考えています。

CO2排出量の削減については、「2010年まで
にCO2量を6％削減する」という京都議定書が
発効されていますね。
そうですね、これは産業界全体における目標

ととらえています。当社でも、昨年から輸送ト
ラックなどによるCO2排出量の測定を行って
います。そのデータに基づいて、具体的な目標
と改善策を立てていくことになりますが、取り
組みとしては、モーダルシフト（トラックから
船舶・鉄道への代替輸送）の導入、配送ルート
の見直し、他社との共同配送、荷物の積載量に
あった車種を選択すること、エコドライブの実
施、といった合理的な輸送手段の選択を行うこ
とによって、CO2を確実に削減していきたい
と考えています。
私たちの事業活動
全域にわたって行
われている、地球
温暖化対策のひと
つですね。

エコ梱包と、CO2排出量削減に向けて具体
的な取り組みを開始します。

輸送時の梱包については、環境配慮と同時にコス
トについても考えるべき点がありそうですね。
そうですね。『資材循環』というテーマにお

ける重要課題は、過剰な梱包を避けることで
す。お客様からも、『梱包を解くのが面倒』『緩
衝材などの分別が大変』といった声が届いてい
るんです。今後は、各部門の協力のもと可能な
限り簡易梱包にし、輸送資材そのものの削減に
努力をしていきます。
同時に梱包資材の法規制対応とリサイクル

率を高める見直しを図っています。輸出時の防
湿材の再利用もそのひとつで、輸送用パレット
などの木製搬送材については、毎回燻じょうした
ものを指定しています。コストや木材使用量も
気にかかるため、非木材の搬送材も同時に導入
運用しています。

輸送時にも、細かな環境配慮とさまざまな取り
組みが活かされているんですね。
お客様ともっとも近いところにある『物流』

というステージにおいては、簡易梱包や資材の
リサイクルといった環境対策の実施について、
お客様からのご理解が必要になる部分もありま
すが、輸送委託先業者なども含めた関係各所か
らの情報、アドバイスを参考にしつつ、改善に
向けてさまざまなアイデアを実現したいと考え
ています。

環
境
を
考
え
て
輸
送
す
る
っ
て
、

ど
う
い
う
こ
と
？

製品を運ぶときも、環境への配慮は忘れません。ものづくりの最後をしめく
くる、梱包と輸送の現場にも、きめ細かな工夫とさまざまな取り組みが活か
されています。

ガイド：業務推進統括部　物流企画部長

吉田　耕一郎

地球温暖化対策に向けた京都議定書＊の発効により、温室効果ガス＊

（CO2等）の発生量削減について取り組むことは、物流部門が今後考
えていかなくてはならない最重要課題です。環境にやさしい梱包・
輸送に向けて、現在さまざまな改善策が挙げられていますが、同時
にコストの削減についても取り組みを行っていきます。

物　　　流 

ローコスト、ローリスクを実現する
物流ステージを目指しています。

■ シリカゲルの再利用 
主に海上輸送の防湿包装として利用され、吸湿による製
品の劣化を防ぐ役目をもっています。輸送後のシリカゲ
ルは重量が20%増加しています。これを高温槽に入れ

加熱するとによって、吸湿性が元に戻ります。なお、高温
リサイクルは基本的に3回までとし、使用後は土壌に還
る安全な物質です。 

防湿梱包材（シリカゲル） 高温槽 ： 90℃24時間 再生されたシリカゲル 

防湿梱包材のリサイクル 

物流着荷場

用語解説

【京都議定書】
気候変動枠組条約の目的を達成するため
COP3（第3回締約国会議）で採択された議
定書。先進国等に対し、温室効果ガスを
1990年比で、2008年～2012年に一定数値
削減することを義務づけている。日本は
2004年6月4日締結。2005年2月16日発効。

【温室効果ガス】
二酸化炭素、一酸化二窒素、メタン、代替

フロン等。



■ 製品環境グリーンアセスメントの実施（全機種） 
　　● スーパーグリーン製品＊の開発 
　　● LCAの実施 
　　● VPS／EcoDesignの推進 
　　● 省エネルギー設計 
　　● 再生プラスチックの採用 
　　● 植物性プラスチックの採用 
　　● クロムフリー鋼板の採用 
　　● ハロゲンフリー樹脂の採用 
　　● リサイクル対応塗料の採用 
　　● 解体マニュアルの作成 
　　● ユニバーサルデザインの推進 

■ グリーンファクトリーの推進 
　　● 省エネルギー対策 
　　● ゼロエミッションの継続活動 
　　● 化学物質使用量の削減 
　　● 副資材の素材管理 

■ 梱包材の環境負荷低減 
　　● 簡易梱包の推進 
　　● 古紙配合ダンボールの採用 
　　● 梱包材の減量化 
　　● リサイクル素材の採用 

■ 製品リサイクルシステムの活用 
　　● 解体マニュアルの活用 
　　●特殊工具不要の解体・分別 
　　●電池取り外しの容易化 
　　●部品リユースの推進 

■ 省エネ化推進 
　　● 省エネルギー設計による下記局面での 
　　消費電力の低減 
　　・稼働時　　　・待機時 
　　・省エネ時　　 ・ＯＦＦ時 

■ グリーン調達の推進 
　　● グリーン調達適合率の拡大 

開
発
・
設
計 

素
　
　
材 
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工
・
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・
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流
・
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通 
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製品使用時の「環境性能」は、製品のライ
フサイクルのあらゆる局面の影響があり、もっ
とも環境負荷の大きなステージとなるのが
一般的です。
そこで、今まで見て来たステージの活動内

容を見てみましょう。
製品の生まれから廃棄されるまでの一生を

製品のライフサイクル＊と言い、下記のような
ステージで管理しています。
富士通フロンテックでは、これら環境性能

の情報開示を推進し、お客様が客観的に製品
使用時の環境負荷を比較できるようにするた
めに、エコリーフ・タイプⅢ環境ラベルを取
得中です。

製
品
使
用
時
の
環
境
配
慮
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
？

製  品  使  用 

用語解説

【製品のライフサイクル】
ライフサイクルを下記9ステージに分け、
それぞれのステージにおいて二酸化炭素
（CO2）排出量に換算し、評価することで、既
製品との比較や蓄積によって、各製品別の
環境性能の向上に役立てている。

【スーパーグリーン製品】
スーパーグリーン製品（環境配慮トップ型
製品）とは、下記の①または②を含む製品
で、スーパーグリーン製品運用規定を満足
していることが条件となります。

①富士通グループの「グリーン製品｣であ
り、｢省エネ｣「3R設計・技術」｢含有化学
物質｣「環境貢献材料・技術」などの環境
配慮要素のいずれかにおいて、環境配慮
レベルがトップランナー以上で他社製品
との比較において極めて優れた製品また
はシステムであること。
②環境負荷低減取り組みや環境技術、環境
ラベル対応などにおいて、外部団体に
よる表彰や第3者機関により認定され
た製品またはシステムも該当するものと
する。

環境配慮型製品とは、環境技術基準に適合した製品の一般的呼称で、当社では「製品環境
グリーンアセスメント規定」に適合した製品をグリーン製品（環境配慮強化型製品）と呼び、
2004年度の開発製品はすべてグリーン製品でした。これをベースに、さらに業界トップレ
ベル要素を持ったスーパーグリーン製品（環境配慮トップ型製品）の創出で、使用環境の改
善を推進しています。

■ライフサイクル・アセスメント評価で使用時のCO2排出量を算出した例

使
用

動作
モード

消費電力
［w］

１日の稼働時間
［H/日］

年間稼働日
［日/年］

稼働年
［年］

生涯消費電力
［kw］

生涯消費電力
［kw］

生涯CO2排出量
［kg］

稼働時 146.1 1 365 5 266.6

2,944.6 1,339.8
待機時 63.8 23 365 5 2,678.0

省エネ時 0 － － － 0.0

OFF時 0 － － － 0.0

富士通フロンテックでは、環境配慮型製品の開発を推進しています。

素材 
 
加工 
組立 
検査 
 
梱包 
流通 
 
使用 
 
 
回収 
廃棄 

部品原単位別の重量 
 
 
製造時のエネルギー消費量 
 
 
梱包資材の重量とエネルギー消費量 
物流エネルギー 
 
製品の想定使用時間・年数に 
消費電力を乗じたエネルギー 
 
廃棄時に再資源化可能部材は 
負の重量とし、再資源化不可部 
材の重量に加算 



環境マネジメントシステムの 

全社統合 

グリーン調達の推進 

（1）エネルギー消費CO2の削減 

（2）環境配慮型製品の販売 

環境貢献ソリューションの創出 

第4期環境行動（2004～2006年度） 

テーマ 取り組み項目 

1

3

5
4

環境経営の強化  

環境に配慮した開
発・設計の推進 

2グリーン調達 
の推進 

地球温暖化防止 

環境貢献ソリュー
ションの推進 

（1）グリーン製品化推進 

（2）スーパーグリーン製品の創出 

（3）指定有害物質の全廃 

（1）廃棄物ゼロエミッションの達成 

（2）廃棄物発生量の削減 

6環境負荷低減強化
によるグリーンファ
クトリーの推進 

当社の環境行動計画は第4期（2004～2006
年度）に入り、従来の活動を継続しながらさら
なる新しい課題に取り組んでいます。
たとえば、新しい活動テーマである『グリー

ン調達の推進』や『環境ソリューションの推進』
など、環境負荷低減のみならず、本来業務の効
率化にも直結した活動を推進していきます。

コンセプト
①環境経営を基盤としたサステナブル経営
の確立

②グループガバナンスの確立
③お客様起点のグリーンプロダクトとソ
リューションの提供

■2004年度の目標と実績

目標と実績
「富士通フロンテック環境行動計画」を達成するため、
課題別専門委員会を中心に全社一体の活動を展開しています。

概　　要

2007年度以降の主な目標

●温室効果ガスCO2排出量2007年度目標
4,158ｔ（1990年度実績比11%削減／
2000年度実績比20%削減）

●温室効果ガスCO2排出量2010年度目標
3,986t（1990年度実績比15%削減／
2000年度実績比23%削減）

●環境配慮型製品の販売額比率2007年度
目標85％

●廃棄物発生量2007年度目標838ｔ
（2003年度実績比8%削減）
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環境マネジメントシステム（EMS）が営業支
店を含めた全社で一本化され、ISO14001認証
も統合取得することができました。
富士通フロンテックグループガバナンスをよ

り一層強化し、すべての項目を目標達成するた
め、全社一丸となって取り組んでいます。
2004年度で廃棄物ゼロエミッションを達成

し、各事業所から発生する廃棄物を100％有効利
用化することが実現できました。今後は発生量そ
のものを削減するための諸施策を立案、実行して
いきます。
当社は地球温暖化防止国民運動の趣旨に賛同

し、「チーム・マイナス6％」に参加しています。
従来の省エネルギー活動も『地球温暖化防止活
動』としてCO2排出量削減施策を強力に展開し
ていきます。

また、製品環境対策では環境配慮でトップの
要素を有する「スーパーグリーン製品」を創出
していきます。
なお、国内外の対外規制に対応するため、関連

部門代表者で構成される専門委員会を中心に、事
業所や部門の垣根を越え、全社レベルで課題解決
に取り組んでいきます。

総括と今後の課題

（トン［t］） 

���� ���� ���� ���� （年度） （年度） 2004

目標 実績 

�

��

���

���

���

���

¡ 廃棄処理量の推移 
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™ 電力使用量の推移 

203
120

180

124

63

86

39 33 31

10

14,045 13,750

11,984 11,625
12,755

11,230 11,331
10,282

10,856 10,766

6

消費エネルギーの98％を占める電力使用量の削減 廃棄処理（埋立、単純焼却）量を削減し、3Rによる有効 
利用化を促進 
　・ 2005年3月で廃棄物ゼロエミッション化達成 

■ 環境パフォーマンスデータ〈2004年度〉 

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  

4,206 0.00 0.00 0.04 8.07 0.00 14,665 0 －　   
6,560 0.00 2.60 0.00 5.89 3.65 27,120 29,403 25.9 
10,766 0.00 2.60 0.04 13.96 3.65 41,785 29,403 25.9 

エネルギー消費に伴うCO2排出量［トン-CO2］ 排水量 廃棄物［トン］ 

購入電力 A重油 灯油 軽油 LPG 都市ガス 排水量［トン］ 循環資源量 焼却処分量 埋立処分量  
1,711.8 0.0 0.0 0.1 49.9 0.0 

7.7 
7.7 

14,665.0 63.2 26.6 3.4 
2,669.8 0.0 6.5 0.0 36.4 54,159.0 626.7 23.4 2.3 
4,381.7 0.0 6.5 0.1 86.3 68,824.0 689.9 50.0 5.6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 

 

過去4年間または5年間における各項目削減へ
向けての当社の取り組みを開示します。

活動・使用量の推移

2005年度重点項目
①国内、海外全員参画によるさらなる”環境保全活動”の活性化
②RoHS指令の指定有害物質全廃活動、海外・国内法規制の全面的対応
③地球温暖化防止対策から社会貢献活動等の積極的参画



●新拠点（大宮ソリューションセンター、（株）富士通フロンテックシス
テムズ）を含めた環境マネジメントシステムを統合（2005年度） 

●海外関係会社の環境マネジメントシステム構築支援、 
　ISO14001認証取得支援（2005年度） 

●継続して新規開発製品をすべてグリーン製品化とする 

●2005年度末までに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提供する 
●エコリーフ認証取得（2005年度） 

●EU向けに出荷する製品については2006年3月までに 
すべてRoHS指定有害物質対応を行う 

●2005年度末までに グリーン調達比率を99％とする 
●2006年度末までにグリーン調達比率を100％とする 
●非含有保証書／全廃計画書の取得目標100％（2005年度） 
●ＪＧＰＳＳＩデータ取得（RoHS指令限定）目標100％（2005年度） 
●ＪＧＰＳＳＩデータ取得（全部材）目標80％（2005年度） 
●副資材非含有保証書取得目標100％（2005年度） 
●合意書取得目標100％（2005年度） 

●2005年度末までにエネルギー消費CO2排出量を 
　2000年度実績比17％削減する（目標4,314t） 
●2006年度末までにエネルギー消費CO2排出量を 
　2000年度実績比19％削減する（目標4,210t） 

●環境配慮型製品の販売額比率2005年度目標65％ 
●環境配慮型製品の販売額比率2006年度目標75％ 

●廃棄物ゼロエミッションの継続 

●環境負荷低減を向上する環境貢献ソリューションを、 
　2006年度末までに提供する 

●環境経営体制を全社レベルで確立し、 
　環境マネジメントシステムを一本化する 

●2004年度から新規開発する製品を 
　すべてグリーン製品として提供する 

●エコリーフ認証準備のための内部検証
員育成 

●2005年1月以降に新規出荷する 
　EU向け製品はRoHS指定有害物質を 
　全廃する 

●2004年度末までにグリーン調達比率 
　（環境マネジメントシステムが構築された
取引先からの調達比率）を97％とする 

●2004年度末までにエネルギー消費CO2排出
量を2000年度実績比15％削減する 

●環境配慮型製品の販売拡大 

●環境マネジメントシステムの全社統合に
より、2005年3月ISO14001の統合認証
を取得 

●新規開発製品をすべて 
　グリーン製品化達成 

●内部検証員3名合格 

●環境管理システム（Earth：アース）を 
　構築し稼動開始  
●専門委員会、専門WGの新設  
●PT板ユニットの鉛フリー化 
　（目標30％→実績9％）  
●品質保証体制の構築 

●グリーン調達比率（目標97％→実績71％） 

●非含有保証書／全廃計画書の取得 
　（目標100％→実績77％） 
●ＪＧＰＳＳＩデータ取得 
　（目標100％→実績20％） 
●副資材非含有保証書取得 
　（目標60％→実績69％） 

●エネルギー消費CO2排出量16％削減 
（目標4,418ｔ → 実績4,381t） 

●環境配慮型製品の販売比率55％ 
（総売上げに占める環境配慮型製品の売上げ） 

 目標と進捗状況 

目標（2004年度） 実績（2004年度） 総合評価 目標（2005～2006年度） 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

●2005年度末までに廃棄物発生量を 
　2003年度実績比4%削減する（目標874t） 
●2006年度末までに廃棄物発生量を 
　2003年度実績比6%削減する（目標856t） 

●2004年度末までに廃棄物 
　ゼロエミッション達成 

●2004年度末までに廃棄物発生量を 
　2003年度実績比2％削減する 

●廃棄物ゼロエミッション達成 
　（全ての廃棄物を100％有効利用化達成） 

●廃棄物発生量18％削減 
（目標893ｔ → 実績744ｔ） 

◎ 

◎ 

－ － － 

○ 

△ 

△ 

総合評価　　◎：目標を充分に達成　　○：一部未達はあったもののほぼ達成　　△：達成率が50％以下
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¢ 化学物質使用量（鉛）の推移 
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∞ 用紙購入量の推移 

120120120

66

7 4 2 2 22

215

191

97

66

31
20

1111

1,175 1,150 1,077 1,056

2,024 1,989

1,214 1,158

932 921

指定化学物質使用量の削減 
　・ 各工程（主に製造工程）で使用する清掃剤、接着剤などの 
　   生産用材を、順次無害の代替品に変更 

PT板ユニットの接合はんだの鉛使用量削減 
　・ 鉛フリーはんだに順次切り替え 

用紙購入量の削減 
　・ Webシステム導入や電子媒体化推進により、 
　   用紙使用量を削減 

2001年度より 
活動開始 

2001年度より 
活動開始 

項目 

ＰＨ 

ＢＯＤ 

ＳＳ 

ｎ-ヘキサン鉱物 

鉄 

銅 

ふっ素 

ほう素 

亜鉛 

6.3～7.2 

1.6 

3 

＜2 

＜1 

＜0.3 

＜0.8 

＜1 

＜0.5

測定値 

5.8～8.6 

160 

200 

5 

10 

3 

8 

10 

5

法基準 

5.9～8.5 

54 

45 

2.5 

5 

1 

法基準に同じ  

法基準に同じ  

2.5

自主基準 項目 

溶解性マンガン 

全クロム 

大腸菌群数　〔個/ｍｌ〕 

＜1 

＜0.2 

＜30

測定値 

10 

2 

3000

法基準 

5 

1 

1500

自主基準 

項目 

ＰＨ 

鉛および化合物 

ポリ塩化ビフェニル 

6.7 

＜0.02 

＜0.0005

測定値 

5.8～8.6 

0.1 

0.003

法基準 

6.0～8.4 

0.06 

法基準に同じ 

自主基準 

■ 環境パフォーマンスデータ（法規制順守状況）〈2004年度〉 

新潟工場 ー 水質 新潟工場 ー 水質 

本社・東京工場 ー 水質 

単位：［mg/  ］ 単位：［mg/  ］ 

単位：［mg/  ］ 



製品リサイクル
製品リサイクルには分離・分解の容易性をあらかじめ考慮し、
その情報をリサイクルセンターで活用し、安全に処理を行うことができるのです。

17 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を定量的に把握し、環境投資と効果を評価しています。

発生費用は、2億5,733万円、効果合計は1億8,987万円でした。費
用対効果は、73.8％となりました。概要は以下のとおりです。

（1）環境コスト
2004年度は環境配慮型製品の研究開発費が、前年度より期毎の
増加があり、特に有害物質全廃対応等で前年比6倍となりました。
管理活動費の主な内訳は、専門委員会およびグリーン調達の活動
拡大や、環境情報システムEarth（アース）によるものです。

（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
の売上全体に占める割合は55％となりました。2004年度に導
入した環境情報システムEarthの効果は、2005年度以降に表れ
てくる見通しです。

（3）今後
有害物質全廃活動への投資により、グリーン製品の売上総額が増
加することで投資効果が期待されます。
一方で環境ソリューション投資効果により、開発費用の削減と効

率化が期待されさらに推進を強化します。
今後ハード製品の環境配慮以外にソフト・サービス部門の環境ソ
リューション対応製品の創出を計画。

環境会計の費用対効果

単位：千円■ 費用と効果の推移
2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

費用 111,544 90,985 144,948 257,330

効果 102,771 129,555 153,385 189,867

単位：千円■ 2004年度　環境会計実績
項目（費用・効果） 主な範囲 費用 前年比増減率
事
業
エ
リ
ア
内

公害防止 大気汚染防止、水質汚濁防止など 30,289 13.8%

地球環境保全 省エネルギー、地球温暖化防止など 10,013 －22.5%

資源循環 廃棄物処理、資源の効率的利用など 65,872 22.4%

小　　　　　計 106,175 13.7%

上・下流 廃棄製品リサイクル、グリーン購入など 4,804 33.3%

管理活動 ISO14001,環境教育、環境広報活動など 57,331 73.6%

研究開発 製品への環境配慮技術の研究など 89,020 501.5%

社会活動 環境保全団体への寄付、支援など 0 －

環境損傷 土壌、地下水汚染の修復など 0 －

合　　　　　計 257,330 77.5%

当社の製品は、主に「富士通リサイク
ルシステム（FRS）」を活用して回収・
再資源化しています。これは全国7ヶ所
のリサイクルセンターと全国をカバーす
る物流ネットワークを利用して行われて
います。2004年度は、新札の切り替え
を背景としたＡＴＭの切り換え等により
回収・再資源化が増加しました。
これに対応するため、開発段階から、

省資源化やプラスチック部品、二次電池のリサイクル化を容易にする
分離・分解の容易性を追求し、製品の解体マニュアルの作成を行って
います。解体マニュアルは電子化され各リサイクルセンターの管理シ
ステムによって表示することで安全・迅速なリサイクル処理に貢献し
ています。

法人のお客様から排出される使用済当社オリジナル製品は「富士通
フロンテックリサイクルシステム」（有料）にて回収、リサイクルす
ることで、資源の有効活用に役立てています。製品所有者が当社にリ
サイクルを依頼される場合は、本社および全国6箇所の支店を通じて
リサイクルセンター（富士通首都圏綾瀬リサイクルセンター）へ回収し
ます。お問い合わせ先については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://www.frontech.fujitsu.com/eco/

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、グローバルな製品リ
サイクルシステムの構築に取り組んでいきます。

使用済み小型二次電池で、下記対象品については全国のJBRCリサ
イクル協力店を通じて回収しています。具体的には、「充電式電池リ
サイクル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサイク
ルBOXに入れてください。
●対象の小型二次電池
①ニッケル・カドミウム電池(NiCd)
②ニッケル・水素電池(Ni-HM)
③リチウム・イオン電池(Li-ion)
④小型シール鉛蓄電池(Pb)

製品回収・リサイクルの仕組み

お問い合わせ先

グローバルリサイクル（海外）への取り組み

小型二次電池回収の取り組み

富士通リサイクルセンターの所在地

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 

富士通東日本 
福島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 

電子化した解体マニュアル
の表示例



社会貢献

環境コミュニケーション
環境情報開示の取り組みについて紹介

2004年度より、スーパーグリーン製品の創出にあたって、開発して
いる製品において、当社初の環境ラベル・タイプⅢ取得を目指してい
ます。
環境ラベルはISOが規定しているタイプ「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」の3種類に分

類でき、今回取得中のタイプⅢラベルは、エコリーフと呼ばれるもので、
LCAによる環境性能を開示することで、お客様が各社製品の環境性能を
一律の基準で比較することができます。この基準となるPSC（製品分類
別基準）も含めた製品を第三者機関が認証し、それにパスした製品のみ
ラベルを貼付することができます。

環境方針や環境経営報告書
は、工場を訪れる方々にロビー
の環境コーナーにて、閲覧でき
るようにしました。
また、冊子は持ち帰り自由と

し、多くのステークホルダーの
皆様に利用されています。

■ 富士通フロンテック株式会社　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：042-378-9038
http://www.frontech.fujitsu.com
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社会貢献活動の紹介〈地域貢献美化活動〉 国内ボランティア活動の紹介

ロビーから環境情報発信

お問い合わせ先

海外ボランティア活動の紹介

●全富士通労連社会貢献事業《植林ボランティア》

東京工場

周辺の清掃 集合写真

新潟工場

周辺の清掃 集合写真

●新潟中越地震災害ボランティア活動
生産部の和田信也さんは2004年

10月23日に起きた地震への災害ボラ
ンティア活動に参加しました。
和田さんは主に被害にあった家屋で

廃棄物の分別作業を行ったそうですが、
外観の損傷は軽微でも、内部はほぼ全
壊の家屋もあり、廃棄物の分別が大変
だったそうです。

ボランティア活動中の
中島さんです。

人事部の中島一以さんは2004年
9月23日～28日に中国は河北省にて
植林活動に参加しました。
このボランティアは5ヵ年計画であ

り、今回は4年目＊で総植林数は合計
15,760本になります。
中島さんは、現地で実際に作業して

みて地球規模での取り組みの重要性を、
「肌」で感じたそうです。
＊3年目（2003年）はSARSの影響で中止。

環境情報開示の取り組みについて紹介

従来より、当社ホームページにて環境活動について情報を開示してい
ましたが、さらに2004年度より、環境経営報告書を発行し、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
取り組んでいます。

2003年度より部品やユニットを提供している国内・海外サプライ
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したが、さらに活動を強化するため2005年5月グ
リーン調達合意書説明会を行いました。

2004年7月、（株）富士通研究所・材
料・環境技術研究所の協力を得て、環境
技術キャラバンを実施し、当社開発・設
計部門とのパネルディスカッションを実
施しました。当日は社長をはじめ約150
名の参加があり、今後の環境技術につい
て有意義なコミュニケーションを行うこ
とができました。

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。

グリーン調達活動サプライヤーとのコミュニケーション強化

環境技術キャラバンによる技術交流会を実施

エコリーフ認証（環境ラベル・タイプⅢ）取得中

環境シンボルマーク

▲

環境ラベルによる情報開示

ボランティア活動中
（廃棄物分別中）の和田さんです。



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、ヒューマンインターフェースのNEXTへ


