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2005年度までに生まれた"環境配慮型
富士通フロンテック　環境配慮型製品の紹介 

当社で2005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、リサイクルなどの厳しい環境社内基準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。 

お客さまが商品バーコードの読み取
り操作から精算まで行えるシステム。
お客さまの利便性向上に加え店舗運
用を効率化します。 

セルフチェックアウトシステム 
SCO

在庫管理、重要書類管理やトレーサ
ビリティシステムの運用まで幅広く
対応。複数アンテナが接続可能なア
ンテナ分離タイプは、読取範囲の拡大、
読取り精度の向上を可能にします。 

UHF帯RFIDタグリーダライタ 

重要データの確実なセキュリティ確
保を実現するセキュリティチップを
搭載。金融機関向けに特化した専用
機です。 

データステーション 
UBT－SP2006

手のひら静脈認証システムをカスタマ
イズするための開発キット。センサー
部はスーパーグリーン製品の「小型
手のひら静脈認証装置」で、高い環
境性能を誇ります。 

PalmSecure 
システム開発キット 

UHF帯RFIDは長距離読取りが実現で
き、さまざまな用途に適用可能。登
録申請不要な小電力型で、各種装置
への組込みが可能なモジュールタイ
プです。 

UHF帯RFIDリーダライタユニット 
モジュールタイプ 

モバイルPOS「MultiPad」に接続
して使用する、ハンディタイプの
UHF帯RFIDリーダライタ。製造、物
流、流通での生産・出荷管理などに
活躍します。 

UHF帯RFIDリーダライタユニット 
CFタイプ 

高い認証精度と認証速度、低コスト
化を実現。RoHS指令対応、全成形
部品に植物性プラスチック採用、体
積従来比75%減と高い環境性能を誇
ります。 

POS業界初のエコリーフラベル認証
取得商品。再生プラスチック・植物
性プラスチックの採用、RoHS対応
に加え、優れた省エネ性を実現しま
した。 



製品"

＊CSR：企業の社会的責任  
＊EMS：環境マネジメントシステム 

　 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
極的に取り組んでいます。  
  
　 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EMSで定めています。  
  
　 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。当社
社員のみならず、同じ事業所エリア内で業務す
る方々全員を対象に教育を推進しています。  
　  
　 顧客・消費者 

製品開発は環境配慮型製品を基本として、
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に考慮した、
非常に厳しい環境基準をクリアしたものだけ
がグリーン製品として認証されます。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
化防止対策、CO2削減などの社会的責務を果
たすべく、より高度な製品開発にチャレンジ
しています。 
  
　 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
動の内容について情報を適時公開しています。 
なお、年に1回「環境経営報告書」として
冊子を発行し、お客さまをはじめ一般の方々
へ配布しています。  
  
　 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。  
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、今後も国内、海外への
貢献活動を継続的に推進していきます。  
  
　 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
推進しています。さらに当社の独自性も加味し、
より幅広い環境保全活動を積極的に推進します。 
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環境保全活動のCSR* CONTENTS
2005年度までに生まれた"環境配慮型製品"

ごあいさつ 

地球環境に歓迎されるものづくり、スーパーグリーン製品がその一つ。 

ＳＴＡＧＥ1　設計［ハード］ 

　　　　　　設計［ソフト］ 

ＳＴＡＧＥ2　調達 

ＳＴＡＧＥ3　製造 

　　　　　　品質保証 

ＳＴＡＧＥ4　物流 

ＳＴＡＧＥ5　製品使用 

目標と実績 

製品リサイクル／環境会計 

社会貢献／海外工場紹介／環境コミュニケーション 
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■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」というかたち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ト
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、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、2005年度の富士通
フロンテックの環境活動の実績値です。また、一部
2006年8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） 
皆さまとのコミュニケーションにより環境経営報告
書の第三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。皆さ
ま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　　　　　　　　　2006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 
 
この報告書は、地球環境を考え古紙パルプ配合率100％の再生紙を使用し
ています。また、印刷インキに大豆油インキを使用し、印刷は有害廃液を
出さない水なし印刷で行っています。 

売り場で接客しながら、その場でカー
ド決済までスピーディーに行えるモバ
イルPOS端末。再生可能プラスチッ
クを100％使用しています。 

ワンハンドオペレーションにより片
手で多彩な業務に対応。先進機能を
搭載し、店頭での売価変更や棚卸な
どの在庫管理作業を、確実かつ効率
的に行えます。 

PDAタイプモバイルハンディ 
 MultiPad

モバイルPOS端末 
B-STOREPOWER/M

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。 

現金自動預払機 
FACT-V m10



昨年2月に京都議定書が発効され、地球
温暖化防止についての企業に対する環境負
荷低減要求がますます高まっている状況で、
企業という単位ばかりではなく、社員の一
人ひとりが職場や家庭、地球といった、地
域社会の環境負荷低減活動に取り組んでい
くことが必要不可欠になってきています。
今年4月には、国の環境方針において、環

境基本法に基づく第3次の環境基本計画が
出され、「環境から拓く新たな豊かさの道」
がテーマとして政府から発表されています。
これは、環境的な側面、経済(社会)的側

面といった統合的な向上がうたわれてい
るもので、すなわち環境効率性を高めるこ
とによって、経済活動が大きくなっても環

境負荷が大きくならないようにす
る、いわば環境と経済の好循環
をめざすことで、新たな経済活
動が見い出されることです。

当社が、かねてより取り組ん
でいます環境ビジネスへの貢
献では、「すべてをグリーン
にします」のスローガンに
沿って2005年度に開発さ
れたすべての新製品のグ
リーン化を達成し、さ

らに優れた環境性能をもったスーパーグリ
ーン製品を創出することができました。
また、環境性能の優れた技術やサービス

により、新たな経済活動が生み出されます
が、これは国の基本計画にあります環境と
経済の好循環につながるもので、新たな環
境局面からのアプローチを意識することが
必要とされます。さらに、製品のライフサ
イクルにおけるあらゆる環境局面において
社会のニーズを先取りする技術・サービス
をいち早くピックアップし、提供すること
が重要です。
お客さまがめざす環境性能をいち早く

具体化し提案を繰り返すことで、製品の
価値や評価に新たなジャンルが生まれ、手
のひら静脈認証や電子ペーパー、RFID、
サービスロボットなどのように新しいプ
ロダクトをより多く創出していかねばな
りません。
当社は、これからも「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環境性能を加え、広
く社会の発展に貢献する事業活動と人々の
真の豊かさを追求してまいります。

■ 会社概要 ■ 売上高の推移（連結） 

■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  
　84億5,750万円  
■決算期  
　3月31日  
■代表者  
　代表取締役社長 海老原光博（えびはら みつひろ） 

■主な所在地 
　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 新潟県燕市吉田東栄町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（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） 
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環境配慮型製品は、高い環境技術によって、
環境と経済の両面で、真の豊かさを追求します。

最先端の環境配慮技術は、
環境から拓く新たな豊かさの道。
最先端の技術と、環境への配慮は常に一体、
誰もが安心して使える製品づくりは、「豊かな未来への道」です。

代表取締役社長

3 環境コミュニケーションブック



2006年3月、富士通グループは、海外
関係会社を含めたISO14001環境マネジ
メントシステム（EMS）のグローバル統合
認証を取得いたしました。
「環境」を基盤としたサステナブル経営
とコーポレートガバナンスがより一層強化
されるなか、当社も富士通グループの一員
として、本来業務そのものの環境負荷低減
こそ重要という観点から一歩踏み込み、幅
広い事業で効果的な環境保全を推進してお
ります。2004年以降の事業再編に伴い、
従来主体のハード製品開発・製造に加え、
ソフトウェア事業への環境保全活動展開に
より、ハード面で培った高度な知識・技術
力を活かしながらソリューション製品での
環境負荷低減も強化してまいりました。この
ように、提供するすべての製品のライフサイ
クルをハード・ソフトの両面からサポートで
きる、これが当社の特徴でもあります。
また、企業の社会的責任（CSR）として

「環境コミュニケーションの推進」と「地域
社会への貢献」を2006年度環境方針の重点
テーマとして新規追加いたしました。具体的
には、日常業務から環境情報はガラス張り
とし、本報告書をはじめとしたステークホル
ダーの皆さまに対する積極的情報開示、そし

て地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナ
ス6％」や「CO2削減／ライトダウンキャ
ンペーン」への参加、さらには地域清掃活動
などを実施しています。これらをとおして、
企業としてのみならず従業員一人ひとりの環
境意識もますます高揚してきております。
そのなかで、今年度は第四期環境行動計

画（2004～2006年度）の最終年度にあ
たります。第四期の目標達成はもとより、
現在策定中の第五期環境行動計画（2007
年度以降）では、当社の存続と発展に向け
た可能な限りの長期的ビジョンで設定して
いきます。
さらに今後は海外子会社を含めたEMS構

築へ挑戦し、まさにワールドワイドで地球
環境を保全することが、これからの私た
ちの使命と捉えております。
ユビキタス時代における目ま

ぐるしいニーズの変化と情報ス
ピード化に遅れることなく、
当社のEMSもさらに加速さ
せ、今後もステークホルダー
の皆さまのご期待に添える
よう、また次世代への責任
を果たすべく大いに挑戦
してまいります。

■ 従業員数の推移（連結） ■ 環境経営委員会 ■ 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。 

従業員に配布している 
コンプライアンス指針 
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●写真撮影　鷹羽金蔵 

環境専門委員会 環境経営委員会 

環境管理事務局 

東京環境管理委員会 

新潟環境管理委員会 

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 

ペーパーレス委員会 

化学物質削減委員会 大宮SC/FJFS環境管理委員会 

「当社の特徴を活かしながら次世代のために責任を果たす」
これが私たち一人ひとりの使命です。

常務取締役（環境経営委員長）

富士通フロンテック環境方針 

［ 行動指針 ］ ［ 理　念 ］ 

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。  

当社の活動、製品およびサービスが環境に与える影
響を常に認識し、環境関連法規、規制、その他の要
求事項、自主基準などを順守しCSRを果たします。 

当社の活動、製品およびサービスにかかわる環境影
響評価結果に基づき、汚染の予防および継続的な改
善を図る。  

環境方針を実現するため、環境目的・目標を設定し、
当社の従業員を初めとし関係会社の方々を含む全員
参加で一人ひとりが環境保全に努める。 

 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。 

［ 重点テーマ ］ 

グリーン調達の推進  

製品環境対策の推進（含有規制化学物質の全廃、スー
パーグリーン製品の創出）  

環境貢献ソリューションの推進  

サービス事業の推進  

地球温暖化防止対策の推進（エネルギー消費、輸送
CO2の削減）  

グリーンファクトリーの推進（VOC（揮発性有機化
合物）排出の削減、廃棄物発生量の削減）  

地域社会貢献、環境コミュニケーションの推進 
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ものづくりの原点である素材を見つめ、
世界中から吟味して優れたものをセ
レクトする。製品のスーパーグリーン
化に不可欠な素材選びには、どんな取
り組みがあるのでしょうか。 

部材を受け入れ製品が生まれ、
出荷されていく製造現場では、
すべての工程で環境保全を強く
意識しています。ここでは、工場
の化学物質対策などをご紹介し
ます。 

ものが輸送されるのに伴って生
じるCO2排出。私たちの暮らし
に関わりの深いこの環境問題にも、
次々と新たな取り組みが生まれ
ています。その最前線をご紹介
します。 

物流ステージ 

調達ステージ 

製造ステージ 

製　造 

工場で生まれた製品を自信を持
ってお客さまにお届けし、また
安心してお使いいただくための
品質保証。信頼という品質にこ
だわった、先進的な取り組みが
ここにはあります。 

品質保証 

■ 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 7,638トン ●水  20,552トン 

●エネルギー   
　購入電力 5,888MWh  
　軽油 0k   
　LPG 18.1千ｍ3

●廃棄物 
　総排出量 108.4トン 
　サーマルリサイクル量 40.3トン 
　マテリアルリサイクル量 68.1トン 
　廃棄処理量 0.0トン 

●大気排出 
 CO2 396.5トン 

●排水 20,552トン 

 
●原材料 
　金属 189.2トン 
　プラスチック 8.1トン 

●エネルギー 購入電力 6,669MWh 
 灯油 4.2k   
 ＬＰＧ 11.24ｍ3 
 都市ガス 3.17ｍ3●水 　　　48,845トン 

●廃棄物 
　総排出量 738.4トン 
　サーマルリサイクル量 115.2トン 
　マテリアルリサイクル量 623.2トン 
　廃棄処理量 0.0トン 

 
 ●大気排出 
　CO2 2,801.1トン 

●排水 　　48,845トン 

地球環境に歓迎されるものづくり、
スーパーグリーン製品がその一つ。
地球環境との共生は未来を生きる私たちにとって、何にも増して深く考え
取り組まなければならないテーマです。
ものづくりでは「設計」「調達」「製造」「物流」「製品の使用・リサイクル」と
多くの工程が繰り返されています。
そこに関わる全員がめざす地球環境に歓迎されるものづくりの“今”を
5つのステージに沿ってご紹介します。
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環境にやさしいものづくりは、製品の製造段
階だけではなく、出荷した後の環境負荷まで
トータルに考えなくてはいけません。スーパー
グリーン製品の実現もその一つです。 

ビジネスの効率化によって得ら
れる、環境負荷低減効果とは？ 
目に見えない環境負荷を、数値
で測るためのモノサシもあります。
ここではそうした取り組みを見
ていきましょう。 

環境にやさしいものづくりは、
製品の設計段階から始まってい
ます。何が本当に環境にやさし
いものか、どこまで高いレベル
に挑めるか。その取り組みをお
伝えします。 

■ 本社・東京工場（東京都稲城市） 

■ 新潟工場（新潟県燕市） 

■ 大宮ソリューションセンター（埼玉県さいたま市） 

登録範囲 ： 通信システム、情報処理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 D-51 
登録日 ： 1995年9月12日 
有効期限 ： 2009年3月22日 

ISO14001構成組織明示登録証 登録証付属書 

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
年に大宮ソリューションセン
ターを開設。 

製品使用ステージ 

設計ステージ 

ソフト ハード 

●● 水 2005年度に使用された量 
●● エネルギー 2005年度電力、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 2005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 2005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 2005年度下水道または、河川に排水された量 
●● 大気排出 CO2：2005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 2005年度の輸送業務において燃料消費量より算出 
● 大気排出 2005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×2005年度出荷台数） 
●● 廃棄物 総 排 出 量：2005年度に廃棄物および有価物として処分された量 
  廃棄処理量：2005年度に埋立処分された量 

■ 算出方法 IN （左から順に） 

■ 算出方法 OUT（左から順に） 
物流・販売 使　　用 回収・ 

リサイクル 

 
●エネルギー 
　軽油 502.3k  

 
 ●大気排出 
　CO2 1,326トン 

 
●大気排出 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2 91,504トン 
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製品開発のコンセプトを教えてください。

より多くのお客さまのご要望にお応えで
きる製品づくりをめざしていますが、前機
種のPOSを提供してから5年が経過してお
り、新製品を開発するにあたっては、競争
力をアップするかたちで、次の5つのコンセ
プトを掲げ開発を進めました。

①国内とグローバルの両方に対応
国内向けは一体型かつ小型化を、海外向

けは、CPUパワーとフレキシビリティをよ
り追求しています。
②デザイン・操作性の向上
ディスプレイの枠は、お客さまのお好みの

色へと変更を可能にし、排気孔は見せないこ
とにこだわり、店舗に調和し、親しみやすい
イメージを持たれるように配慮しました。
また、キーボードの構造を見直すことに

より検銭台およびスタンプ台を追加し、使
いやすさにも配慮しています。
③運用面の向上
主要ユニットの前面保守を可能とし、従来

機種に比べ、さらに保守性が向上しています。
④コストダウン
コストダウン設計の推進と、グローバル

な統一購入による数量メリットを活かし、部
材価格の低減化を図っています。
⑤環境面の配慮
使用環境の条件を満足しつつ、環境貢献

材料の採用を図っています。
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環境配慮トップクラスの製品開発に
求められるものとは？

◎エコリーフ認証での取り組み例 

製品分類別に環境負荷（CO2排出量）を算
出するための基準書（PSC*）作成会議を
定期的に実施。 

POS製品一台あたりの製造負荷を調査。 装置を分解し、部品一点一点の質量を測
定し環境負荷を調査。 

エコリーフ環境ラベル作成支援システムに
データを入力。 

商品企画 デザインレビュー 商品仕様化 設計検証 品質検証 反省会 

製品の価値を高めるために、いくつもの方向から環境負荷低減を推進し、当社初となるスーパーグリーン

製品*を開発・提供。さらに、それら製品の特長を正確に伝達することにも注力しています。

STAGE 1 設　　計 ハード 

お客さまのニーズに合った
製品づくりが重要です。

環境配慮トップクラスの製品提供を
いち早く計画し実践しています。

①製品含有規制化学物質対応
部品の採用検討段階から、含有している

化学物質の情報を入手。
製品を構成するすべての部品のRoHS*対

応状況は、社内環境情報システムで管理を
徹底しています。
②消費電力を従来比大幅カット
高性能でありながら、稼動時の消費電力

を低減する省エネ設計になっています。（当
社従来機種比約20%減）
③再生プラスチックの採用
筐体のほとんどのプラスチックに採用す

ることで、省資源化、資源循環型社会に貢
献しています。
④植物性プラスチックの採用
プラスチックは、屋外運用などにより紫

外線を浴び続けると、変色などの問題が生
じます。このプラスチックは環境負荷が少
なく優れていますが、初めての採用になり
ますので、それらの問題に対する評価を十
分に行うことにより、採用することが可能
となりました。

具体的にはどのような内容ですか？

開発当初から、富士通グループで定める、
環境配慮トップ型製品となるスーパーグリー
ン製品化をめざし、次の①～⑤の課題をクリ
アしました。

新製品TeamPoS3000の開発に際し、「環境に
やさしい」コンセプトをどう実現するか、多岐に
わたる部門と協議を行いました。同時にコストバ
ランスの考慮、プラスチック素材の評価を行った
ことは勿論ですが、エコリーフラベルの認定に向
けて、部品レベルの製造負荷算出、寿命となるま
での消費電力量のシミュレーションを行い、従来
の設計手法とは異なる新しい取り組みを行いまし
た。今後も「環境にやさしい製品」の実現に向け
て、新しい技術・手法を追求し続けます。

ガイド：流通事業本部システム事業部
第一技術部 POSプロジェクト課長

山本　一郎

植物性プラスチックは赤で囲った部分に採用



他のスーパーグリーン製品も教えてください。

手のひら静脈認証装置も、数々の環境配
慮トップクラスの要素を備えた、スーパー
グリーン製品として提供されています。
◎関連URL
http://jp.fujitsu.com/solutions/
palmsecure/

取り組み内容をどのように社会へ発信して
いますか？

インターネットを通した情報開示や環境ISO
ラベル*により、製品の環境情報を下記Web
サイトでお客さまに積極的に開示しています。
◎関連URL
http://retail.fujitsu.com/jp/products/
teampos3000/

また、富士通の販売推進部門のご協力を
いただき、カタログ上に当製品の特徴につ
いて掲載しています。

それでは、今後の目標を教えてください。

さらなる製品の差別化をめざし、模索し
ているところです。たとえば、光触媒技術
を利用して、人が触れる部分を常に清潔に
保つ工夫が考えられます。
他には、消費電力の削減推進です。本体

CPUのみならず、IO機器も低電力化をめざ
します。
これらのことを踏まえ、一歩進んだ製品

を提供できるようにすることが、当面の目
標です。

⑤POS業界初のエコリーフ*認証
エコリーフ認証を取得

するには、製品を構成す
る、すべての部材の環境
負荷を算出することが必
要であり、すみずみまで
分解し質量を測定するこ
とによって、データを得
ました。
また、海外から購入し

ているユニットなどの製造に関わる環境負
荷については、メーカーの協力を得てデー
タ取得を実現しています。
◎下記URLご参照
http://www.jemai.or.jp/ecoleaf/
prodbygrp_BY.cfm

なお、エコリーフ認証取得に関しては、富
士通の関係各位にご指導、ご協力をいただ
き、取得実現に至っております。
これらの課題に取り組んだ結果、当社初

のスーパーグリーン製品「TeamPoS3000」
は、環境保全に関する優れた製品であると
して評価され、富士通グループの「環境大
賞」も受賞しました。
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用語解説

スーパーグリーン製品
富士通グループの「グリーン製品」への適合を前提
条件とし、「省エネ」「3R設計・技術」「含有化学物
質」「環境貢献材料・技術」「環境負荷低減取り組み」
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あり、自社製品また
は、市場製品との比較において極めて優れた製品お
よびシステムをいう。
また、環境負荷低減取り組みや環境技術、環境ラベ
ル対応等は、外部団体による受賞または第三者機関
により認定された製品およびシステムも該当するも
のとする。

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､電気・電子機器に、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、
閾値を超えて含有してはならない（適用除外項目は
除く）。

環境ISOラベル-タイプ
タイプⅠ：企業・団体が申請した製品の環境要素を

第三者機関が認証したもの。
※財団法人日本環境協会認定
http://www.jeas.or.jp/

タイプⅡ：製品の環境要素について企業・団体が独
自に表示するもの。

タイプⅢ：製品のライフサイクルにわたる環境負荷
を分析し、定量的に示したもの。
※社団法人産業環境管理協会運営
http://www.jemai.or.jp/JEMAI_DYNA
MIC/index.cfm

富士通グループでは包装箱やカタログ等に環境ラベ
ルを表示しています。

エコリーフ
資源採取から製造、物流、使用、廃棄、リサイクル
までの製品の全ライフサイクルを通じての環境負荷
データを定量的に表示できる、環境ISOラベルタイ
プⅢのラベル。

PSC
Product Specification Criteria（製品分類別基準）
エコリーフで公開される情報が、その製品が属する
分野（製品分類）ごとに、比較可能な情報開示であ
るための前提として作成される統一基準。

スーパーグリーン製品 

環境配慮 
トップ型製品 

グリーン製品 

環境配慮強化型製品 

「富士通グループ環境大賞」受賞風景

先進性を持った当社独自の
製品提供が今後の目標です。
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トータルに環境負荷を低減する
アプローチとは？
ソフト・サービスのライフサイクルを通じ、お客さまの環境負荷低減を環境貢献

効果として二酸化炭素排出量に換算し、可視化して提供します。

STAGE 1 設　　計 ソフト 

◎環境貢献ソリューションでの取り組み 

商品企画の段階で念入りな仕様
の検討を繰り返し実施。 

機能設計はもちろんのこと、環境
負荷低減を加味して多種にわたり
開発・設計。 

企　画 開　発 評　価 

機能評価と環境負荷低減評価を
合わせ、漏れのない充分な評価
を繰り返し実施。 

ソフト開発の拠点を教えてください。

当社は、従来のハード主体のビジネスに
新たにソフトウェア事業を加え、ハードの
開発からソフト・サービスの提供まで一貫
した新体制を構築し、2005年2月1日より
運用を開始しました。拠点は、埼玉県さい
たま市に開設した大宮ソリューションセン
ターと群馬県前橋市の子会社㈱富士通フロ
ンテックシステムズです。

ソフト・サービスによる環境負荷低減とは
どんなものですか？

当社が提供するソフト・サービス（ITソ
リューション）において、その導入前後の
環境負荷低減効果について、富士通で定め
た規定で定量的に測定し、一定基準の効果
を満足させることです。その規定には8つ
の環境影響要因があり、モノ（たとえば紙）
の消費量、倉庫スペース、IT・ネットワー
ク機器電力消費量などがあります。当社に
あてはめると、e-文書法への対応やTCO*
低減のニーズのもと、セキュリティやイメー
ジ処理技術を採用した電子ファイリング、
イメージワークフロー、印鑑照合など、ペー
パーレスによる資源の削減および倉庫（保

管スペース）の効率化で人・モノの移動量
を減らし、間接的にCO2排出を削減してい
ます。
一方、ATMやPOS、サーバやPCなどの普

及に伴い、IT・ネットワーク機器消費電力の
面では、環境負荷が増大します。
ソフト・サービスによる環境負荷低減と

は、このように環境負荷の増減をトータル
で把握し、当社が提供するソフト・サービ
ス（ITソリューション）のライフサイクル
全体で低減効果が出るよう対応していくこ
とです。

ITプロダクトのLCM（ライフサイクルマネジ

メント）をトータルにサポートするソフトウ

ェア事業において、このステージでは環境貢

献ソリューション*を中心に紹介します。

ITプロダクトのハード開発・製造、
システム開発・運用・サービス体制を提供。

ITソリューションの立場から、
環境負荷低減をいち早く計画し実践。

用語解説

環境貢献ソリューション
環境影響評価手法に基づき評価し、二酸化炭素排出削
減効果が一定基準を上回る商品を「環境貢献ソリュー
ション」として認定しています。現在の基準値は15％
以上です。

●環境貢献評価手法の概要
ITソリューション商品の導入によって、お客さま
の環境負荷がどれだけ低減されるかを定量的に評
価する手法です。
・ITソリューションの潜在的な省エネ・省資源効
果に、業務効率化等の効率化効果を含めて、IT
ソリューションの導入による環境貢献効果を評
価します。
・環境負荷増加要因と環境負荷削減要因の両面か
ら評価し、総合的な環境貢献効果を明示します。
・環境負荷を二酸化炭素排出量に換算して評価し
ます。この手法は富士通研究所の開発によるも
のです。

●環境貢献評価手法の考え方
ITソリューション商品の導入効果を、“環境のモノサ
シ”を用いて“環境効果に換算”することです。
たとえば、お客さまに対して、ペーパーレス・作業
効率向上・生産性向上等の導入効果を数値で提示し
ますが、これを二酸化炭素排出量を指標とした環境
負荷に換算し、可視化して提供しています。

＊上記資料は富士通㈱よりのご提供です。

出典:http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/solutions/

TCO（Total Cost of Ownership）
企業情報システムを導入・運用する際にかかる直接・
間接の費用

どんな取り組みを実践しているのですか？

富士通グループでは、環境貢献ソリュー
ション認定制度を設けています。これは提
供するITソリューションについて、環境負荷
低減効果が一定基準を満足するものに対し
認定する制度で、当社はその認定を受けた
商品の創出に取り組んでいます。
PalmSecure（手のひら静脈認証装置）

を搭載した銀行ATMでは、「日本初のATM
の統合アウトソーシングサービス」として
認定、また「百貨店向けPOSシステム」な
どでも認定を取得しています。
今後も、お客さまをトータルにサポート

するLCM（ライフサイクルマネジメント）
ビジネスの拡大を視野に入れ、環境負荷低
減に努めてまいります。

ガイド：ソリューション事業本部 産業・公共・基盤
ソリューション事業部長

和田　政彦
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全世界に通用する調達スタイルとは?

人と地球の安全を環境側面からサポートするスーパーグリーン製品の創出は、環

境性能をグローバルな視点で捉え、常に一歩先行くグリーン調達とローコスト調

達の両立で支えています。

STAGE 2 調　　達 

◎海外調達での立ち上げ 

デザインレビュー 海外立ち上げ 国内工場入荷 

海外調達性（コストおよび品質・環境）を
考慮したデザインレビューの実施。 

海外ベンダーに対しベアボーン調
達に向けた説明および指導の実施。 

量産第一ロットが新潟工場に入荷
し検査を実施。 

グリーン調達活動の成果はどのように出て
いますか？

当社は、富士通グループが定めた「グリー
ン調達基準」に基づき、環境負荷低減活動を
積極的に行っているサプライヤーからの調
達を推進しています。
調達の範囲も、プロダクト（材料、部品、ユ

ニット、付属品や梱包材、設備など）、およびソ
フト・サービスなど全領域におよんでいます。
さらに2005年度は工場で使用される副

資材などの含有規制化学物質対策にも力を
入れ、重複図番などの整理・統合を同時に
実施しました。
具体的には、グリーン調達説明会を数多

く実施し、基準にうたわれているグリーン
調達の要件*に適合したサプライヤーから調
達を推進しました。
2006年から、これら基準の遵守と維持

体制の監査を継続して行っています。
このような環境法規制の強化に対応する

管理体制確立の結果、2005年度のグリー
ン調達率は96.4％に達しました。

情報をお互いの国の立場で納得するまでコ
ミュニケーションし、グローバルな基準と
して確認しあうことが、パートナーシップ
として重要であると認識しています。
さらに、このグローバルな基準の引き上げ

が環境性能の向上につながり、新たなスーパー
グリーン製品創出に貢献すると考えています。
富士通グループ第四期環境行動計画最終

年度にあたり、2006年度はグリーン調達
率の目標を100％に置いており、グローバ
ルな調達基準の浸透にスピードを上げて取
り組んでいます。

グローバルな連携に対しては、どのように
取り組んでいますか？

サプライヤーとのグローバルな連携を強
化するため2005年12月、FDTP、FFTS
あわせて55社の出席を得てグリーン調達合
意書説明会を実施しました。
これは、グローバルな視点で、国内、海

外ともに同じ基準で評価することを意味す
るものです。すなわち、デザインレビュー
の段階からサプライヤーとのコミュニケー
ションの充実を第一に考え、環境法規制の

私たち、ローコスト調達統括部は、富士通グ
ループの一員として、スーパーグリーン製品の
開発に調達面から全面サポートし、地球環境保
全において、全世界に通用するグローバルな調
達スタイルの確立をめざしています。とくに、
フィリピン・中国での調達が拡大するなかで、
海外サプライヤーの育成が重要課題であり、ス
ピードをあげ取り組んでまいります。

「グリーン調達率100％」が
2006年度の目標です。

サプライヤーとの連携強化の
取り組みを国内から海外へシフト。

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
たサプライヤー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
いるサプライヤーからの調達を推進しています。
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Ⅰ：環境保全活動の自己チェックと目標設定
レベルⅡ：富士通簡易版EMS（FJEMS）の認証取得
レベルⅢ：ISO14001等の第三者認証取得

●環境負荷が少なく含有規制化学物質を含まない納
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。

顧
　
　
　
客 

含有規制化学物質対応の枠組み 

富士通フロンテック株式会社 

⑦社内製造工場 
定期監査 

③サプライヤー体制確認 

①非含有を要求 

②適合証明 

④法適合 
確認 

⑤承認 

購買部門 

⑧出荷検査 

出荷 

納入 

⑥受入検査 

製品事業部門 サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー 

品質保証部門 法適合判断 

サプライヤーグリーン調達合意書説明会
FDTP（フィリピン）2005年12月

有害物質非含有
要求共通仕様書

説明会資料表紙

材料起因障害に関する
品質保証共通仕様書

グリーン調達基準

富士通グループグリーン調達のホームページ
URL：http://procurement.fujitsu.com/jp/green.html

ガイド：事業推進本部
ローコスト調達統括部長代理

猿山　隆司
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製造現場で「化学物質対策」はどのように
行われているの？

◎部品受入から出荷までの主な製造工程 

検査工程では、メーカーから納入された
部品の品質を検査。 

組立工程は、必要最小限のスペースと人
員配置により、省エネルギーにも貢献。 

試験工程は、組立て不良の撲滅と製品品
質を保証。 

出荷保証された製品は適切に梱包し、お客
さまのもとへ出荷。 

ユニット組立 部品受入検査 装置組立 試　　験 出荷保証 梱包・出荷 

常にお客さまの視点に立ち、コンプライアンスと環境リスクマネジメントを重要視する。それがものづく

りに携わる私たち全員の責務です。

STAGE 3 製　　造 品質保証 

製造ラインでは、たとえば、試験設備の効率
稼動による省エネルギー化、ペーパーレス推
進による紙くず発生抑制、脱脂・洗浄剤では、
環境負荷の小さい溶剤への代替によるVOC削
減など、各ラインが主体的に活動しています。
環境保全活動は、製造現場のあらゆる工程で
配慮されています。

製造工程での環境負荷低減活動にはどのよ
うなものがありますか？

グリーンファクトリー（環境配慮型工場）
推進のためには、製造現場においても、地
球温暖化防止や化学物質対策は重要な課題
です。
工場内では含有化学物質対策の専門委員

会を設置し、RoHS指令への対応を積極的に
推進しています。とくに部材調達先におい
ては、各サプライヤーと連携を密にし、積
極的に取り組んでいます。
製造工程で使用する副資材（清掃剤や脱

脂剤）でも随時環境負荷の小さいものへ切
り替えを行い、それにより2006年4月施行
された改正大気汚染防止法（VOC規制）を
遵守するため、自主削減計画を策定し含有
規制化学物質削減に取り組んでいます。

ほかにも取り組んでいることがあれば教え
てください。

製造ラインで使用する化学薬品は用途を
問わず、購入・使用・廃棄の全領域で数量
の管理を行うため、専用格納箱での保管管
理を徹底し、環境汚染の未然防止に努めて
います。
また、環境省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、夏はクール ビズ運動、冬はウォーム ビ
ズ運動を実施することで室温管理を徹底し
ています。製造フロアでも地球温暖化防止
は重要な取り組みテーマの一つです。

廃棄物削減も重要なテーマです。当社では
2004年度末に、産業廃棄物のみならず、浄
化槽汚泥などの生活系一般廃棄物を含めたす
べての廃棄物リサイクル化を実現し、「廃棄
物ゼロエミッション化」を達成しました。
その後のステップとしては、廃棄物発生

量の削減に取り組み、なかでも、各種帳票
類の電子化によるペーパーレス化は、占有
率の大きい紙くずの発生抑制に貢献してい
ます。また、製品出荷時に使用する梱包・
包装資材は、極力廃棄せずにリユース（再
利用）を促進しています。

お客さまからの信頼を高める
製造現場を実現しています。

ガイド：システム製造本部
生産管理統括部長代理

黒岩　勝彦

各フロアの廃棄物一時置き場には、社内の分別基準に則り表
示し、3R化を促進。

含有規制化学物質は専用ラインで、化学薬品は専用の格納箱
で、品名・数量が厳重に管理されています。
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製造した製品をお客さまに安心してご使用い
ただくため、RoHS指令などの対外規制に対
し、遵守と確実な管理が不可欠となります。
部材受入検査工程はもとより、組立工程での
副資材使用や生産オペレーションでの含有規
制化学物質排除のため、保証システムを構築
し、徹底管理のもと出荷保証しています。

矢　　俊行

品質を保つためにどのような取り組みを行
っていますか？

RoHS指令をはじめとした製品に関する
国内外の化学物質含有規制強化により、当
社はRoHS保証システム*を構築しました。
当社の製品をお客さまに安心してご使用

いただくため、製品有害物質全廃委員会を
設置し、社内全体で活動を行っています。
さらに専門のワーキンググループとして、

副資材WG、品質保証WG、生産オペレーシ
ョンWG、プリント板PbフリーWGなどを
新設し、よりハイレベルな製品保証の実現
に取り組んでいます。

徹底した社内管理体制により
確かな品質保証を提供しています。

具体的にはどのようなことですか？

①非含有保証体制の構築
設計から出荷まで、すべての段階で非含

有保証体制を構築し運用しています。また、
内部監査を実施し、有効に機能しているこ
とを検証しています。
②受入検査
受入検査工程では、含有規制化学物質の

含有量を確実に把握することが必要です。そ
のため、携帯型蛍光X線分析装置*により含
有物質を分析し、非含有を検証しています。

これは、継続的に実施され、毎ロットの部
材を検証します。
③サプライヤーの監査
すべてのサプライヤーと協力して非含有

保証体制の構築を推進しました。当社内部
にサプライヤー監査組織を新設し継続的な
監査を実施しています。
④中間検査および出荷検査
中間製造工程および完成品の最終出荷段

階でも、分析検査を実施することで非含有
を検証し、お客さまへ品質の高い製品をお
届けしています。

現在は、EU向け製品をはじめとし、すべ
ての出荷製品への含有規制化学物質全廃を
目標に活動推進しています。

RoHS指令に対応するため、作業台や部品棚も専用化し、色
と表示で徹底識別。

RoHS保証システムは、製造工程で使用する工具や副資材も
すべて識別管理され、各製造ラインに表示。 携帯型蛍光X線分析装置による部品受入検査工程。

メーカーからの納入品受入検査工程での立会い。

ガイド：品質保証本部
第一品質保証統括部長

用語解説

RoHS保証システム
EUのRoHS指令を遵守するため、当社製品の構成に
関わる部品、部材、副資材等に含有する規制化学物
質における管理体制や、適合確認の枠組みを確立さ
せた社内の保証システム。

蛍光X線分析装置
試料にX線を照射し、発生する蛍光X線のエネルギー
を分析することで、試料を構成する元素の種類や含
有量を調べる装置。とくに最近のEUにおける特定有
害物質の使用制限（RoHS指令）等に対応している。
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CO2削減のための輸送システムとは？

輸送CO2削減対策を通じてリードタイムの短縮、輸送コストの削減の面でも効果

を上げたいと考えています。

STAGE 4 物　　流 

物流工程における環境配慮はどのような方
法で行っていますか？

物流に関する環境対策としては（1）輸送
CO2排出量の削減、（2）改正省エネルギー
法*への対応、（3）梱包材のグリーン調達、
省資源化の3つの活動を推進しています。

（1）輸送CO2削減の活動
まず、ドロップシップ化*の実現によって

輸送自体の削減ができ、併せてCO2削減が
可能になりました。
これは海外工場から直接製品をお客さま

に出荷する方式です。従来、主要製品の生
産方式は海外工場で製造したユニットを日
本国内に輸送し、組立てを行い完成品とし
た後でお客さまへ配送していました。これ
を、海外工場で完成品とし、海外工場から
お客さまに直接配送する方式に切り替え、
2005年10月から実施しています。輸送そ
のものを削減していますので、CO2削減に
大きな効果が得られます。
次に、サプライヤーとの間で巡回便*を設

定しました。
従来、部品の納入については、各サプラ

イヤーと当社工場間で個別輸送していまし
た。これを、サプライヤー間を専用トラッ
クが巡回し、部品を収集する方式に変更し
ました。当社工場とサプライヤーを3つの地
区にグループ分けし、カンバン方式に連動
してトラックが巡回収集することで効果が

は、バッテリー消費の問題からエンジン停止
に消極的な状況がありましたが、運送業者と
の協力体制によりバッテリー対策を推進し、
エンジン停止状態での荷物の積み下ろし作業
ができるようになりました。

（2）改正省エネルギー法への対応
法改正により輸送トンキロ、CO2排出量

の管理が必要になりました。2006年4月の
施行に先行して、2005年度からCO2排出
量の実績を集計しています。輸送CO2削減
対策を通じてリードタイムの短縮、輸送コ
スト削減の面でも効果を上げたいと考えて
います。改善のためにはお客さま、サプラ
イヤー、富士通グループ会社との協力体制
が必要不可欠です。ステークホルダーの皆
さまとともに、CO2削減活動を積極的に推
進していきます。

（3）梱包材のグリーン調達、省資源化対策
を推進

梱包緩衝材として発泡スチロールとダン
ボールを組み合わせて使用していますが、発
泡スチロール部分をダンボールによる緩衝
構造に変更し、石油資源の利用削減と併せ
コスト削減を図っています。

向上。これにより燃料のムダな消費をなく
し、CO2削減に貢献しています。また、他
社との共同配送についても具体的な施策を
計画しています。
さらに、積載率の向上にも取り組みを強

化しています。
製品出荷時にトラック便の積載率を確認

し、目標積載率を下回らないよう監視を行
っています。
加えて、アイドリングストップを徹底して

います。
従来、ゲート車による荷物の積み下ろしで

ものづくり革新活動と一体になった
「輸送CO2削減活動」を推進しています。

京都議定書、改正省エネルギー法などの法規
制により、輸送CO2削減は従来にも増して積
極的な取り組みが必要になってきています。
ものづくり革新活動と連動した活動の取り組
み強化、コストダウンメリット検証、情報の
精度向上などの課題に継続して取り組んでま
いります。

用語解説

改正省エネルギー法 
一定規模以上の輸送業務委託先
および輸送を委託する荷主に対
し、輸送CO2削減を義務付ける
法律。特定業者、特定荷主はCO2
排出量削減について計画と実績を
毎年、行政に報告が必要。 
特定荷主：3000万トンキロ/
年以上。 

ドロップシップ化による輸送CO2削減 部品輸送の巡回便　［a～h社：部品サプライヤー］ 

組立て、試験 

ユニット 完成品 
出荷 

完成品 
出荷 

海外工場 

国内工場 

お客様 

出荷指示 

海外工場 

国内工場 

お客様 a社 b社 

当社 

c社 d社 A地域 

e社 f社 g社 h社 

各サプライヤー 
毎に部品輸送 

地域別に巡回便 

a社 b社 c社 

B地域 e社 f社 g社 
（当社は特定荷主対象外ですが、富士通 
 グループとして活動） 

d社 

当社 

h社 

より環境負荷の少ない梱包資材を推進
（発泡スチロール部分をダンボールに変更）

ガイド：事業推進本部業務推進統括部
物流企画部製品管理課長

今村　敏
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製品使用時の環境配慮とは、
どういうこと?
環境配慮型製品の開発を推進することにより、2004年度から新規に開発・販売

する製品は、すべて環境配慮型製品となりました。

STAGE 5 製品使用 

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、今までみてきたステージの活動

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、右記のよ
うなステージで管理しています。
当社では、これら環境性能の情報開示を

推進し、お客さま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、
2005年度にエコリーフ・タイプⅢ環境ラ
ベルを取得しました。
エコリーフによる製品環境情報*の詳細は

下記URLにて公開されています。
http://www.jemai.or.jp/ecoleaf/prodby
grp_BY.cfm

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年度からの開発製品はすべてグリーン製品です。
これをベースに、さらに業界トップレベルの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）の創出を推

進し、2005年度に2機種を出荷することができました。

スーパーグリーン製品環境情報

●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 

製品環境グリーンアセスメントの実施（全機種） 

●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（VOCの削減含む） 
●副資材の素材管理 

グリーンファクトリーの推進 

●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 

梱包材の環境負荷低減 

●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 

製品リサイクルシステムの活用 

●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 

省エネ化推進 

●グリーン調達率の拡大 

グリーン調達の推進 

開
発
・
設
計 

調 

達 

製 

造 

物
流
・
販
売 

使 

用 

回
収
／
再
利
用 

素
　
材 

加
工
・
組
立
・
検
査 

梱
包
・
流
通 
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回
収
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廃
棄 

TeamPoS3000

PalmSecure



目標 実績 

［トン（t）］ 

［年度］ 

250

200

150

100
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180

124
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33 31

10 6 00

■ 環境パフォーマンスデータ〈2005年度〉 

第四期環境行動（2004～2006年度） 

テーマ 取り組み項目 

環境マネジメントシステムの全社統合 

含有規制化学物質の全廃  
（但し、除外申請機種は除く） 
※RoHS指令部材適合率 

1 環境経営の強化 

グリーン調達の推進  
※グリーン調達比率 2 グリーン調達の推進 

生産性効率の向上  
※2004年度実績比率 

7 グリーンファクトリー 
の推進 

エネルギー消費CO2排出量の削減-Ⅰ  
※1990年度実績（4,689t-CO2）比率 

エネルギー消費CO2排出量の削減-Ⅱ  
※2000年度実績（5,197t-CO2）比率 

輸送CO2排出量の削減  
※2000年度実績（1,390t-CO2）比率 

廃棄物発生量の削減  
※2003年度実績（911t）比率 

廃棄物総排出量の削減  
※2005年度実績（832t）比率 

揮発性有機化合物（VOC）排出量の削減  
※2000年度実績（2,803kg）比率 

環境貢献ソリューションの提供 4 環境貢献ソリュー 
ションの提供 

スーパーグリーン製品の提供 

3 製品環境対策の推進 

環境コミュニケーションの推進 

修理業務での着荷品質の向上 

コールセンターでのワンストップ率の向上 5 サービス事業の推進 

6 地球温暖化防止対策 
の推進 

8
地域社会貢献、 
環境コミュニケーション 
の推進 

地域社会貢献の推進 

■ 2005年度の目標と実績 

廃棄処理量の推移 1

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 

電力使用量の推移 2

消費エネルギーの98％を占める電力使用量の削減 
・2005年度に新設した大宮SC/FJFSは含まれません。 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

［MWh］ 

［年度］ 

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

39

86

14,045 13,750

11,984 11,625
12,755

11,230 11,331
10,282

10,856 10,766 10,573 10,721

ペーパーレスの推進（用紙購入量の削減）
 ※2000年度実績（5,023千枚）比率 

インプット 

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  

購入電力 A重油 灯油 軽油 LPG 都市ガス 

エネルギー使用量 水使用量［t］ 

アウトプット 
エネルギー消費に伴うCO2排出量［t-CO2］ 

排水量［t］ 

化学物質 
取扱量［kg］ 

工場 

 
本社・東京 
新潟 
大宮SC 
FJFS(前橋) 
合計 

工場 

 
本社・東京 
新潟 
大宮SC 
FJFS(前橋) 
合計 

4,052 
6,669 
501 
1,335 
12,557

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

0.00 
4.20 
0.00 
0.00 
4.20

0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.04

18.14 
11.24 
0.00 
0.00 
29.38

0.00 
3.17 
0.00 
0.00 
3.17

15,213 
24,670 
－　 
5,339 
45,222

0 
24,175 

0 
0 

24,175

－ 
85.7 
－ 
－ 
85.7

1,649.2 
2,714.3 
203.9 
543.5 
5,110.9

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

0.0 
10.6 
0.0 
0.0 
10.6

0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1

112.1 
69.4 
0.0 
0.0 

181.5

0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
6.7

15,213.0 
48,845.0 
－　  

5,339.0 
69,397.0

廃棄物［t］ 
マテリアルリサイクル サーマルリサイクル 埋立処分量  

50.6 
623.2 
4.3 
13.3 
691.3

27.0 
115.2 
－   
13.3 
155.5

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
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目標と実績
「富士通フロンテック第四期環境行動計画」の中間年度にあたり、目的
達成に向け積極的に活動推進しました。

過去5年間または6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。

パフォーマンスの推移

当社は富士通グループの一員として、富士通グループ第四期環境行動計画（2004～2006年
度）に沿って目的･目標を設定し、環境活動を推進しています。2005年度はその中間期にあたり、
その目標達成に向けた施策を積極的に推進しました。
とくに社内の環境経営強化（各拠点独自EMSの統合、新規開設拠点のEMS構築）、製品の環境

対策（スーパーグリーン製品開発、含有規制化学物質対策）を積極的に活動推進しました。

2005年度環境目標は概ね計画値を達成しております。
●環境経営の強化

富士通グループ統合EMS拡大審査において、大宮ソリューションセンターのISO14001認証
登録を完了。また、海外関係会社のうち、子会社である富士通先端科技（上海）有限公司は
ISO14001認証を取得しています。今後は、他の海外関係会社2社が認証取得予定。

●製品環境対策の推進
製品環境対策では環境配慮でトップの要素を持つ「スーパーグリーン製品」を2件開発し、そ

のうち、POS（TeamPoS3000）においては業界初エコリーフ認定を取得、再生プラスチック
採用、植物性プラスチック採用、消費電力を従来比大幅カット、製品含有規制物質対応を実現しま
した。本製品は、富士通グループ内の環境貢献賞として、大賞を受賞。また、RoHS指令の含有規
制化学物質対策では当社独自のデータベースシステム（Earth）を構築し、一点一点の部材管理を
行っています。さらに、受け入れ検査ではRoHS指令の6物質含有量を部材毎に検査するため、蛍
光Ｘ線分析装置を導入し、徹底した検査体制を構築しました。

●環境貢献ソリューションの提供
従来はハード面を中心とした活動でしたが、今後はライフサイクルビジネスを拡大し、環境貢

献ソリューションの開発を推進いたします。
●地球温暖化防止対策の推進

地球温暖化防止のために、継続してCO2削減活動を推進するとともに、2006年度は輸送CO2
削減について活動展開いたします。

●グリーンファクトリーの推進
化学物質削減についてはVOC削減を推進するため、専門委員会を新設しました。2006年度

より削減対策を推進いたします。

概　　要

総括と今後の課題



測定値 

7.1～8.3 

6.7～54 

5＞～110 

＜0.01 

＜0.02 

2.9～44 

＜0.003 

＜0.02 

5＞～19

測定値 

＜0.0005 

＜0.002 

＜0.01 

＜0.0005 

＜0.003 

＜0.001 

＜0.002 

＜0.0002

法基準 

0.0005 

0.01 

0.05 

不検出 

0.03 

0.01 

0.02 

0.002

法基準 

5.7～8.7 

300 

300 

0.1 

0.1 

120 

0.03 

0.2 

220

■ 環境パフォーマンスデータ〈2005年度〉 本社・東京工場 

水質（下水） 単位：［mg/  ］ 土　　壌 単位：［mg/  ］ 

目　標 

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 

実　績 総合評価 目　標 

目標と進捗状況 

●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 

●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 

●海外関係会社の環境マネジメントシステム構築  
●2007年度以降、海外関係会社を含めたISO14001グローバル統合認証取得 

◎ 

○ 99% 96% 100% 2007年度以降、100％継続 

－ － － 各製造ラインで生産性2倍 

◎ 8%削減 5%削減 9%削減 10%削減 11%削減 12%削減 13%削減 

◎ 17%削減 14%削減 18%削減 19%削減 20%削減 21%削減 22%削減 

－ － － 6%削減 7%削減 8%削減 9%削減 10%削減 

◎ 4%削減 
25%削減 

（廃棄物ゼロエミッションは2004年度で達成） － － － － － 

－ － － 1%削減 2%削減 3%削減 4%削減 5%削減 

◎ 24%削減 35%削減 37%削減 38%削減 39%削減 40%削減 41%削減 

－ － － 24%削減 27%削減 30%削減 33%削減 35%削減 

－ － － 3件 2007年度以降、毎年3件以上 

◎ 1件 2件 1件 2007年度以降、毎年1件以上 

◎ － 

－ － － 作業工程内品質の向上推進 

－ － － 顧客業務代行の推進 

△ 100% 69% 100% 2007年度以降、100％継続 

○ － 

●地域清掃活動実施  
●ライトダウンキャンペーン参加  
●チーム・マイナス6％参加  
 （クール ビズ・ウォーム ビズ） 

●環境経営報告書の発行 ●環境経営報告書の発行 

●地域清掃活動実施  
●ライトダウンキャンペーン参加  
●チーム・マイナス6％参加  
 （クール ビズ・ウォーム ビズ） 

化学物質使用量（トルエン）の推移 3

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 

化学物質使用量（鉛）の推移 4

PT版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 

用紙購入量の推移 5

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 

［kg］ 

［年度］ 

250

200

150

100

50

0
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

［kg］ 

［年度］ 

125

100

75

50

25

0

［万枚］ 

［年度］ 

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

215 120

66
1,175 1,150 1,077 1,056

2,024 1,989

1,214 1,158

932 921

382 325
7 4 2 2 2 2 1 0.2

191

97

66

31
20

11 11
3 3

総合評価　◎：目標を十分に達成  ○：一部未達はあったもののほぼ達成  △：達成率が70％以下 

項目 

PH（水素イオン濃度） 

BOD（生物化学的酸素要求量） 

SS（浮遊物質） 

カドミニウムおよび化合物 

鉛および化合物 

全窒素 

シマジン 

チオベンカルブ 

よう素消費量 

項目 

水銀および化合物 

鉛および化合物 

六価クロム化合物 

ポリ塩化ビフェニル 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

測定値 

＜0.0004 

＜0.002 

＜0.004 

＜0.1 

＜0.0006 

＜0.0002 

＜0.001 

＜0.002

法基準 

0.004 

0.02 

0.04 

1 

0.006 

0.002 

0.01 

0.01

項目 

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

1,3-ジクロロプロペン 

ベンゼン 

セレンおよび化合物 
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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。これは国
内7カ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。
これら回収・再資源化業務のプロ

セスにおいて、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・分解の容易性を追及し、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。

法人のお客さま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4カ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「富士通グループ第四期環境行動計
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）
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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への取り組み、今後の予定

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

富士通東日本 
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 

富士通首都圏相模原 
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 

富士通首都圏綾瀬 
リサイクルセンター 

富士通九州 
リサイクルセンター 

中部支店 
（愛知県名古屋市） 

東北支店東北支店（宮城県仙台市）（宮城県仙台市） 東北支店（宮城県仙台市）

関西支店関西支店  
（大阪府大阪市）（大阪府大阪市）  

関西支店 
（大阪府大阪市） 

九州支店（福岡県福岡市） 

リサイクルセンター：全国7カ所 
本社・支店：全国5カ所 

本社本社・・  
営業本部営業本部  
本社・ 
営業本部 

電子化した解体マニュアルの表示例

製品リサイクル
当社では、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することにより
安全な製品リサイクルを実施しています。

発生費用は5億1,991万円、効果合計は2億184万円、費用対効果は
38.8％、概要は以下のとおりです。
（1）環境コスト
2005年度は環境配慮型製品の研究開発費において前年度より大幅な増加

があり、とくに環境法規制対応による含有規制化学物質対策などで、前年比
3.5倍となり、大幅な対策投資をしています。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活動の拡大によるもので、とくに含有規制化学物
質対策では蛍光X線分析装置を導入し、RoHS指令対策の強化を図りました。
（2）効果
グリーン製品の研究開発費が前年度に比べさらに増加したことにより、

環境配慮型製品の売上全体に占める割合は、46%となりました。2004年
度に導入した環境情報システム「Earth」は、含有規制化学物質対策におい
て取扱量の急激な増加があり、大きな効果が表れてきました。
（3）今後
含有規制化学物質対策は、今までの継続的な活動はもとより、さらに

グローバルな環境法規制に対応し、リスク低減に向けた活動を加速する
ため設備導入を積極的に行い、環境にやさしい企業活動を推進します。

2005年度は、上期末、および年度末の計2回、第三者による環境会
計審査を受査し、問題のないことを確認いただきました。

環境会計の費用対効果

環境会計審査を受査

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。

■ 費用と効果の推移 

■ 2005年度 環境会計実績 

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 

111,544 

102,771

90,985 

129,555

144,948 

153,385

257,330 

189,867

519,910 

201,841

費用 

効果 

公害防止 

地球環境保全 

資源循環 

大気汚染防止、水質汚濁防止等 

省エネルギー、地球温暖化防止等 

廃棄物処理、資源の効率的利用等 

廃棄製品リサイクル、グリーン購入等 

ISO14001、環境教育、環境広報活動等 

製品への環境配慮技術の研究等 

環境保全団体への寄付、支援等 

土壌、地下水汚染の修復等 

上・下流 

管理活動 

研究開発 

社会活動 

環境損傷 

主な範囲 項目（費用・効果） 費用 前年比増減率 

事
業
エ
リ
ア
内 

32,166 

12,371 

76,785 

121,322 

10,335 

71,422 

316,832 

0 

0 

519,910

106.2% 

123.5% 

116.6% 

114.3% 

215.1% 

124.6% 

355.9% 

 

 

202.0%

－ 

－ 

小　計 

合　計 

［単位：千円］ 

［単位：千円］ 

環境会計審査（2005年12月 新潟工場） 
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本社・東京工場　集合写真 新潟工場　集合写真 FJFS 集合写真

FFTS（中国）は2005年
度にISO14001認証を取
得しました。

FDTP（フィリピン）・FKM（韓国）でも認証取得に向けて活動中です。

上海：FFTS

フィリピン：FDTP 韓国：FKM

本社・東京工場屋上 FLEXSIGN

■新潟工場ショールームに環境コーナーがオープンしました。

■本社・東京工場屋上、電光掲示板（FLEXSIGN）にて環境保全活
動の動画コンテンツを発信しています。ISO14001認定証

FFTS：2005年5月

「富士通グループ・マレーシア・エコ・フォレストパークプロジェクト」
2005年11月23～28日
場所：マレーシア　サバ州
参加者：海津武彦さん、和田信也さん

マレーシアでは、焼き畑農業、商業伐
採、パームオイル・プランテーションな
どで森林が消失し、その再生が大きな課
題となっています。当社労働組合は富士
通グループによるボランティア植林活動
に参加し、消失した森林復活のため、と
もに活動しました。

［2005年度］
プリペイドカード：1,238枚
切手：171ｇ

植林活動を行っているNGO「（財）緑の
地球防衛基金殿」に使用済みプリペイド
カードなどの寄付を実施しました。

社会貢献活動の紹介［美化活動］

社会貢献
当社は毎年、地域の美化活動を実施し今年で10周年を迎えました。当社の関係会社も含めて今後も継続して実
施いたします。

ボランティア活動の紹介 ① ボランティア活動の紹介 ②

環境マネジメントシステム

海外工場紹介
当社100％出資関係会社の3社は、フィリピン・韓国・
中国において、当社グループ製品を製造しています。

環境コミュニケーション
当社の環境配慮型製品や環境活動をさまざまなメ
ディアを通じてより広く社会に発信しています。

お問い合わせ先
◎ 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



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


