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2007年度に生まれた"環境配慮  型製品"
富士通フロンテック　環境配慮型製品およびソリューションの紹介

当社で2007年度に開発された製品はすべて環境配慮型製品です。
省エネ、省資源、リサイクルなど厳しい環境社内基準をすべてクリアし、環境配慮型製品　　として認定されます。
新たにソフト部門の環境貢献・配慮ソリューション商品も環境配慮型の商品として登録　　されます。

通帳プリンタ
ALEX

金融機関の店舗内で使用される通帳プリン
タ。伝票への印字及びイメージ読み取りも可
能で、誤印字防止機能も備えています。

モバイルハンディ
Patio 300 

プリンタの高速化や耐環境性の向上など、従来
機種を大幅に強化。また、持ちやすさを徹底追
求したスリムな小型軽量モバイルハンディで、
従来機種より質量を13%抑え、環境負荷低減
に大きく貢献しています。

世界で初めて、カラー電子
ペーパーを採用。いったん
表示した内容を保持するのに
電力を消費せず、書換時も
ごくわずかの電力のみで
省電力化を実現しました。 

医療機関向けの医療患者誘導システム。医師
が端末を操作することで、表示盤に該当する
患者さんの番号が表示されるため、看護師の
作業負荷が軽減されます。

環境貢献ソリューション認定商品

医療患者
案内表示システム

スーパーグリーン製品

ユビキタス・コンテンツ・ブラウザ
FLEPia

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1,000万画素。
データ再現性の高さが
特徴です。 スーパーグリーン製品

オーバーヘッドリーダ
3G-OHR

モバイルハンディ
TeamPad7500Ws 

A4サイズでありながら軽量、大画面化を実現
し、一画面で多くの情報を表示することが可能
です。また、無線LAN内蔵により、シンクライア
ント環境下で、さまざまなアプリケーションに対
応します。

セルフチェックアウトシステム
SCO

来店されたお客さまご自身で、商品登録から
お支払まで楽しくチェックアウトできます。
お客さまサービスに注力するために、店舗人員を
効果的に配置することができます。

通帳証書発行機
PIM2007 

通帳、証書の自動発行機能および複数通帳の
一括記帳機能で業務の効率化が図れ、かつ管
理も可能な装置です。

PalmSecure 
手のひら静脈認証PCログインキット

マウスと静脈センサーを一体化させた省スペー
ス運用が可能なマウスタイプセンサーです。
手のひら静脈認証にてPCログインが可能となり、
セキュリティの高いマウスです。

量販店向けのＰＯＳシステムです。複数店舗の
ストアサーバ機能を本部に集約し、リアルタイ
ムでの売上管理や他システムとのスムーズな
連携を実現します。

環境貢献ソリューション認定商品

量販店向けＰＯＳシステム
GlobalSTOREⅢ

＊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CSR CONTENTS

■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をつなぐ製品・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、大宮ソリューションセンターと、株
式会社富士通フロンテックシステムズなど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、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および
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、2007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2008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第五号を
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、読みやすい内容となるよう努めてまいります。
発行　　　　　　　　　2008年9月
発行責任者　　　　　　経営執行役常務　　  利根廣貞
企画・編集責任者　　　  環境管理センター　   梅本順悦

2007年度に生まれた"環境配慮型製品"

ごあいさつ

環境イノベーションの幕開けです（ＥｃｏＴour）

ＳＴＡＧＥ1　設計［ソフト］

　　　　　　設計［ハード］

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／エコ２コスト活動／環境会計

社会貢献／海外グループ会社紹介／環境教育・環境コミュニケーション 
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この報告書は、「適切に管理された森林」から切り出された木材を使って作られた紙
を使用しています。また、印刷インキに有機溶剤が1％未満のノンVOC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。

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順守
することをＥＭＳで定めています。

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。

4　 顧客
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、大変厳し
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や環境貢
献・配慮ソリューション商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、より水準の高い製品開発に
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。

6　 社会貢献活動
マレーシア・エコ・フォレストパークや中国など
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。

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
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。

　 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順守し、

「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社員一人ひとりが積極的に
取り組んでいます。
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富士通フロンテック環境方針

理　念 行動指針 重点テーマ
当社は富士通グループ環境方針を順守し、『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、社会の維持可
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行きます。

製品のライフサイクルを通じ、全ての段階におい
て環境負荷を低減する。
当社の活動、製品及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、自主基準等を順守しCSR を果た
します。
当社の活動、製品及びサービスにかかわる環境
影響評価結果に基づき、汚染の予防及び継続的
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、当社の社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。

製品・サービスの環境価値向上
　1）スーパーグリーン製品の開発
　2）環境効率ファクターの向上
　3）環境貢献・配慮ソリューションの開発
地球温暖化防止対策
　1）エネルギー消費 CO2 排出量の削減
　2）物流・輸送 CO2 排出量の削減
　3）VOC 排出量の削減
　4）廃棄物発生量の削減
グループガバナンスの強化
リスクマネジメントの強化
環境社会貢献
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今年 7 月、富士通グループは地球環境問
題の解決に向け、富士通グループが果たすべ
き役割と方向性を示した、中期環境ビジョン

「Green Policy 2020」を策定しました。
その中で、「創造」「協働」「変革」の 3 つを

キーワードに、自らと社会の環境イノベーショ
ンを起こすことで、低炭素で豊かな社会の実
現を目指すことを掲げています。当社も富士
通グループの一員として、2020 年の将来を
見据えて具体的な方針、目標を設定し地球環
境保全活動を進めてまいります。
「創造」につきましては、梱包状態のまま、

大量物品を一括読み取りする事で流通業務の
大幅な効率化を実現する RFID タグシステム
やさまざまな分野・用途（電子書籍、電子新
聞、電子広告媒体、会議用資料など）でペー
パーレス化に貢献するカラー電子ペーパー
FLEPia など、環境問題を配慮した製品を開
発してまいりました。

今後はさらに、製品の環境へのライフサイ
クルアセスメントを重視した革新的先端テク
ノロジーを創出してまいります。
「協働」につきましては、お客さまやパート

ナー（お取引先）などとの協働をグローバル
な視野で推進します。昨年 2007 年 11 月に
はフィリピンで ATM ユニットを製造してい
る FDTP が富士通グループの海外孫会社とし
て、初めて ISO14001 を認証取得しました。
これはFDTPだけでなく、協働する現地のパー
トナーすべてが連携できた結果です。現在、
他の海外工場への認証拡大も推進中です。

さらに国内外を問わず、お客さまとの間で
はさまざまな形での協働を積極的に展開して

います。当社のハード面 / ソフト面から一括
対応できる特長を活かし、お客さまの要求に
柔軟に対応し、共に成長すべき製品を実現し
ていきます。
「変革」につきましては、富士通グループ

の方針・動向に合わせ、当社のすべての企業
活動において、事業構造・プロセスを低炭素
化の観点で見直すと共に、企業の社会的責任

（CSR）を果たすために社員一人ひとりが認
識を持って行動いたします。

一例として、設計〜製造・購買〜お取引先
間との図面・仕様書類の電子化連携、電力の
見える化による CO2 削減方策、地下水観測井
戸の増設による環境測定の強化などを今年か
ら運用開始しています。

私たちは、ステークホルダーの皆さまの
ご期待に応えるよう、また、次世代へ
の責任を果たすべく、確かな足取り
で地球環境保全活動を進めます。

 経営執行役常務
（環境経営委員長）

今年は京都議定書の第 1 約束期間（2008
年から 2012 年）のスタート年度であり、温
室効果ガスの排出量削減に向けた具体的な取り
組みの成果が求められます。

さらに 7 月に開催された洞爺湖サミットで
は「2050 年までに世界全体の温室効果ガス
排出量を現状から半減する」といった目標を
共有することが宣言され、世界の共通認識に
なりました。

21 世紀は更なる豊かな社会の実現に併せ地
球環境の保護が大命題となってまいります。

そのような社会情勢の中、当社は今まで取り
組んできました環境配慮型製品および環境貢

献ソリューション商品の創出をさらに開発ス
ピード、技術力を向上し、その取り組みを
加速してまいります。

今、私たちは開発から設計、部品調達、
製造、出荷からリサイクルまでのすべ
ての生産プロセスに関わるステージ
で、低炭素化活動を進めています。

一例として、当社が開発しました
UHF 帯 RFID タグ付きリライタブ
ルシートをトヨタ生産方式の納入
指示【かんばん】に用いた部品
供給管理システムを構築し、新
潟工場とお取引先との間で 3
月より運用しております。

本システムにて納品時に
開梱することなく、パ
レットに載せたまま
の状態で納入部品の
一括同時読み取り
を実現しました。

これにより受入作業工数削減、物流時間の短
縮が図られ、大幅な効率化が進みました。また、
リライタブルシートの情報を書換える事で紙伝
票の発行を電子化し、ペーパーレス化も実現し
ています。

商品開発においても、2007 年度は環境貢献
ソリューション商品を目標の 2 倍以上創出し
ております。今後も培った環境技術・ノウハウ
を活用し、お客さまのご要望に合わせ、環境負
荷低減に結びつく環境配慮型商品を提供してま
いります。

また、私たちは業界トップランナーとして環
境技術の追求と質の向上のためには、【社員一
人ひとりの学習】と【組織としての学習】が不
可欠と捉えており、環境問題や法規制に関わる
啓蒙教育を積極的に取り組んでいます。

さらに、環境問題を理解し地球環境にやさし
く（CO2 削減）する事は、そのまま省エネ活
動につながる事から、当社ではエコロジー（環
境・省エネ）とエコノミー（費用削減）を組み
合わせたエコ 2 コスト活動を全社活動として
展開し、常に社員一人ひとりが環境問題を意識
しながら行動するようにしています。

今後も私たちは環境と共生できる豊かな低炭
素化社会の実現に向け、お客さまとともに取り
組んでいきます。

「創造」「協働」「変革」の 3 つをキーワードで、自らと社会の環境イノベーションを起こし、
低炭素で豊かな社会の実現を目指します。

社員一人ひとりが、エコロジーとエコノミー
の両立を目指し、環境イノベーションに挑戦。

低炭素化社会の実現に向け、
高い環境技術によって社会に貢献します。

確かな足取りで
地球環境保全活動を進めます。

代表取締役社長 

■ 会社概要 ■ 売上高の推移（連結） ■ 従業員数の推移（連結） ■ 環境組織 ■ コンプライアンス指針
■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

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。
また、上記方針を踏まえ、
「内部統制システムの整備
に関する基本方針」を制定
し、経営の適正を確保する
とともに業務の効率化を図
り、企業価値の持続的向上
に努めております。

■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番地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
　大阪ソリューションセンター
　　〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番53号
　　大阪東京海上日動ビルディング8階
■子会社（国内・海外）
　株式会社ライフクリエイト（LC）
　富士通フロンテックカストマサービス株式会社（FFCS）
　株式会社富士通フロンテックシステムズ（FJFS）
　FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES（フィリピン）（FDTP）
　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）（FFTS）
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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

環境管理事務局

東京工場環境管理委員会
新潟工場環境管理委員会
大宮SC/FJFS環境管理委員会

85,171

102,903

87,040 85,551

106,700 106,717

53,809

2,023
2,165

2,868 2,805 2,854

3,149

2,075

グリーンプロダクト委員会
グリーン調達委員会
含有規制化学物質対策委員会
廃棄物削減委員会
省エネ委員会
化学物質削減委員会
環境会計委員会

※ISO14001の組織上、大阪SCと関西支店はそれぞれ東京工場、大宮SC/FJFSの下位組織と
して活動しています。ただし、熊谷サービスソリューションセンターおよびその他の各支
店は、富士通（株）と同一事業所のため、それぞれの事業所組織で活動しています。

新潟工場環境管理委員会

社員に配布している
コンプライアンス指針
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●● 水
●● エネルギー
●　 エネルギー
●　 製品素材
●　 原材料

●● 排水
●● 大気排出
●　 大気排出
●　 大気排出

●● 廃棄物

2007年度に使用された量
2007年度電力、油、ガスの消費量
輸送による燃料の消費量
2007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）
2007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

2007年度下水道または、河川に排水された量
CO2：2007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）
2007年度の輸送業務において燃料消費量より算出
2007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×2007年度出荷台数）
総 排 出 量：2007年度に廃棄物として処分された量
廃棄処分量：2007年度に埋立処分された量

■ 事業活動のマテリアルバランス ■ 算出方法 IN （左から順に）

■ 算出方法 OUT （左から順に）
開発・設計 調　　達 製　　造 物流・販売 使　　用 回収・

リサイクル

●製品素材
　（グリーン製品のみ）
　CO2 13,997.6トン●水  20,604トン

●エネルギー  
　購入電力 6,356MWh
　軽油 0.1k  
　LPG 　 　19.3トン

●廃棄物
　総排出量 129.3トン
　サーマルリサイクル量 61.0トン
　マテリアルリサイクル量 68.3トン
　廃棄処分量   0トン

●大気排出
 CO2 2582.1トン

●排水 20,604トン

●原材料
　金属       195.9トン
　プラスチック  4.1トン

●エネルギー 購入電力 6,874MWh
 灯油 3.8k  
 ＬＰＧ 13.2トン
 都市ガス 5.1千ｍ3

●エネルギー
　軽油 470.5k  

●水 　　　38,214トン

●廃棄物
　総排出量 813.7トン
　サーマルリサイクル量 190.9トン
　マテリアルリサイクル量 622.8トン
　廃棄処分量 0トン

●大気排出
　CO2 1,242.0トン

●大気排出
　CO2 2,858.2トン

●大気排出
　（グリーン製品のみ）
　CO2 107,084.3トン●排水  　38,214トン

環境性能を評価するための品質
保証システムは、世界基準で、
日々進化し続けています。その
現場を見ていきましょう。

物流輸送はモーダルシフトを
導入し、地球温暖化防止に取
り組んでいます。自動車輸送
との関係を見てみましょう。

■ 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）

■ ISO14001登録証
登録範囲 ： 通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・
　　　　　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

■ 大阪ソリューションセンター（大阪府大阪市）

包む、運ぶ

作る、組み立てる

ＩＴ機器のトータルライフサイクル評価によ
り環境貢献ソリューション認定を取得した
商品を見てみましょう。

使う、再利用する

サプライチェーンをより強
固なものとするためにお取
引先への説明会などパート
ナーシップを大切にしてい
ます。

集める、吟味する

ＡＴＭによるソリューションを通
して、環境イノベーションを迎え
た金融サービスステーションへ
の取り組みをお伝えします。

創る、描く

環境性能の向上をもたらす重
点テーマと格闘する日々。生れ
てきた製品を紹介しています。

先進的なグリーンファクトリー
実現のため、モノの流れの効率
化と共に、緑による癒し空間の
充実にも取り組んでいます。

ハードソフト

製　造品質保証

大阪東京海上日動ビルディング8階

明治安田生命さいたま新都心ビル13階、21階

各ステージの新たな技術が起こす環境イノベーション。
サステナブル社会を支える人と技術の「今」を伝えます。

地球環境をグリーンにするための
環境イノベーションの幕開けです。
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STAGE1 設　計 ソフト

インストールサービス 自動機トータル
アウトソーシング

百貨店向け
POSシステム

証明書自動交付
システム（Conbrio-J）

インターネット対応
POSシステム（Jstore）

ベッドサイド
システム

GlobalStoreⅢ
システム

医療患者案内
表示システム新中古車せりシステム

2004年度 2005年度 2007年度2006年度

環境貢献ソリューション認定商品（下記は認定されたシステムで使用しているハードウェアによるシステムのイメージです。）

部署名の ATM とは何の略なのでしょうか ?
当社の主力商品である、現金自動預払機（ATM，

Automatic Teller Machine）の略語で、紙幣
や硬貨、通帳、磁気カードなどの受入口、支払い
口を備え、お客さま自身が操作することで現金の
支払いや入金取引などができる機械を指していま
す。最近は、金融機関の他に小売店や公共施設に
も設置され、現金を介さない取引にも幅広く利用
され進化し続けています。宝くじなどの購入申込
みもその一例です。

なお、ATM のことを金融機関の店舗に設置さ
れている場合は「自動機」、その他の小売店や公
共施設に設置している場合は、「店舗外」と呼称
することが多いようです。

ATM ソリューション商品の特長を教えてくだ
さい。

ATM は、IT 分野では特定分野向け製品に分
類されます。現金を扱うメカニカル（アナログ）
な部分と金融商品としての数値を扱うデジタル
な部分とがネットワークで結ばれ、即時に勘定
が完了するといった三位一体の商品です。ハー
ドウェアとソフトウェアとが一体となった制御
により、お客さまのご要望に素早く対応できる
よう、容易なカスタマイズ性と機能拡充に力を
注いだ商品（パッケージソフト）を取り揃えて
います。

また、最先端のセキュリティ技術やユニバーサ
ルデザインといった、高度の技術が要求されてい
るのも特長のひとつになります。

例えば、スキミングによる磁気カード偽造など
の高度化する犯罪に対する本人確認方法として、
豊富な稼動実績を誇る「手のひら静脈認証装置」

は、ビルトイン式でスマートな小型センサーを搭
載することで実現しています。この手のひら静脈
認証装置は、非接触方式であることから衛生面で
も好評です。

さらに装置前面の下部を凹形状のラウンド

ボディにしたことでつま先が当たらずに装置前に近
づきやすくなり、車椅子のお客さまも横付けできる
よう配慮しました。その他にも多数のセキュリティ
とユニバーサルデザインの特長を持っています。

環境側面から見た場合の ATM の特長を教えてく
ださい。

当社の RoHS 指令対応 ATM 最新機種である

FACT−V model20 は、2006 年度にスーパー
グリーン製品に認定されております。

ドレスチェンジ機能で、改造を伴う機能拡張
の際は、廃却部材削減の追求と省資源化を両立
させ、環境にやさしい構造を実現しています。
またプラスチック部材や塗装においても環境に
やさしい新技術を使うことで、廃棄時の環境負
荷抑制が可能になり、リサイクル率 90% 以上
となっています。

人とインターフェースするあらゆる
局面で、環境を見つめています。

環境配慮したソリューション商品はどんなものが
ありますか ?

ATM ソリューション事業部からは、2007 年
度に、環境配慮ソリューション商品として登録し
た「自動機監視システム：CCMS Ⅲ sp」があり
ます。遠隔地から ATM の稼働状態を監視・制御、
操作の履歴情報の蓄積・参照、ATM 利用者から
の電話問い合わせの受付けなどを行う ATM 監視
センター向けのパッケージソフトです。

環境面から見たらどんなメリットがありますか ?
ソリューション商品を環境面から評価する

手法※2 として、環境影響評価※4 があります。
環境影響要因※ 5 を各カテゴリで見た場合、「モ
ノの消費」では、紙ベースのジャーナル（帳票）
から電子式のジャーナルに進化し、媒体（帳票紙
など）とそれらの管理を容易化することでランニ
ングコストと廃棄物の削減に大きく貢献していま
す。「人の移動」では、ATM のリモート制御に
より、現金在高の確認が可能となり警送隊の出動
回数を削減できます。「モノの移動」では、取り
忘れ媒体の返却がリモートで可能なため、店舗外

への移動が減少するとともに迅速な対応により、
お客さま満足度の向上も図れます。「オフィスス
ペースあるいは、倉庫スペース」では、紙ジャー
ナルの電子化により保管スペースが大幅に削減さ
れます。

ビジネスは、ライフサイクル※3 を通して環境
影響評価を行うことで、人の移動や媒体の扱い方
などに、削減の余地があることが判ります。

2007 年度環境貢献ソリューション※1 認定商品
について教えて下さい。

2 件提供することができました。
まず、流通事業本部において、量販店向け

POS システム「GlobalSTORE Ⅲ」が、複数店
舗のストアサーバ機能を本部に集約し、リアルタ
イムでの売上管理や他システムとのスムーズな連
携を実現しています。

産業公共基盤ソリューション事業部では、医療
機関向けの医療患者誘導を実現するシステムとし
て、医師が医療患者案内表示システム端末を操作
することで、表示盤に該当する患者さんの番号が
表示されるため、誘導にあたる看護師の作業負荷
が軽減されると同時に、待合室スペースも削減す
ることができました。

環境貢献ソリューション認定商品は、どこに開示
していますか ?

環境貢献ソリューション認定商品は、富士通グ
ループで下記 URL から公開しています。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/
solutions/

その他の環境配慮ソリューション商品を教えてく
ださい。

2007 年度は、CCMS Ⅲ sp の他に 4 件、計
5 件と目標の 2 倍を創出しました。

流通事業本部の、ファーストフード業様向け「次
期店舗システム」が、店舗運用業務の効率化 / 上
位システムとの連携を行うシステムとして、効率
化 : 取引時間を約 10% 短縮し、省資源化 : 電子
媒体化で紙資源を約 30% 削減しました。

また、セルフチェックアウトシステム（SCO）
と呼ぶ、買物客が自身で商品のバーコードを読み
込ませ、チェックアウトを行うセルフ型 POS に
より、店員 1 人で 4 台のレジを監視することが
でき、有人レーン POS に比べて人員及び時間、
スペース削減の面で優れた効果を実現しました。

金融ソリューション事業部の印鑑検索システム

「シールマスタ」では、金融機関向けの印鑑デー
タをセンターに一括保有し、ネットワークを通じ
て全店どこからでも印鑑検索が可能となり、人や
モノの移動量が大幅に減少しました。

産業公共基盤ソリューション事業部の大手都市
銀行様向け「リモートメンテナンス更改」では、
運用管理（資源配付）を実現するシステムとして、
ライブラリ資源のリモート管理により、省スペー
ス、省電力、ロジスティクス面で効果を発揮して
います。

アプリケーションソフトウェアを
標準化、新サービスへの迅速な対応
を実現。

 
2008 年度の環境貢献・配慮ソリューションに
ついて目標を教えて下さい。

2008 年 度 は 3 件 の 目 標 で す が、6 件 が
計画されています。このうちの 1 件、金融ソ
リューション事業部の電子ファイリングシステム

「SecureFiling AE」が、環境配慮ソリューション
商品としてすでに登録されています。

今後の、ATM について教えて下さい。
ATM ソリューション事業部は、お客さま

により近い場所へ SE を配置するために東日
本と西日本に拠点（大宮 SC/FJFS 前橋開発
センター , 大阪 SC）を置いて、ATM のパッ
ケージソフトやアプリケーションソフトウェア
を開発しています。先ほどの CCMS Ⅲ sp や
WebATM の開発は、各拠点と連携し合いなが
ら進めています。

次世代の ATM は金融サービスステーション
と呼ばれ、変革（イノベーション）の時期に
あります。当社は、これまで各 ATM ベンダー
が個別に開発した ATM ソフトウェアを Web
アーキテクチャーで標準化し集中管理すること
で、運用コストの低減を実現させ、新たな金融
サービスを迅速かつ低コストで提供していきま
す。さらに、ATM をご利用されるお客さまと
ATM を運用される係員・警送隊の皆さまの操
作性、安心性やセキュリティの向上と、環境影
響の軽減を図るための細かな心遣いを一つひと
つ積み重ね、より人と環境に優しい ATM を実
現していきます。

ATM という最先端の
テクノロジー。

用語解説

●※ 1：環境貢献ソリューションと
　　　　環境配慮ソリューション
・環境貢献ソリューションは、認定制度、定量評価（詳細）
・環境配慮ソリューションは、登録制度、定量評価（簡易）

●※ 2：環境影響評価手法の考え方
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・作業性効率向上・生産性向上などの導入
効果を数値で提示しますが、これを二酸化炭素
排出量を指標にした環境負荷に換算し、可視化
して提供しています。

●※ 3：ライフサイクル

●※ 4：環境影響評価の方法

●※ 5：環境影響要因

泉　久信
私たち ATM ソリューション事業部では、ハード・
ソフトをセットで提供できる強みを活かし、ハー
ド・ソフト一体となって環境にやさしいソリュー
ション開発に努めています。ATM を利用されるお
客さまの要求によりご利用控えを印字、あるいは、
各 ATM のジャーナルデータをセンタサーバに集約
し電子化するなど、お客さまの運用（紙の消費、人
の移動、スペースなど）を含めた環境影響の軽減
を図っています。今後も細かな心遣いを一つひと
つ積み重ねて、環境貢献を追求し続けます。

ソリューション事業本部
ATM ソリューション事業部長

環境貢献ソリューション

環境配慮ソリューション

裾野拡大

IT導入効果 IT導入による“環境”効果

環境改善のご提案

ペーパーレス
効率化向上
生産性向上
品質向上
業務改善
スピードアップ
コスト削減 など

グラフ化

［評価指標］
二酸化炭素排出削減率（量）

数値化

環境の
モノサシ

環境負荷（二酸化炭素排出量）

企 画 開 発 運 用 廃 棄
［お客さま］

ソフト・サービスのライフサイクル

ITソリューション導入例ITソリューション導入前

モノの消費量
人の移動量
モノの移動量
オフィス・スペース
倉庫スペース

機器電力消費量
データ通信量

CO2削減効果

CO2減少CO2
排出量 トータルで

CO2削減
CO2増加

環境影響要因DB
評価ツール

（アルゴリズム）

評価

環境影響要因 CO2排出量算出に必要な基礎データ

それぞれの基礎データをCO2排出量に換算
（消費量×二酸化炭素換算係数）

物の消費量 紙、CD、書籍など
人の移動量 航空機、電車、バス、自家用車など
物の移動量 小型トラック、営業用トラック、鉄道貨物、航空貨物など
オフィススペース 一人あたりのスペース、サーバ機器スペースなど
倉庫スペース 普通倉庫、冷蔵倉庫など
IT・ネットワーク機器電力
使用量 IT・ネットワーク機器の消費電力

ネットワークデータ
通信量 ネットワークを流れるデータ量（LAN内のデータ量も含む）

廃棄物発生量 ・製造段階で廃棄処分される物の発生
・使用後に廃棄される物の発生

出典元 : 富士通株式会社
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/solutions/

環境貢献・配慮ソリューションは、省資源・省エネ・省スペースなどの
細かい心遣いと最新の環境技術により、さらに魅力ある商品へと進化し続けます。

ネットワークがもたらす、金融サービス
ステーションの環境イノベーションとは?
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第五期環境行動計画（2007 年度～ 2009
年度）では、企業経営にインパクトを与える今後
の社会動向や、第四期環境行動計画までの進捗状
況を踏まえ、ハード開発分野においても、重点的
に取り組んでいくべき課題が富士通グループとし
て挙げられています。

重点テーマには何がありますか ?
ひとつは、「スーパーグリーン製品」※1の適
用拡大です。
新規開発したグリーン製品のうち、「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がトップグ
ループレベルである「スーパーグリーン製品」
の比率を、2009 年度末迄に AV20% 以上
にする目標を設定し、環境に配慮した製品開
発をさらに強化し、製品の差異化と競争力強
化を図ります。
もうひとつは、環境効率ファクター※2の向上です。
従来、製品のライフサイクル全体を通した環境
負荷を把握するためには、LCA手法を実施して
きました。
しかし、より環境に配慮し性能の向上が図られ
た製品であるかを表現するために、2007 年度
からは製品の価値向上の要素を加味し、2つの要素
を取り入れ同時に評価できる「環境効率ファク
ター」を導入しています。
新規開発するグリーン製品は、2005年度製
品と比較して環境効率ファクターを算出します。
当社のような特定分野向け製品においても、より
環境負荷を低減し 2009年度末迄に AV1.2 を
目指します。

どのような製品が生まれましたか ?
携帯情報端末分野において、世界で初めてカ
ラー電子ペーパー※3を採用したユビキタス・コ
ンテンツ・ブラウザ「FLEPia」がスーパーグリー
ン製品として認定されています。

電子ペーパーを採用す
ることで、一旦表示した
内容を保持するのに電力
を消費せず、また、書換
時に消費する電力も極わ
ずかであるため、従来の
液晶ディスプレイでは不
可能だった省電力化を実
現しました。

現在どのような製品を開発されていますか ?
金融市場向けの中で、主要な顧客チャネルであ
る営業店窓口端末のスーパーグリーン製品化を目
指し、数々の施策に取り組んでいます。
環境配慮要素は「省
エネ」「3R設計」「含
有化学物質」「環境
貢献材料」と広範囲
の適合を狙いますが、
環境効率ファクター
も同時に大幅な向上
を目指しています。

今後の予定について教えてください。
環境問題への対応策として、IT機器への要求も
増してきております。温暖化防止策、化学物質管理
など多岐に渡りますが、それらを確実なものとします。
富士通グループ環境行動計画の実践はもとより、
持続可能な循環型社会を築けるよう、環境性能を追
求した製品・サービスを幅広く提供していきます。

製品の価値向上と環境負荷低減を同時に考慮し、環境性能の向上をより高めた
製品を提供します。

環境性能の向上を目指し、
新たに追求するものとは ?

用語解説

●※ 1：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、「省エネルギー」「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
慮要素がトップグループレベルである品。

●※ 3：カラー電子ペーパー
限りなく紙に近い電子的な表示媒体。
【主な特徴】・曲げることが可能
　　　　　 ・メモリ性があって超低消費電力
　　　　　 ・薄くて軽い
　　　　　 ・カラーで明るい

●※ 2：環境効率ファクター
環境負荷を低減しながら価値の向上を目指す、
持続可能な発展の指針となりえる指標。

環境効率 =

ファクター :新規製品と基準となる製品（2005年度対象）
　　　　　　の環境効率の比。

STAGE1 設　計 ハード

営業店製品開発における取り組み例
企　画 仕様検討 試作評価

具体的な仕様決定段階。
要求事項を満たすための検討がされる。

試作機評価段階。
仕様通りの性能を満たしているか確認
する。

企画段階。
多方面からの要求事項を検討する。

システム事業本部長代理
今村　洋

システム事業本部は、金融 / トータリゼータ / 表
示システムなど公共性の高いシステムを開発して
います。環境性能の向上を率先し、また、その技
術的価値を社会に認知して戴くことが重要です。
商品企画段階より省エネ、環境貢献材料 /技術や環
境効率ファクターの高い目標を定め、各DR工程で
のチェック /検証により着実に開発を推進し、スー
パーグリーン製品として環境貢献と、より競争価
値のある製品提供に努めていきます。

FLEPia

営業店窓口端末

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）

価値の向上度
環境負荷の削減度

新たな環境行動計画では、
過去の延長線上にある問題を
意識して取り組んでいます。

環境性能を追求した
製品提供を推進します。
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サプライチェーンは「守り」と「攻め」の両立で、
グリーン調達の質、そして環境性能が向上します。

新たなグリーン調達の
フェーズとは ?

富士通グループのグリーン調達とは ?
当社は、富士通グループが定めた「グリーン調
達基準」※1に基づき、環境に配慮した部品や製
品を優先してお取引先から購入するグリーン調達
活動を推進しています。

お取引先のグリーン調達とは ?
ビジネスを推進していく上で ISO14001
の認証取得など環境マネジメントシステム
（Environmental Management System、以下
EMS)の構築が不可欠な条件となっています。
当社では、サプライチェーンにおける環境負荷
の低減をさらに進めるために、すべての調達品の
グリーン調達適用を目指しています。
お取引先に対してEMS構築や指定有害物質全
廃などの協力を得ながら、各種調査票などにより
取り組み状況を確認し、基準を満たしていない
お取引先に対しては、購買部門が窓口となって、
EMS の構築・運用・定着化まで、サポートを行っ
ています。

お取引先におけるグリーン調達の要件を教えてく
ださい。
 第五期行動計画がスタートした2007年度よ
りサプライチェーンにおける環境活動を強化し、
さらにお取引先の環境活動を支援するため、グ
リーン調達の要件を明確にしています。
すべてのお取引先に対し、環境マネジメントシ
ステム（EMS）の構築をお願いしています。

さらに、富士通グループ製品の構成部材または
OEM製品を納入するお取引先については、EMS
の構築に加え富士通グループ指定化学物質の
規制遵守、および製品含有化学物質管理
システム（Chemical substance Management 

System 、以下CMS）の構築をお願いしています。

2007年度の実績はどうでしたか ?
2007 年度は、部材系お取引先が運用する
EMSレベルⅠ※2 を対象に、60%以上をレベ
ルⅡに移行運用する目標に対し、年度末までに目
標を達成しました。お取引先のご協力に感謝して
おります。

今後の目標は ?
2008年度のEMSレベルアップは、昨年の実
績をさらに上回る85%以上を目標としています。

新たなテーマはありますか ?
2008年 7月に、製品に対するグローバルな
環境規制の動向などを見据えて、コンプライアン
スの観点からグリーン調達基準の一部見直しを行
いました。
今後は、EMSのレベルアップを通してお取引
先に対してさらなる環境負荷低減活動の質の向上
を図っていきます。
EMSも CMSも「守り」の部分ですが、環境
法規制など徐々に質の向上と迅速な対応が求めら
れており、源流管理を柱とする管理体制の構築を
お取引先とともに展開していきます。
また、今後の新しいテーマとして「環境技術に
よる製品価値向上」が掲げられており、お取引先
が持っている環境技術に関する先駆的な材料や技
術を採用し、製品の付加価値を向上させ、スーパー
グリーン製品の提供などに結びつけていく「攻め」
の活動も行っていきたいと考えています。

環境マネジメントシステムの
レベルⅡが調達の条件に。

グリーン調達
お取引先に求めるグリーン調達の３つの要件

■ＥＭＳ構築
　・第三者認証取得（原則）
　・第三者認証取得までの暫定として、FJEMS（富士通独自EMS）を構築
■指定化学物質の規制遵守
　・含有禁止物質の非含有　　　　 ・含有管理物質の記録管理
　・包装材含有禁止物質の非含有　・製造時使用禁止物質の不使用
■ＣＭＳ構築
　・JGPSSI推奨ガイドラインに基づく管理体制の構築
　・お取引先に対する源流管理強化と支援　・含有化学物質調査への協力
　
※1:製品構成部材またはOEM品を納入するお取引先が対象

指定化学物質
の規制遵守※1
要求内容強化

ＣＭＳ構築※1

新規追加要求

EMS構築
要求内容強化

グリーン調達のフェーズは
 「守り」から「攻め」へ。

STAGE2 調　達

「グリーン調達基準」を基に
活動しています。

用語解説

●※ 1：富士通グループグリーン調達基準
http://procurement.fujitsu.com/jp/green.html

●※ 2：EMSレベル

化学物質含有規制適合
要求共通仕様書

グリーン調達基準 材料起因障害に関する
品質保証共通仕様

※FJEMS：Fujitsu group environmental management systemの略

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
推
進

富
士
通
グ
ル
ー
プ
独
自
Ｅ
Ｍ
Ｓ

ISO14001などの
第三者認証取得

富士通独自版
EMSの取得（FJEMS）

環境保全活動の
自己チェックと目標設定

ISO14001、エコステージ、
エコアクション21など

ISO14001など第三者認
証の取得が諸事情のため
困難な場合、認証取得の
ステップとして策定し運用
を要請

新たに環境保全活動に取
り組むお取引先に対し、
EMS構築への導入として
自社の活動の中から「環境
行動目標」を設定

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

荒木　修一
欧州における RoHS 指令見直しや REACH 規制の
本格化など、世の中の化学物質に対する考え方へ
の対応がますます重要になってきています。
私たちローコスト調達統括部は、グリーン調達の取
り組みとして調達品の法令順守という「守り」と
同時に、スーパーグリーン製品の開発を調達面か
ら積極的に支援して製品の環境付加価値を向上さ
せる「攻め」の両立を目指します。

事業推進本部
ローコスト調達統括部企画部担当部長
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品質評価体制からもお客さまへご提供・サービスする製品の環境負荷低減は、
業界トップを目指しています。

ものづくり革新活動（生産革新活動）を通じ、生産性の向上を図るとともに、
社員が自ら環境配慮型工場の構築を推進しています。

品質保証からも環境性能は
トップ水準を目指しています。

先進的な環境配慮型工場“グリーン
ファクトリー”が目標です。

実践されている活動の概要は、どのようなもの
ですか ?

当社では製品の開発段階から高い水準の環境配
慮型製品を開発すべく、厳しい基準を設け開発に
従事しています。厳しい基準とは業界初、世界初
など業界トップ水準となるもので、ハード面では
スーパーグリーン製品と称し、ソフト面では環境
貢献ソリューション商品としています。品質保証
部門ではこれらのトップ水準として開発された製
品が仕様通りに認定できるかを厳しく評価し、省
エネ、省資源などが満足されているか LCA に対
する評価を日々推進しています。

どのような体制づくりをされていますか ?
開発製品の品質保証プロセスにおいても多く

の機器を使用するため、評価に多くのエネルギー
が必要となります。

より効率的に評価を進めることにより大きな

省エネを実現し、地球温暖化防止対策の貢献も
大きな課題と受け止め、新たな評価システムを
構築し推進しています。

今後も現状の新システムに満足することなく
日々評価システムの改善、改良を重ね、より多くの

省エネ活動を推進していきます。

継続的な取り組みが必要と考えられますが ?
システム評価実施にあたって使用する評価設

備の改善により、省資源で且つ効率的な作業が
できるような環境づくりの推進が必要と考えて
います。

具体的な施策には、どのようなことがあげられま
すか ?

システム評価で使用する評価ツールの使い勝手の
改善や評価データの流用性向上によって、評価作業
の効率化を進め、地球温暖化防止対策に結びつけて
います。

2008 年度の目標は何ですか ?
富士通グループでは 2007 年〜 2009 年を第五

期行動計画と定め、その中でも地球温暖化防止対策
は重要な課題のひとつとして位置づけています。

2008 年度は特に省エネ対策を強化したトップ水
準の製品をより多く創出できる開発や品質保証に努
め、二酸化炭素の排出量低減を行い、地球にやさし
い製品をお客さまへご提供できることを日々目指し
ております。

また、製品の開発や品質保証段階のプロセスにお
いても新評価システムを導入し、加えて省エネ対策
を推進しております。

業界トップ水準を
目指して。

環境にやさしい新たな評価システムの
導入から省エネ・省資源を推進。

地球温暖化防止対策への
働き。

将来の環境対策を
目指して。

製造現場への部品供給はどのような運用をして
いますか ?

国 内 製 造 拠 点
の 新 潟 工 場 で は、
2004 年よりもの
づくり革新活動（ト
ヨタ式生産革新活
動）を本格展開し
ています。その一
環として、当社の
開発製品である RFID ※1 を活用した「JIT ※ 2

コントロールシステム」を構築しました。工場と
サプライヤー（お取引先）間で UHF 帯 RFID を活
用した部品供給システムでは “国内初” であり、
2008 年度は多くのサプライヤー間に適用拡大
し、多様な情報の共有化を実現させていきます。

このシステムを
構 築 し た こ と で、
納品書などの紙使
用量が大幅に削減、
ま た RFID リ ラ イ
タブルシートによ
る 繰 返 し 活 用 で
ペーパーレス化や
廃棄物削減にもつ
ながり、地球環境の保全に貢献しています。

製造ラインでの新しい取り組みはありますか ?
当社の主力製品となる ATM（現金自動預払機）

をはじめとした自動機製造ラインでは、空調機
や製造設備の消費電力を定量的に監視するため、

「遠隔計測監視システム」を新規設置しました。

このシステムは、分電盤のブレーカごとに設置
した電力モジュールなどの出力データを基に電力
消費量を細かく計測します。社内 LAN を利用し
た遠隔監視にあわせ、室内外の温度や湿度を取り
込むことで、電力消費の外的要因も調査可能とな
りました。

こうした「見える化」により、収集したデータ
を解析することで、設備単位でのムダな消費が把
握できるため、きめ細かな施策を立案しています。
製造ライン主導で運用することで、一層の地球温
暖化防止（CO2 排出量削減）に向け効果的な取
り組みを実施しています。

工場内に緑（植物）を増やすと、どのような効
果がありますか ?

6 月の環境月間イベントとして “緑のカーテン”
を企画し、厚生棟の南側にアサガオを植栽しまし
た。窓面を植物が覆うことで、夏季には太陽光を
遮光し、空調機の消費電力低減につながります。

また、各職場では社員自らが率先し、観葉植物
などを随所に配置しています。

工場内に緑（植物）を増やすと、きれいな花や葉
の景観だけではなく、爽快感の創出と社員への癒し
効果も期待できます。

モノの流れと在庫状況はリアル
タイムに把握しています。

常に新しい施策を企画し、地球温暖化
対策に取り組んでいます。

工場内には多くの緑があります。
“緑のカーテン”も設置しました。

用語解説

用語解説

●※ 1：高性能型蛍光X線分析装置
RoHS 指令の指定物質について分析精度の高い装
置で 6 物質の含有量を測定できる分析装置です。

●※ 2：ハンディ型蛍光X線分析装置
RoHS 指令の指定物質について簡易型として 6 物
質の含有量を測定できる分析装置です。

●※ 1：RFID
RFID（Radio Frequency IDentification）とは、IC
タグと呼ばれる媒体に記憶された人やモノの個別
情報を、無線通信によって読み書き（データ呼び
出し・登録・削除・更新など）をおこなう自動認
識システムのこと。総務省令改正により UHF 帯
域が RFID タグに割当てられ、その利便性により
市場の拡大が見込める。

●※ 2：JIT（JIT 生産）
JIT（Just In Time）は、トヨタ生産方式における
生産システムの 1 つで、「つくりすぎのムダ」を無
くすため、「必要なものを、必要な時に、必要なだ
け」調達・生産・供給すること。

ATM 評価試験

POS 評価試験

因間　純夫
システム評価では、継続して評価環境の改善や評価
の自動化などにより評価の効率化を図り、地球温暖
化対策に寄与していきたいと考えています。また、
現在は、開発段階からの品質作り込み強化にも取
り組んでいます。これらを積極的に推進し、環境
負荷軽減活動の成果向上を図っていきたいと考え
ています。

品質保証本部第一品質保証統括部
金融ソフトサービス品質保証部長

高橋　秀行
「ものづくり革新活動」の加速により、業務改善は
もとより、省エネルギー・省資源化など地球温暖
化対策も強力に推進しています。
成果として、生産性 2 倍、並びに管理業務の高速
化とスペース削減（在庫の 60% 減）などの本来業
務や販売促進とあわせ、空調や照明の省エネルギー
化にも飛躍的な効果が現れています。

システム製造本部
製造技術統括部長

STAGE3 品質保証STAGE3 製　造

自動機製造ライン

休憩コーナーの観葉植物

搭載ユニットの組立

厚生棟南側に設置した
“緑のカーテン”

国内初のUHF帯RFIDを活用した部品供給管理システム
新潟工場 サプライヤー

納入指示

発注

入荷/検収

RFID タグ管理

RFIDタグ
物流

4F 製造ライン

3F 製造ライン

2F 製造ライン

1F 製造ライン

取り外したRFIDかんばん
回収（読む）BOX

部品の発注およびRFID
かんばんの発行状況確認

RFIDかんばんを荷姿単位
に貼る

RFID
かんばん情報
RFID

かんばん情報

発注・納入指示
RFIDかんばん発行状況

凡 例

サプライヤーにてRFIDかんばん引取り
（最終ステップは主要サプライヤーにて発行）
サプライヤーにてRFIDかんばん引取り

（最終ステップは主要サプライヤーにて発行）

部品搬送

RFIDタグかんばん
リライタブルシート

部品納入指示情報に基づ
きRFIDかんばんを自動発行

RFIDタグを一括
で読み取り入荷/
検収情報を自動
収集

入荷/検収情報 各階のストアへ搬送

リライタブルシート
プリンター

リライタブルシート
プリンター

情報

環境海外法規制“RoHS指令”の保証体制
部品の受入・分析 製造工程内の検査 出荷時の検査

ハンデイ型蛍光Ｘ線分析装置※2により各
製造工程内の検査を実施しています。

ハンディ型、高性能型の蛍光Ｘ線分析装
置※1を利用しRoHS規制該当有害物質の分
析を行い、より完全な保証を追求しています。

総合保証として出荷時にハンディ型蛍光Ｘ
線分析装置により検査を実施しています。
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2007 年度輸送 CO2 削減をはじめとした環境
活動の概要を教えてください。
当社の2007年度輸送CO2は目標値1,293
トンに対して実績 1,242 トンで目標を達成し
ました。2006 年度は韓国向けの ATMユニッ
ト増産により 1,645 トンの実績となり 2005
年度に比べ増加しましたが、2007 年度から開
始されたドロップシップの適用が拡大されたこ
とにより、順調に削減できました。具体的には
当社海外子会社 FDTP（フィリピン）から韓国・
中国の子会社や顧客に ATM ユニットの直接出
荷を行っています。→物流・輸送 CO2 排出量の
推移グラフ（16 ページ）参照。
輸送CO2削減以外では、発泡スチロールを使
用しない梱包材の適用拡大を継続し、環境負荷の
低減を推進しました。適用機種は通帳プリンタな
ど金融系製品で2機種、海外向けのメカユニッ
ト系製品で4機種、合計6機種で改善しました。
欧州RoHS指令※1及び中国版RoHS※2につ
いても対策実施しました。

新たに取り組んでいる輸送CO2 削減施策はあり
ますか ?
当社の製品輸送手段はトラック輸送が主体で
す。2008 年 7月より、輸送 CO2 削減のため
にトラック輸送から鉄道輸送への転換を実施し
ました。削減効果を見込める条件として、製品

輸送距離が長いこと、かつ出荷量が安定してい
ることが必要です。対象製品はリペア品を選定
しました。当社新潟工場から大阪府豊中市にあ
る富士通㈱西日本補給センター様まで輸送し
ます。鉄道輸送に転換した場合、運行時間は

JR 貨物ターミナル駅までのトラック輸送時間
を含めても従来のトラック輸送と同じです。
従来、リペア製品のトラック輸送では、輸送
CO2 を年間 57 トン排出していました。これを
鉄道輸送に転換することにより排出量は 17 ト
ンになり、年間 40 トンの削減効果が見込まれ
ます。

モーダルシフトした場合の輸送品質への影響はあ
りませんか ?
輸送品質を確認するため、富士通㈱西日本補給
センター様の協力を得て検証を行いました。検証
項目は①振動・衝撃の程度、②輸送中の製品の傾
き③荷崩れなど積み付け状況の変化などで、専用
機材を使用して検証した結果、問題無いことを確
認済です。

梱包資材のリユースについてはどうですか ?
梱包資材の回収についても、富士通㈱西日本補
給センター様から毎週1回、JR貨物の復路便を
活用して、新潟工場に返却していただきリユース
を行っています。

2007年度の
環境活動について。

モーダルシフト※3への
取り組みについて。

富士通グループ第五期環境行動計画に沿ってモーダルシフトへの取り組みを
開始しました。

モーダルシフトへの
取り組みについて。

用語解説

●※ 3：モーダルシフト
貨物の輸送手段をトラックから大量輸送が可能で
環境負荷の小さい鉄道・海運へ切り替えることを
いう。近年、モーダルシフトは地球温暖化対策は
もとより、省エネルギーや労働力問題の解消、道
路混雑の緩和、交通事故の縮小など、さまざまな
社会問題への対応策としても期待されています。
特に本格的な労働力人口の減少が進むなか、モー
ダルシフトの果たすべき役割は大きいといえます。

●※ 1：欧州 RoHS指令
電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限
に関するEU指令。

●※ 2：中国版RoHS
電気情報製品に含まれる特定有害物質の表示及び
包装表示に関する規制。

STAGE4 物　流

◎モーダルシフト効果

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト

環境改善（CO2削減など）

省エネルギー化

労働力問題の解消

道路混雑の緩和

交通事故の縮小

◎運行手段の変更

富士通㈱
西日本

補給センター

当社
新潟工場

トラック
輸送

トラック
輸送

トラック
輸送

変
更
後

変
更
前

<鉄道輸送>

ＪＲ貨物
長岡ターミナル

当社
新潟工場

ＪＲ貨物
大阪ターミナル

富士通㈱
西日本

補給センター

モーダルシフト（トラック・航空輸送を鉄道・船舶輸送に転換）

リペア品は新潟工場から富士通㈱西日本補給センター様へ
トラック輸送していました。

運行手段を見直し、最寄のJRターミナル駅間を鉄道輸送に切替
えました。（写真提供：JR貨物広報室）

トラック輸送 鉄道輸送

事業推進本部
業務統括部物流企画部長
原田　圭司

省エネルギー法による規制強化や燃料費高騰など
により社会的にモーダルシフト化への期待が高
まっています。富士通グループ第五期環境行動計
画においても輸送CO2 削減施策の一つにモーダル
シフトの推進が掲げられております。輸送品質お
よび納期を確保し、お客さまのご要望にお応えし
ながらモーダルシフトに積極的に取り組んでまい
ります。
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● IT機器での取り組み例
【携帯情報端末 FLEPia】
「FLEPia」は、電源を使わずに静止画
像を半永久的に表示可能なカラー電子
ペーパーを採用することで、携帯に適
した薄型化・軽量化・低電力化を実現
しました。
A4タイプ（12型）とA5タイプ（8型）
の 2つのサイズをご用意し、A4タイ
プは 480g、A5タイプは320gの軽
さを実現しています。両タイプともに
12mmの薄さで、最大50時間の長時
間連続使用が可能です。
■製品に関連する情報提供先 :
http://www.frontech.fujitsu.com/services/products/
paper/fl epia/

● ITソリューションでの取り組み例
環境貢献ソリューションとは
IT ソリューション商品導入による
環境貢献効果（二酸化炭素排出量
削減効果）を定量的に評価し、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。

【量販店向けPOSシステム】
「GlobalSTORE Ⅲ」は各店舗サーバーを本部に集中化、ロー
ル紙で行っていたジャーナル管理を電子媒体に変更し、ペー
パーレスと業務の効率化により CO2 を削減します。

【医療患者案内表示システム】
医師が端末を操作することで、該当
する患者さんの番号が表示されるた
め、看護師の呼び込み作業の負荷を
低減。業務の効率化でCO2を削減
します。

また、お客さまが客観的に環境負荷を比較できるようにするた
め、エコリーフ・タイプⅢ環境ラベルを取得した製品も提供し
ています。
■エコリーフ取得製品に関する情報提供先 :
http://retail.fujitsu.com/jp/products/teampos3000/

ハード、ソフトの両面から
環境負荷低減に取り組んでいます。

IT分野による環境負荷低減
方法には何がありますか ?

STAGE5 製品使用

IT 分野では、IT機器の需要拡大による消費電力量の割合が増加している一方で、IT活用による社会全体の環境負荷
を低減することへの期待が高まっています。
当社においても、これらの課題に対し社会的責任を果たすべく、これまで培ってきたグリーン ITへの取り組みを今
迄以上に強化・推進し、お客さまの環境負荷低減に貢献してまいります。

●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
●廃棄物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

●グリーン調達適合率の拡大

グリーン調達の推進

開
発
・
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計
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第五期環境行動計画（2007 〜 2009 年度）の初年度 2007 年度は重点テーマを 5 つとし、より
ランクアップした行動計画を策定し、積極的な環境保全活動を推進しました。

重点テーマは①製品・サービスの環境価値向上②地球温暖化防止対策③ガバナンスの強化④リスク
マネジメントの強化⑤環境社会貢献を掲げ、諸活動から概ね 2007 年度の目標を達成しております。

しかしながら、一部には課題を残した案件もありますので、目標達成に向け一層努力してまいります。

● 2007 年度の主な活動実績
1. 重点活動

■重点テーマ 5 つの目標達成実績
①製品・サービスの環境価値向上・・・目標達成（環境貢献ソリューション商品の開発倍増）
②地球温暖化防止対策・・・・・・・・一部未達（CO2 削減対策）
③ガバナンスの強化・・・・・・・・・目標達成（海外子会社 FDTP の環境 ISO14001 認証取得）
④リスクマネジメントの強化・・・・・一部未達（下記 2 項「環境測定の強化」参照）
⑤環境社会貢献・・・・・・・・・・・目標達成（中国海外植林への参画）

2. 環境測定の強化
■環境監視体制の強化

①土壌・地下水汚染の監視強化のため新たに「観測井戸」を設置
1）本社・東京工場　　4 本の観測井戸設置済（2007 年 12 月）
2）新潟工場　　　　　7 本の観測井戸設置済（2007 年 12 月）

②一般環境測定の監視体制
・2007 年度からは 1 回 / 年から 4 回 / 年と測定回数を 4 倍とし、緻密な監視体制を構築

3. 環境会計
■公的環境会計の推進

・2007 年度の上期、下期の環境会計報告の実施

●今後の主な課題
1. 環境測定関連、再発防止対策の迅速化

■環境測定監視体制の構築で早期発見、対策の実現を可能とした。継続活動中。
2. 地球温暖化防止対策の推進計画

■エネルギーの自己調達化
①ソーラーシステムの新規設置　　②風力発電設備の新規設置
③屋上緑化の新規設置　　　　　　④電力省エネナビゲーションシステムの拡大

3. 社会貢献活動の更なる拡大

目標 実績

［トン（t）］ ［トン（t）］

［年度］ ［年度］ ［年度］ ［年度］ ［年度］0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000

廃棄物総発生量の推移1 電力使用量の推移2

廃棄物総発生量の削減
・2007年度までは、ダンボールなどの有価物を含んで計上、
2008年度からは有価物を除外しています

消費エネルギーの98％を占める電力使用量の削減
化学物質排出量（VOC）の推移3

指定化学物質排出量の削減
・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

物流・輸送CO2排出量の推移4

輸送CO2排出量の削減
・海外工場からドロップシップ化、積載効率の向上、モーダ
ルシフト化により排出量削減

用紙購入量の推移（数値は新潟工場のみ）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
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目標と実績
2007 年度は、第五期環境行動計画の初年度にあたり、目標達成に向け
重点テーマを更にランクアップし、活動を推進しました。

過去 7 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。

（注）目標を設定していない年度については実績のみ掲載。

概　　要

主な活動実績と今後の課題

パフォーマンスの推移

■2007年度の目標と実績 ○ : 目標を十分に達成　△ : 一部未達成　× : 未達成

富士通フロンテック第五期環境行動計画

重点テーマ

1 製品 ･サービスの環境価値向上

2 地球温暖化対策

3 ガバナンスの強化

4 リスクマネジメントの強化

5 環境社会貢献

（2007〜2009年度） 目標と進捗状況

重点取り組み項目
2007年度 2008年度 2009年度

目　標 実　績 総合
評価 目　標 目　標

スーパーグリーン製品の拡大 
新規開発したグリーン製品を対象に ､ 環境トップ要素を持つスー
パーグリーン製品を 2009 年度末までに 20% 以上とする

新規開発製品
10% 以上

新規開発製品
19% ◯ 新規開発製品

20% 以上
新規開発製品

アべレージ 20% 以上

環境効率ファクターの達成
新規開発したグリーン製品を対象に ､2005 年度製品と比較して
環境効率ファクター ｢1.2｣ を 2009 年度末までに達成する

新規開発製品
「1.1」達成

新規開発製品
「1.1」達成※ 1 ◯ 新規開発製品

「1.2」達成
新規開発製品アべレージ

｢1.2｣ 達成

環境ソリューションの拡大
2009 年度末までに環境負荷低減を向上する環境貢献・配
慮ソリューションを年 3 件以上提供する

環境貢献・配慮ソリューション
3 件以上

環境貢献・配慮ソリューション
6 件 ◯ 環境貢献・配慮ソリューション

3 件以上
環境貢献・配慮ソリューション

3 件以上

エネルギー消費 CO2 削減
既存ビジネスにおけるエネルギー消費 CO2 排出量を 2010 年度
末までに 1990 年度実績比 8% 削減する

エネルギー消費 CO2
6% 削減

エネルギー消費 CO2
8% 削減 ◯ エネルギー消費 CO2 

6% 削減
エネルギー消費 CO2 

7% 削減

物流 ･ 輸送 CO2 削減
物流 ･ 輸送 CO2 排出量を 2010 年度末までに 2000 年度実績比
10% 削減する

物流 ･ 輸送 CO2 排出量
7% 削減

物流 ･ 輸送 CO2 排出量
10% 削減 ◯ 物流 ･ 輸送 CO2 排出量

8% 削減
物流 ･ 輸送 CO2 排出量

9% 削減

グリーンファクトリー / グリーンオフィス制度（※）の適用
環境活動の全体的なレベルアップを図り 2009 年度末までに達
成レベル★★以上とする
※富士通グループ独自で規定する環境配慮レベルの総合的評価制度

達成レベル
★以上

グリーンファクトリー
★なし

グリーンオフィス
★★（各事業所）

× 達成レベル
★★以上

達成レベル
★★以上

VOC 削減
VOC 排出量を2009年度末までに 2000 年度実績比 69%削減する

VOC 排出量
35% 削減

VOC 排出量
68% 削減 ◯ VOC 排出量

70% 削減
VOC 排出量
69% 削減

廃棄物削減
廃棄物発生量を2009年度末までに2005 年度実績比 3% 削減する

廃棄物発生量
1% 削減

廃棄物発生量
20% 増加 × 廃棄物発生量

2% 削減
廃棄物発生量

3% 削減

本業パフォーマンス向上
EMS の質の向上により本来業務における環境活動を強化し ､
全部門にて本来業務の環境目的 ･ 目標を設定する

目標達成率
100%

目標達成率
103% ◯ 目標達成率

100%
目標達成率

100%

グローバル統合 EMS 推進
EMS に基づく環境経営の枠組みを 2009 年度末までに海外グルー
プ会社へ拡大する

FDTP の
グローバル統合認証取得

FDTP の
グローバル統合認証取得実現 ◯ FKM（韓国）の

EMS 構築支援推進
FKM（韓国）の

グローバル統合認証取得

グリーン調達活動（※）の推進
お取引先の EMS レベルアップを推進し 2009 年度末までにレベ
ルⅡを 100% にする
※富士通グループ独自で規定するグリーン調達基準

お取引先の EMS レベルⅡ
60%

お取引先の EMS レベルⅡ
60% ◯ お取引先の EMS レベルⅡ

85%
お取引先の EMS レベルⅡ

100%

環境コンプライアンス撤底
環境法にかかわるコンプライアンスを徹底する

法基準値逸脱
0 件

法基準値逸脱
2 件 × 法基準値逸脱

0 件
法基準値逸脱

0 件

環境社会貢献活動推進
環境社会貢献活動を社員―人ひとりに展開し、年 6 件以上実
施する

環境社会貢献活動
6 件以上

環境社会貢献活動
6 件 ◯ 環境社会貢献活動

6 件以上
環境社会貢献活動

6 件以上

環境コミュニケーション推進
環境情報を年 1 回以上開示する 環境経営報告書の発行 環境経営報告書の発行 ◯ 環境経営報告書の発行 環境経営報告書の発行

■環境パフォーマンスデータ (2007年度 ) ■環境パフォーマンスデータ（法規制順守状況）（2007年度）

（注）2007 年度より四半期毎の環境測定を開始。測定値は最小値〜最大値を示す。
※ 1 工場排水（池及び浄化槽排水）で pH が法規制値を一時的に超過しましたが、早期に是正対策を完了し、法規制値を順守しています。
※ 2【原因】自然的原因（河川および植物連鎖などの影響による自然的原因）→【対策】自然的原因として、上位組織そして行政へ報告、並びに当社公開 HP にて情報公開しております。小数点第二位四捨五入

拠点
インプット

エネルギー使用量 水使用量 [t] 特定化学物質
使用量 [kg]購入電力[MWh] 灯油 [㎘ ] 軽油 [㎘ ] LPG[t] 都市ガス[千㎥] 水道水 地下水

本社・東京 4,153 ― 0.1 19.3 ― 15,273 ― ―
新潟 6,874 3.8 ― 13.2 5.1 23,491 14,723 914.2
大宮SC 705 ― ― ― ― ― ― ―

FJFS（前橋） 1,498 ― ― ― ― 5,331 ― ―
合計 13,230 3.8 0.1 32.5 5.1 44,095 14,723 914.2

拠点
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] 特定化学物質

排出量 [kg]
廃棄物発生量 [t]

購入電力 灯油 軽油 LPG 都市ガス マテリアルリサイクル サーマルリサイクル 廃棄処分量
本社・東京 1,628.4 ― 0.2 56.7 ― 15,273 ― 34.0 61.0 ―
新潟 2,797.7 9.6 ― 38.9 12.0 38,214 914.2 622.8 190.9 ―
大宮SC 287.1 ― ― ― ― ― ― 7.9 ― ―

FJFS（前橋） 609.7 ― ― ― ― 5,331 ― 26.4 ― ―
合計 5,323.0 9.6 0.2 95.6 12.0 58,818 914.2 691.1 251.9 ―

新潟工場−水質 本社・東京工場−水質（下水）
項目 測定値 法又は条例規制値 自主管理基準値 項目 測定値 法規制値 自主管理基準値

水素イオン濃度（pH） 3.5 ～ 8.9 ※ 1 5.8 ～ 8.6 5.9 ～ 8.5 水素イオン濃度（pH） 7.0 ～ 7.6 5.7 ～ 8.7 6.0 ～ 8.4
生物化学的酸素要求量（BOD） 0.5 ～ 41 60 条例基準値と同じ 生物化学的酸素要求量（BOD） 44 ～ 120 300 202

浮遊物質（SS） 0 ～ 49 90 72 浮遊物質（SS） 24 ～ 180 300 202
ほう素及びその化合物 <1.0 10 10 鉛及びその化合物 <0.057 0.1 0.064
ふっ素及びその化合物 <0.8 8 8 六価クロム化合物 <0.05 0.5 0.28

新潟工場−土壌・地下水 本社・東京工場−土壌・地下水
項目 測定値 法又は条例規制値 自主管理基準値 項目 測定値 法規制値 自主管理基準値

鉛及びその化合物（地下水） 0 ～ 0.002 0.01 0.005 鉛及びその化合物（地下水） <0.005 0.01 0.006
六価クロム化合物（地下水） <0.01 0.05 0.025 六価クロム化合物（地下水） <0.01 0.05 0.03

砒素及びその化合物（地下水） 0 ～ 0.035 ※ 2 0.01 法規制値と同じ 砒素及びその化合物（地下水） <0.005 0.01 0.007
1,1- ジクロロエチレン <0.002 0.02 法規制値と同じ 1,1- ジクロロエチレン <0.002 0.02 0.011

シス -1,2- ジクロロエチレン <0.004 0.04 法規制値と同じ シス -1,2- ジクロロエチレン <0.004 0.04 0.022
トリクロロエチレン <0.003 0.03 0.015 トリクロロエチレン <0.003 0.03 0.017

環境コミュニケーションブック15 環境コミュニケーションブック 16

単位 :[mg㎘ ]/ 単位 :[mg㎘ ]/

単位 :[mg㎘ ]/ 単位 :[mg㎘ ]/

※ 1 年度末の開発完了前の数値。
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製品リサイクル エコ2コスト活動
当社では、開発段階でのライフサイクルを考慮した再資源化と産業廃棄
物の適正処理に貢献し、安全・迅速な製品リサイクルを実現しています。

エコ2コストは、もったいない精神でムダをとり、利益と
エコロジーにつなげる、全社員が参加して取り組む活動です。

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。

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ヶ所の支店を
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。

お問い合わせについては、以下のWebサイトをご覧下さい。
● http://www.frontech.fujitsu.com/eco/

2つのエコ（エコノミー<節約>とエコロジー<自然環境保護>）をコスト（費用）
節減につなげ（to=２）、当社全社員にエコ通（=２）になっていただき、にっこり笑っ
て（スマイル）" ムダ（スマート）" をとる。

■費用節減／環境・省エネと利益増加の繋
がりを全社方針として示すとともに「見
える化・見せる化」し、意識改革を目指す。

■全員参加の提案活動を推進し、費用のム
ダ取り文化を現場レベルで醸成する。

■Show Fight 活動の中に組み込んで、全
社一丸となって業務改善を促進する。

◆ムダとりエコメーターの結果（2007年 8月～2008年 7月）
下記の施策などで、CO2削減：174.8t、間接経費：200,591千円削減。
■国内外出張費用の削減
複数人出張の極力抑制、格安チケットの購入、出張虎の巻（拠点間推奨ルート）公開。

■エコライフデーの新設
毎週水曜日の一斉定時退社日に加えて毎月末の水曜日（基本）を社員の健康増進
とリフレッシュを目的とし、原則全勤務者の一斉定時退社デーを設定。
⇒照明、PC・全空調機停止による動力費削減のシナジー。

■動力費削減
春秋の空調設備は熱交換機能で省エネ運転、PC省エネ設定、複合コピー機へ切
換えなど。

■啓蒙活動
「ニッコリ笑ってエコ２できる21個のツボ（省エネ、間接経費削減テクニック）」
をメールおよびHPで社内公開。

◆ボトムアップ提案活動の推進（2007年 8月～2008年 7月）
268件の具体的削減提案があり、水平展開を推進し約26,900千円の削減。

発生費用は、5億 8,180 万円、効果合計は 3億 3,957 万円で、費用対効果は、
58.4%となりました。（前年比12%増）概要は以下の通りです。

（1）環境コスト
2007年度は発生費用が前年度に比べ1,424万円の減少となりました。
これは研究開発においてRoHS指令の施行定着とともに含有規制化学物質の調査情

報システム「Earth」の情報蓄積量が整備され共有化が進んだことで調査負荷が減少
しその運用効果が現れてきたものです。
また、上・下流の費用減少も工場における部材受入と出荷検査で使用する蛍光X線検

査装置での分析情報の整備が進み、効率的なオペレーションによる効果が出ています。
地球環境保全については空調機の省エネ型への移行など将来を見据え積極的に設備

投資を行っています。
さらに、資源循環では資源の再利用、廃棄物の有価物化売却に取り組み、費用を削

減しながら大幅な効果増となっています。

（2）活動状況
管理活動では水質観測用井戸の新設（11ケ所）と環境測定を年1回から年4回に

増加しCSR強化を図っています。
また、社員の意識向上のため、環境 eラーニング教育を全社一斉に実施しました。

（3）今後
地球環境保全活動の強化として、電力の見える化によるCO2削減方策、自社発電

設備の導入、屋上緑地化などを積極的に展開していきます。
また、昨年より展開しています全社活動『エコ2コスト活動』を更に拡大し、環境

にやさしい企業活動を推進します。

製品回収・リサイクルの仕組み 「エコ2コスト」とは ?

富士通リサイクルセンターの所在地 活動の目指すところ

主な施策と実績

お問い合わせ先

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。

環境会計の費用対効果

■2007年度 環境会計実績

■費用と効果の推移

公害防止

地球環境保全

資源循環

大気汚染防止、水質汚濁防止など

省エネルギー、地球温暖化防止など

廃棄物処理、資源の効率的利用など

廃棄製品リサイクル、グリーン購入など

ISO14001、環境教育、環境広報活動など

製品への環境配慮技術の研究など

環境保全団体への寄付、支援など

土壌、地下水汚染の修復など

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）

事
業
エ
リ
ア
内

小　計

合　計

費　用 効　果

31,256

31,057

84,511

146,824

45,680

125,439

263,695

163

0

581,800

（-4,814）

（+18,904）

（-2,065）

（+12,024）

（-2,017）

（+30,520）

（-54,930）

（+163）

（0）

（-14,240）

（+18,834）

（+16,016）

（+25,749）

（+60,598）

（0）

（+10,905）

（-10,942）

（0）

（0）

（+60,562）

52,863

30,576

130,539

213,977

0

58,353

67,240

0

0

339,570

（ ）内は前年度比　［単位：千円］

［年度］

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0
2003 2004 2005 2006 2007

144,948153,385

257,330
189,867

519,910

596,040

279,008

581,800

339,570

201,841

［単位：千円］

費用
効果

リサイクルセンター：全国7ヶ所
本社・支店：全国5ヶ所

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
（宮城県仙台市）

関西支店（大阪府大阪市）

九州支店
（福岡県福岡市）

本社・営業本部

Show Fight 活動
（全員参加による業務改善活動）

エコ2コスト活動
（費用削減、環境、省エネ活動）

TOP-Q3
〔クォリティ3倍〕
（品質追求する
企業分野の確立）

3つのS活動
（ビジネスマナーの向上）

1.スマイル
2.スピーディー  3.スマート
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環境コミュニケーションブック 18

本社・東京工場の地域ボランティアである、「稲城市民環境クラブ」に参加して市民と交流。
2007年度は、多摩川クリーンセンター見学会、ゴミ減量説明会、湧水池の水質調査、

公園壁面緑化、くらしフェスタなどに参加し、市民といっしょに自然がまだいっぱい
残る市内を周り、意見を交換しました。

全富士通労働組合連合会主催の第7次海外
植林活動に当社からも引き続き参加しました。

プリペイドカード：321枚　切手：1377.5g　（2007年度）

本社・東京工場　参加 70名
工場周辺の清掃活動を行いました。

新潟工場　参加 62名
工場周辺の駐車場および道路上のゴミ拾いを行いました。

FJFS/ 大宮 SC　参加 65名
子供たちと一緒に森林づくり活動に取り組みました。

海外製造拠点であるフィリピンのFUJITSU DIE-TECH CORP.OF THE PHILIPPINES
（FDTP）では、2007年度にEMSの国際規格 ISO14001のグローバル統合認証を
取得しました。
中国の富士通先端科技（上海）有限公司（FFTS）でも2005年度に同規格を認証取

得しており、事業活動のグローバル化に対応し、環境経営の体制も一層強化しています。
現在は、韓国のFKM Co., Ltd.（FKM）へもEMSの枠組みを拡大するため、2009

年度での ISO14001認証取得を目指し活動を推進しています。

■エコかるた
参画している稲城市民環

境クラブで、市民から募っ
た川柳を元に作成した「エ
コかるた」を当社でも社員
をはじめ、工場見学いただ
いた方々にも配布し、楽し
みながら環境問題を認識し
てもらっています。

■工場見学会
新潟工場周辺の小学校か

ら環境取材を兼ねた工場見
学があり、工場の環境活動
を学習していただきました。

■9リーンデー
地域清掃を目的に9のつく日（9,19,29 日）を9リーンデーと呼び、就業後工場

から京王よみうりランド駅前までの清掃活動を1年以上行っています。

FDTP（フィリピン） FFTS（中国）FKM 富平工場（韓国）

ボランティア活動の紹介 ① ボランティア活動の紹介 ②

ボランティア活動の紹介 ③

グローバル統合環境マネジメントシステム（G-EMS）

FDTP（フィリピン）でも、環境社会貢献活動の一環として植樹活動を積極的に展開して
います。また、工場周辺の清掃活動も計画的に推進し、地域社会へ貢献しています。

本社・東京工場敷地内 駅前道路

海外グループ会社の植樹活動

環境社会貢献活動の紹介 【美化活動】

海外グループ会社紹介
環境保全活動は国内外すべての事業所を対象に
グローバル対応を図っています。

環境教育・環境コミュニケーション
環境教育・社会貢献活動を通じて
地域とのコミュニケーションに力を入れています。

社会貢献
毎年、地域の美化活動や海外植林活動に参加し定着しています。今年はFJFS/大宮SCでは子供たちにも参加してもら
い草刈、植樹の他に自然観察教室や木工細工にも取り組み、楽しみながら美化活動・自然に親しむ活動となりました。

稲城市民と環境活動を通して交流
(本社・東京工場 )

中国河北省察北管理区
砂漠緑化事業の支援
2007年 9月

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。

労働組合 : 関崎さん
環境管理センター : 中平さん

※タバコのポイすては条例で禁止（稲城市）

くらしフェスタ 市民環境クラブ会合

FDTP（フィリピン）社員による植樹
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富士通フロンテック株式会社

サステナブル社会を支える、ヒューマンインターフェースのNEXTへ

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/
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