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■ 編集にあたって
　富士通フロンテックグループは、最先端の技術で人とICTをつなげる企業
集団として、お客様と社会の期待に応え、お客様と喜びを分かち合うため、
ハード・ソフト・サービスによるソリューションをグローバルに的確かつ迅速に
提供することを使命としています。
　本書では2012年度の実績と2013年度からの新たな第7期環境行動計画
を中心にわかりやすくご紹介することを目指し編集いたしました。

■ 対象期間
　本報告書に記載したデータは、2012年度および2013年度上期の富士通
フロンテックの環境活動の実績値です。

■ コミュニケーション（編集後記）
　東日本大震災より2年半が過ぎましたが、今年の夏は集中豪雨や竜巻など
多くの自然災害が発生し、自然環境に変化が起きていることを、みなさんが感
じてきたことと思います。その自然環境に影響をもたらしているのは私達人間
なのかもしれません。残念なことですが、災害により節電や環境の保全が重要
な問題として関心を持たれております。環境意識を高め子供たちに良い地球
環境を残したいと思います。
　今回も皆様のおかげにより環境経営報告書第10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。皆様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　　　　　　　　2013年12月
発行責任者　　　　経営執行役専務　　鈴木 俊也
企画・編集責任者　　環境管理センター　　立山　　環

■ 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
本社・東京工場および新潟工場、熊谷サービスソリューションセンター、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本社・東京工場データ中に、株式会社ライフクリエ
イトおよび関西支社のデータが含まれます。
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「富士通フロンテックグループ環境方針」に基づき、
持続可能でさらに豊かな社会の実現をめざし
環境保全活動に取り組んでいます。

私たちの環境重点テーマ̶ENVIRONMENTAL PRIORITY THEMES̶ 富士通フロンテックグループ 環境方針

理　念 行動指針
富士通フロンテックグループは、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、
地球環境保全への取り組みを経営の最重要課題の一つ
であると認識して推進します。
ＩＣＴ企業としてその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
関わる環境法や環境上の規範を順守するにとどまらず、
自主的な地球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出来るよう、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
追求していきます。

●製品・サービス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。
●ＩCＴプロダクトとソリューションを通じ、お客さまや社会の環境負荷低減と環境効率の
向上に貢献する。

●省エネルギー、省資源および３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を強化したトップ
ランナー製品を創出する。

●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、環境関連法規制、その他
の要求事項、自主基準等を順守しCSRを果たす。

●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。

●『社会への貢献』と『自らの事業活動』において、環境目的・目標の設定、見直しを行い、
全員参加で一人ひとりが地球環境保全に努める。

私たちの環境重点テーマ̶ENVIRONMENTAL PRIORITY THEMES̶

ごあいさつ̶TOP MESSAGE̶

事業サイクルとマテリアルバランス
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環境パフォーマンス 1

本社・東京工場の環境活動「設計/調達」

大宮ＳＣ/ＦＪＦＳ/熊谷事業所の環境活動「ソリューション/サービス他」

目標と実績

新潟工場の環境活動「製造」1
2
3
4

富士通グループ　第7期環境行動計画のコンセプト

富士通フロンテックグループ　環境行動計画

2007 2010 2012 2013 20162015 2020 2100

第6期環境行動計画の
成果と課題を踏まえて

グローバルな
環境課題への対応

富士通グループの
めざす姿

中期環境ビジョン
Green Policy
2020

お客様の環境負荷低減プロジェクト
Green Policy Innovation
（2007～2012年度）

第5期
環境行動計画
（2007～2009年度）

第7期
環境行動計画
（2013～2015年度）

第6期
環境行動計画
（2010～2012年度）

お客様・社会への
環境貢献

事業活動に伴う
環境負荷の低減

環境コンセプト
「Green Policy 21」

すべてを
グリーンにします

■社会への貢献
　　ICTの提供による温室効果ガス（GHG）
　　排出量の削減
　　環境貢献ソリューションを2013年度から2015年
　　度末までに15件以上開発し、温室効果ガス排出
　　量削減に貢献する。
　　環境配慮製品の開発と提供（エネルギー効率）
　　2013年度から2015年度に開発する新製品の
　　50％以上をエネルギー効率トップレベルにする。
　　環境配慮製品の開発と提供（資源効率）
　　2013年度から2015年度に開発する新製品の
　　資源効率を2011年度比20％以上向上を達成し
　　維持する。
　　良き企業市民としての活動
　　社員が社会とともに取り組む、社会貢献活動を
　　支援する。
　　
■自らの事業活動
　　温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の削減 
　　事業所における温室効果ガス排出量を2015年度
　　末までに2010年度比17％以上削減する。

【社会への貢献】
良き企業市民としての活動

　社員が社会とともに取り組む、社会貢献活動を支援していきます。
従来よりグローバルに実施している環境社会貢献活動は、今年も環境行動
計画目標として設定し環境社会貢献活動を通じた社員の環境マインドの
更なる向上を推進します。
　行政をはじめ各種団体との連携を強化しながら、より地域社会に貢献できる
活動を国内外各拠点で継続的に実施していきます。

【社会への貢献】
ＩＣＴの提供による
温室効果ガス（GHG）排出量の削減

　ICTの利活用をさらに社会全体に推し進めていくことで、お客様や社会の
環境課題解決への貢献を拡大するとともに、エネルギーをより効率的に使う
ことを可能にし温室効果ガスの削減に貢献します。
　ＩＣＴはあらゆる場面で暮らしを支えるだけでなく、人々を繋ぎ、知恵を集め、
持続可能でさらに豊かな未来を実現させる力があります。

【社会への貢献】
環境配慮製品の開発と提供
（エネルギー効率/資源効率）

　エネルギー効率においてトップランナー製品（世界初、業界初、世界最高、
業界最高など）をはじめとした市場の上位に相当する基準を満たした製品を
開発し提供することにより、さらにＩＣＴの利活用を社会全体に広げ、事業活動
を通じて、地球環境をはじめとして広く社会課題の解決に貢献していきます。

【自らの事業活動】
温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の削減 

　従来のエネルギー消費CO2（主に電力使用量）排出量に限定した削減活動
から、すべての「温室効果ガス（GHG）排出量」に削減対象を拡大し活動強化
していきます。
　さらに、CO2排出抑制・削減の取り組みを実施するお取引先からの調達も
推進していきます。

　富士通フロンテックグループは、気候変動問題や生物多様性保全など企業をとりまくグローバルな環境課題の
動向や富士通グループの環境方針および中期環境ビジョンに基づき、「富士通フロンテックグループ環境方針」を定め
方針に基づいた「富士通フロンテックブループ環境行動計画」を策定し実践しています。
　２０１３年度から２０１５年度の環境目標を「第７期環境行動計画」として策定し取り組みを開始いたしました。

第6期環境行動計画(2010～2012年度)

重点テーマ
■製品・サービスの環境価値向上とグリーンICTの開発・提供強化
　●スーパーグリーン製品の開発
　●環境効率ファクター向上
　●環境負荷削減度達成
　●環境貢献・配慮ソリューションの開発
　●環境貢献・配慮ソリューションの商談登録拡大
■自らの環境負荷低減の強化
　●温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の削減
　●物流輸送CO2排出量の削減
　●CO2排出量抑制/削減の取組を実施するお取引先からの調達を推進
　●VOC排出量の削減
　●廃棄物発生量の削減
　●グリーンオフィス制度の「4つ星（★★★★）」レベル以上達成
■環境経営基盤の強化
　●ステークホルダーとの環境コミュニケーションの推進
■環境社会貢献活動の推進
　●環境社会貢献活動の推進
■生物多様性保全活動の推進
　●生物多様性保全に関わる活動の推進
　●生物多様性保全の取組を推進するお取引先からの調達を推進

第7期環境行動計画(2013～2015年度)

ICT：情報通信技術、Information and Communication Technology
　　　（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）の略。

環境コミュニケーション／海外グループ会社紹介

環境パフォーマンス 2／節電実績／環境会計

環境社会貢献活動中期環境ビジョン「Ｇｒｅｅｎ Ｐｏｌｉｃｙ 2020」
からのバックキャスティング



ごあいさつ̶TOP MESSAGE̶

フロントテクノロジーによる環境課題の解決

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

※ISO14001の組織上、関西支社、大森事務所および大阪SC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、汐留事務所、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㈱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。

■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
　　〒330-6013 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2号
　　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）13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
　熊谷サービスソリューションセンター
　　〒360-0801 埼玉県熊谷市大字中奈良1224[富士通(株)熊谷工場内]

　汐留事務所
　　〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2　汐留シティセンター25階
　大森事務所
　　〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-14　イーストスクエア大森3階

■グループ会社（国内・海外）
　株式会社ライフクリエイト（LC）
　株式会社富士通フロンテックシステムズ(FJFS)
　トータリゼータエンジニアリング株式会社(TEL)
　 FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES（フィリピン）（FDTP）
　富士通先端科技（上海）有限公司（中華人民共和国）（ＦＦＴＳ）
　Fujitsu Frontech North America Inc.（米国）（ＦＦＮＡ）

■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
　取締役会長 海老原　光博

　代表取締役社長 下島　文明 

■ 会社概要
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■ 売上高の推移（連結）
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■ 従業員数の推移（連結） ■ 富士通フロンテック・ウェイ■ 環境組織

環境専門委員会 環境経営委員会 

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

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 

省エネルギー委員会

化学物質削減委員会

環境ソリューションWG

大宮SC/FJFS環境管理委員会

富士通フロンテック社員一同、「富士通フロンテック・
ウェイ」において定めた企業理念、企業指針および
行動規範、行動指針にのっとり、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」を改定し、
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
めています。

85,551
91,760

106,700 106,717

2,8052,805 2,8542,854
3,1493,149 3,0853,08595,110

3,5453,545 3,6393,639 3,5533,553 3,4573,457

　（えびはら　みつひろ）

　  （しもじま　ぶんめい）
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代表取締役社長

●写真撮影　鷹羽金蔵

104,616 101,150 100,520

　一例を紹介しますと、
●さまざまなお客様の運用に対応する次世代
紙幣ユニットを搭載したＡＴＭのFACT-V（ファ
クトブイ）X200は、常にエコモードで稼働しま
す。動作時も待機時も消費電力は、従来機よ
り約40％削減しています。業界トップクラス
の低消費電力により、導入するだけで環境負
荷低減に貢献します。一定時間お客様の操
作がない場合はスーパーエコモードへ移行
し、ユニット電源を切ることで待機時消費電力
を最大約80％削減します。センサー検知や、ボタ
ン操作でお客様を認識すれば、モードを解除し、
操作可能状態へと復帰します。

●TeamCloud/M（チームクラウド・エム）は、
POSシステム導入から保守・ヘルプデスクなど
の運用までを富士通フロンテックが行うことで、
お客様が簡易に導入できるものです。また、
クラウドセンター利用により安心・安全・快適な
システム運用で、万が一の災害時もお客様の
情報資産は万全な保護がなされます。サーバ
のクラウドセンター集約により、店舗の節電、
スペース活用に貢献などお客様の問題解決と
環境への負荷低減を図っています。

　当社グループは開発・製造・販売・サービスが
一体となって活動し、ＩＣＴ企業としてお客様や
パートナー様、お取引先様とのグローバルな
バリューチェーンにおいて環境課題の解決に
取り組んでまいります。

環境保全活動の取り組み内容

●節電対策
　2013年度は使用電力量を2010年度比で
夏季(4-10月)▲20％削減、冬季(11-3月)
▲15%(新潟工場▲10%)を目標に掲げ、
グループ全体で取り組んでいます（2012年度
目標よりそれぞれ5%高い目標）。その結果、
夏季はすべての事業所で目標を達成し、冬季
目標達成に向けて活動しています。

●良き企業市民
　本社や各事業所周辺の清掃活動実施や新潟
工場では行政と一緒に公園や花壇の草取り清掃、
FJFSでは森林保全活動や植林保全団体への
寄付を継続実施しています。また、ペットボトル
キャップの回収、献血など一人ひとりが身近に出
来る活動を通して社会貢献を実施しています。

●環境コンプライアンス対応
　本社および新潟工場では事業所の環境測定

を実施して法規制の順守状況を把握し、環境
経営報告書で公表しています。環境マネジメント
システム(ISO14001)をさらに有効的に機能
させ自らを継続的に改善させています。

　当社グループの取り組みは、富士通グループ
の環境活動コンセプト「Green Policy 21」を
もとに第七期環境行動計画（2013-2015年）に
沿って具体的な目的・目標を設定して活動して
います。省エネ・省資源に優れた業界トップ
クラスの環境配慮製品の開発と提供、温室
効果ガス(ＧＨＧ)排出量を低減する環境貢献
ソリューションの開発と販売、グループ社員は
良き企業市民としての地域貢献活動を拡大する

経営執行役専務（環境経営委員長)

など社会への貢献を行っています。自らの事業
活動においては、節電対策を中心としたエネ
ルギー消費量の削減や物流・輸送時のCO2
排出量の削減、化学物質や産業廃棄物の排出量
抑制に取り組んでいます。私たち社員一人
ひとりは持続可能な社会の実現に向けて、
『環境にやさしい企業活動』を進めてまいります。

富士通フロンテックグループの環境への取り組み

　当社グループは『環境にやさしい企業活動』を基本理念として、社会への貢献と自らの事業
活動において地球環境保全への取り組みを展開しております。今、社会は、資源、エネルギー、
気候変動、生物多様性の損失など多くの課題に直面しています。富士通フロンテック･ウェイの
行動指針に『私たちは、地球環境を守ります』を掲げておりますが、地球環境保全への取り
組みは、当社グループにとって最重要課題の一つでありすべての組織と社員が積極的に
取り組みを推進してまいります。

取締役会長

　当社グループは、富士通グループのなかで、
ICTと人をつなげるフロントエンドシステムを
担当し、ヒューマンインターフェースに関わる
最先端の技術で、お客様への持続的な価値提供
を行っています。社会の進化に伴い、クラウド
コンピューティングの進展、ビッグデータ時代の
ビジネス変革など、システムへのニーズが多様化
しているなか、金融、流通、産業・公共の各分野で、
ものづくり技術を活かしたプロダクトの提供
に加えて、クラウドシステムやソリューション・
サービスへの拡充を図っています。
　さらに、地震や火災などの自然災害時に、
セキュアーなシステム（データの格納や認証
技術）を構築することによりBCP（ビジネス 
コンティニュイティ プラン）をサポートするなど、
お客様の事業のLCM（ライフ サイクル マネジ
ネント）をICTで支えています。
　私たちは、ＩＣＴ企業として地球環境保全に
取り組んでいます。
　当社グループが開発した製品やサービスは
多くのお客様に導入を頂き、資源やエネルギーの
使用を削減しコストダウンにつながっていると
共に環境課題の解決に貢献しています。

持続可能な地球と社会の発展のために、ＩＣＴ企業としてフロント
テクノロジー事業の強みを活かし環境課題の解決に貢献してまいります。
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環境負荷低減を「節電」や「省エネ」に置き換えて
より身近に見える持続的な活動として展開しています。

事業サイクルとマテリアルバランス
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本社・東京工場 新潟工場 熊谷サービスソリューションセンター

大宮ソリューションセンター 富士通フロンテックシステムズ（FJFS前橋） 大阪ソリューションセンター

設　計 調　達 製　造 物流・販売 使用（製品・サービス） 回収・リサイクル

熊谷サービスソリューションセンター

●水　15,229トン

●エネルギー
　購入電力　4520MWh
　軽油　　　　　　0.1KL
　LPG　　　　　19.2トン

●水　46,857トン
●原材料
　金属　　　203トン
　プラスチック　2トン

●エネルギー
　購入電力　6,229MWh
　灯油　　　　　　1.2KL
　軽油　　　　　　0.1KL
　ＬＰＧ　　　　  11.6トン
　都市ガス　　 4.4千ｍ3
　●化学物質　　 1,517Kg

●エネルギー
　軽油　341.6ＫＬ

●排水　15,229トン

●大気排出
　CO2　1,896.4トン

●廃棄物
　発生量　　　　　　　　148.4トン
　サーマルリサイクル量　　39.3トン
　マテリアルリサイクル量 109.2トン　
　廃棄処分量　　　　　　　　0トン　　

●排水　46,857トン ●大気排出
　CO2　2,583トン

●廃棄物
　発生量　　　　　　　 228.0トン
　サーマルリサイクル量　 210.2トン
　マテリアルリサイクル量　 17.7トン
　廃棄処分量　　　　　　　　0トン
●化学物質排出量            1,124Kg　　

●大気排出
　CO2　895トン

INPUT

OUTPUT

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ハ
ー
ド
製
品

リ
ペ
ア
サ
ー
ビ
ス

・・・P7

・・・P11 ・・・P11 ・・・P12

・・・P8 ・・・P9～P10 ・・・P12調 達開 発
設 計 製 造 物 流

使用
リペア
サービス

使 用
サービス販 売開 発開 発企 画

設 計

■ 算出方法　IN
　●● 水(設計/製造) 2012年度に使用された量
　●● エネルギー(設計/製造) 2012年度電力、油、ガスの消費量
　　● エネルギー(物流) 2012年度輸送による燃料の消費量
　　● 原材料（製造） 2012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
　　● 化学物質(製造) 2012年度新潟工場において、取り扱われた化学物質の量
 （排出量+リサイクル量)

■ 算出方法　OUT　
●● 排水(設計/製造） 2012年度下水道または、河川に排水された量
●● 大気排出(設計/製造）2012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(物流）　　 2012年度の輸送業務において燃料消費量より算出
●● 廃棄物(設計/製造）　 リサイクル量：2012年度に廃棄物としてリサイクル処分された量
　　　　　　　　　　　　 廃棄処分量：2012年度に埋立処分された量
　● 化学物質(製造）　　  2012年度新潟工場において、排出された化学物質の量

●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・
　　　　　販売なら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：2015年3月22日

環境マネジメントシステム



7 環境コミュニケーションブック 8環境コミュニケーションブック

熊
谷
Ｓ
Ｓ
Ｃ

新
潟
工
場

本
社・東
京
工
場

大
宮
Ｓ
Ｃ
／
Ｆ
Ｊ
Ｆ
Ｓ
前
橋用語解説

※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」の条件を満
たし、【省エネルギー】と【その他分野】の「3R設
計・技術」「含有化学物質」「環境貢献材料・技
術」などの両方において環境要素がトップグ
ループレベルにあり、市場製品または自社製品
との比較において優れた製品またはシステム
と認定されたもの。 用語解説

グリーン製品・スーパーグリーン製品評価の仕組み

総合評価点が
90点以上

製品分野の適合
条件を満足

すべての評価項目に適合

STEP 1
「製品環境アセス
メント」の実施

STEP 2
「グリーン製品評
価」の実施

STEP 3
「スーパーグリーン
製品評価」の実施

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）

（環境配慮強化型製品）

ATM流体解析モデル例

第６期への取り組み結果
　当社では、金融、流通、産業・公共の各分
野に渡り製品開発をしています。ハード製
品を開発する上では、ライフサイクルの全
ての場面に於いて環境に配慮しています
が、その事を検証するため、製品環境グ
リーンアセスメントを実施します。「省エネ
ルギー」「3R設計」「化学物質」を含め、多
数の項目で構成されています。
　評価の結果、適合する製品は環境配慮
型製品として「グリーン製品」に位置づけ
ています。これらグリーン製品の中でも特
に環境配慮要素がトップレベルにあり、市
場製品または自社製品との比較において
優れた製品は、スーパーグリーン製品とし
て富士通グループが認定しています。

　第６期環境行動計画では、新規開発す
るグリーン製品群数に対するスーパーグ
リーン製品群数の累積割合を30％以上と
して活動しましたが、全ての分野で製品
化することが出来、目標をクリアすること
ができました。
　また、製品の価値向上と環境負荷低減
を同時に評価できる「環境効率ファク
ター」にも取り組みました。こちらは、新規
開発のグリーン製品を対象に2008年度
製品と比較して環境効率ファクター1.6
を2010年から2012年度まで継続達成
する目標を立て、こちらも同様クリアして
います。

第７期への対応
　現在、第7期環境行動計画の2つの目
標に取り組んでいます。1つは、エネル
ギー効率に優れたトップレベル製品の開
発。もう1つは、製品の省資源化を通じて
環境要素に優れた製品の開発。
　お客様の環境負荷低減と市場製品との
優位性/競争力を強化することを目的とし
て取り組んでいます。

非接触型静脈センサーの実用化
　従来品より更なる小型化・薄型化に向
け、撮影に使用する内蔵部品を新設計。
非接触かつ反射方式で認証する手のひ
ら静脈認証の特徴を活かし、世界最小・
最薄・最軽量の小型センサーを実現しま
した。

グリーン調達活動
　富士通グループは、環境に配慮した部
品・材料や製品の調達に関する基本的な
考え方を「富士通グループグリーン調達基
準」としてまとめ、国内外のお取引先とと
もにグリーン調達活動を推進しています。
　具体的には、すべてのお取引先に、環境
マネジメントシステム(EMS※1)の構築、
CO2排出抑制/削減の取り組み、生物多
様性保全の取り組みをお願いしています。

　また、部材系のお取引先には、化学物質
を適正に管理していただくため、業界標準
であるJAMP※2の「製品含有化学物質管
理ガイドライン」に基づく含有化学物質管
理システム(CMS※3)の構築をお願いして
おり、サプライチェーンにおける製品含有
化学物質の管理を強化しています。

製品含有規制化学物質管理
　欧州のRoHS指令、REACH 規則をはじ
め、各国にて製品の含有化学物質に対す
る法規制が制定されています。
　このような中、富士通グループでは、
法令を順守し、有害物質による人の健康
への悪影響や環境汚染を未然に防止す
ることを目的に、製品中の含有が禁止さ
れる物質を｢含有禁止｣物質として定め、
また、有害またはその懸念があり製品中の
含有情報の報告や開示が求められる物質を
「含有管理」物質と定め、全ての製品で管理
可能な様に活動しています。
　具体的には、お取引先にJAMP/AIS※4
での含有情報の提供をお願いし、いただ
いた情報を社内の環境情報システム等に
投入し管理しています。

第6期への取り組み結果
　第6期環境行動計画では「CO2排出抑
制／削減」と「生物多様性保全」をテーマに
「部材系お取引先の取り組み実施率を
2012年度までに100%にするという目標
を掲げ、お取引先と共に活動してきまし
た。「CO2排出抑制/削減」では、具体的な
活動を実践する「ステージⅡ」以上を、「生物
多様性保全」では取り組み意思を表明する
「ステージⅠ」以上の目標を依頼しました。

　活動推進にあたって、お取引先にこれ
らのテーマの重要性をご理解いただくた
めに、説明会を設けさせていただきまし
た。それぞれのテーマに沿ったツールも提
供した結果、2012年度上期には部材系
活動対象の100%のお取引先に、ご対応
いただけました。

グローバル調達への対応
　部材の調達に当たっては、品質、コスト、
納期が重要なポイントとなりますが、多種
多様な部材をグローバルに調達し製品に
するまでには、多くの課題が有ります。
　それらの課題を解決するために、関連
部門は検討会を幾度と無く繰り返し、その
対応にあたっています。

第7期への対応
　富士通グループでは、2013年度からス
タートした第7期環境行動計画において
も、バリューチェーンの上流における
「CO2排出抑制/削減」の取り組みを、企
業として取り組むべき重要課題と認識し、
ソリューションサービスなど部材系以外の
お取引先に対しても働きかけを拡大して
います。

お取引先との懇親会開催
　当社では毎年、お取引先懇親会を開催
しています。（新潟工場と連携）
　懇親会では、調達環境の変化とグリーン
調達活動を含めた調達方針および、これ
からの目標を説明し、環境技術等の情報
を共有することで、コミュニケーションの
向上を図っていくことも伝えました。
　また、当社事業活動に対し、顕著な貢献
をされたお取引先に対して感謝状を贈呈
し、パートナーシップの強化に努めました。

感謝状贈呈の様子多拠点を結んだ合理化会議の様子

※1：EMS
　 環境管理システム( E n v i r o nm e n t a l 
Management System)の略。

※2：JAMP　　　　　　　　　　　　　　
アーティクルマネジメント推進協会(Joint Article 
Management　Promotion-consortium)の略。

※3：CMS　　　　　　　　　　　　　　　
化学物質管理システム(Chemical substances 
Management System)の略。

※4：AIS　　　　　　　　　　　　　　
JAMP策定の製品含有化学物質調査フォー
マット（Article Information Sheet）の略。

ステージ概要

Ⅲ
取組拡大

Ⅱ
活動実践

Ⅰ
取組表明

TeamPoS7000

FACT-V XCD

Patio Printer

デザインへの配慮
　「より使い易く」また、使ったときの「心地
よさ」にも配慮した、ユニバーサルデザイ
ンを追求しています。2012年度もその価
値を評価され、グッドデザイン賞を3製品
で受賞することが出来ました。

POS端末 
[TeamPoS7000 モデルA100 / A200]
　店舗オペレータと来店されるお客様の
両者への配慮と店舗への調和、長期使用
を目指したデザインと効率性を高める操
作性に配慮。

携帯プリンタ
 [Patio Printer]
　業務用の機器として長く利用され、さま
ざまな他の機器と併用されることから、時
代に左右されず他の機器とも調和するよ
うに、シンプルでプレーンな形状を採用。

『店舗向けATM運用サービス』
[専用ATM/ FACT-V XCD]
　ネットバンクの普及・ライフスタイルの
多様化の中で、銀行店舗以外での現金取
引のニーズが高まっている中で、心地良い
操作感を実現。

職場に緑を ！
癒しの空間になっています

お取引先と共にグリーン調達活動を推進し、
地球環境の保全に努めています。

東京
工場

ハード製品開発部門として省エネ、化学物質含有規制への対応他、
環境に配慮した製品開発に努めています。

調 達

開 発
設 計
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発注/納品伝票のRFIDタグ運用に
よるペーパーレス化への工夫

■「かんばん運用」の展開
　新潟工場では以前から部品調達の「かんば
ん運用」によるJIT化（JUST IN TIME）を展開
しており、2008年より「紙かんばん」からUHF
帯RFIDタグを利用した「RFIDタグかんばん」
システムを独自に開発し、運用しています。

■システム運用におけるメリット
　このシステムは、RFIDタグ付リライタブル
シートにかんばんデータを書き込むことで、
情報がすべて電子データでやりとりされる
ため、当社およびお取引先での紙伝票が無く
なり、大幅なペーパーレスを実現しています。
　また、納品時に部品に添付されたタグの納
品情報を、当社製品の受信機にて非接触で
一括読み取りを可能にした仕組みで、ペー
パーレスと同時に電子情報管理による受入
作業の効率化を実現しています。
　
■システムの拡大展開
　最近、RFIDタグ付リライタブルシート形態
および使用周波数帯の国際標準化が図られ
たことで、現在、国内運用にとどまっています
が、海外子会社のＦＤＴＰ（フィリピン）での展
開も検討しています。

■節電施策の一例
　天井灯の集中操作盤のスイッチとフロア
照明エリアを番号+色分別し、誰もが判り
やすく操作しやすい工夫をしています。

　また、温度計を空調機集中制御盤の近く
に設置し室温調整が適正に行われるよう
に工夫しています。

■行動指針やさまざまな活動スローガンの表示
　階段の段差を有効活用し社員への意識
づけとともに、来工される方々へ一目で私
たちの取り組んでいるさまざまな活動内容
が見えるように工夫しています。

ＶＯＣ大気排出量削減活動・・・
化学物質削減への工夫

　2010年度から【ファクトリーの改善(化学
物質)「IPA排出量を2012年度末までに
2010年度実績比25%削減する」】という目
標を設定し、活動を実施してきました。
■当社の使用状況
　当社のVOC成分を含む薬品類は、一部の製品
の原材料や製品の清掃および、設備・治具・部品の
洗浄に使用していますが、その際にVOC成分が
気化し、大気へ放出されています。

■2012年度実績概要
　2010年実績：1038㎏に対し、2012年度実績：
712㎏となり、実績比31%(326㎏)削減すること
ができ、目標を達成しました。

■活動トピックス
１.作業現場で使用するIPA容器をハンドラップ容
　器および霧吹きスプレー容器に変更することに
　より、IPA使用量の標準化および、揮発防止を
　行い、僅かでも使用量を減らす工夫を実施。
２.装置・治具等のクリーニング方法をIPA拭き
　の割合を減らし、代替品の薬品を使用し、IPA
　使用量を削減しました。

環境保全活動への啓発の工夫
■環境方針（FJ版/FTEC版）、目的・目標の
　携帯版運用
　環境方針などは社内イントラネットで公開
していますがアクセスできない方を考慮し、
毎年、携帯版を整備して提供しています。も
ちろん、アクセスできる方も、常に認識する
ために活用する場合もあります。

緑のカーテンへの工夫
■憩の空間を演出
　新潟工場は第1工場、第2工場に分かれており、それぞれに食堂があります。日射防止による
室温上昇抑制効果とともに昼食時の憩の空間を演出するため、食堂の外に設置しています。

■さまざまな植栽による一石二鳥を展開
　ゴーヤ、アサガオ、丘わかめ、パッションフルーツなど、毎年、植栽に変化を持たせています。
これは、緑のカーテンとしてだけではなく、副産物として収穫した実や種を有効活用しようと
の工夫です。
　新潟県で春と秋に実施される【緑の募金】活動に毎年、参加していますが、募金いただいた
方に、アサガオの種やゴーヤを栽培方法のメモとともに提供しています。

作業環境への工夫
　新潟工場では、2004年より「ものづくり革新活動」を本格的に展開し、生産性の向上や製造
手番/製造スペース/社内外の物流効率改善/棚卸残高の削減など、これまでさまざまな成果を
あげてきました。
　そのようななかで、機能優先になりがちな作業環境に憩の空間を演出すべく職場の緑化
に、社員自らの活動として取り組んでおり、今では事務所内/通路脇、休憩エリア/トイレなど、緑
にあふれた工場となっています。

【環境スローガンと行動指針】

【ものづくり革新活動と企業指針】

RFIDタグ付リライタブルシートおよびシステムの概要

・RFIDタグチップを内臓
・表面印字の書換え・繰り返し印字が可能

紙を一切使用しないかんばん運用媒体
工場受入部門でのマニュアルの作業
（伝票の検収等）の削減、お取引先での
紙伝票印刷ゼロを実現

節電対策の工夫
　2011年の東日本大震災以降、省エネル
ギー対応や環境保全の重要性が増すなか
で、新潟工場では、さまざまな省エネルギー
活動を展開してきました。
　そのひとつに工場ならではの施策とし
て、作業現場でより快適に作業ができるよ
う、2011年より夏の作業服にオリジナルT
シャツを作成し着用しています。
　写真では見えませんが、背中のデザイン
も工場周辺にそびえる、弥彦山、角田山、国
上山を取り込み、地元密着性を表現してい
ます。

■環境情報掲示板の設置
　工場内のフロアー単位、および共有エリア
に環境情報掲示板を設置し、タイムリーな情
報掲示を行っています。
　例として
・環境方針、目的・目標および各部門の環境
　目的・目標マネジメントプログラム
・環境関連ポスター
（環境月間、COOL BIZ、WARM BIZ等）
・協賛している新聞社主催の「環境活動新
　聞記事」

FTEC新潟工場 お取引先RFIDタグ
かんばんシステム

・タグ一括読取り
・部品情報収集

かんばん回収

製造
ライン

入荷/検収情報

搬送

引取り

発注・納入
指示

部品
搬送

シートPR

情報
RFIDタグ
物流

かんばん回収

かんばん回収

発行照合

納入指示
発 注
入荷/検収
RFIDタグ管理

見える化への工夫

第1工場食堂からの眺め 第2工場食堂の設置状況

FDTPをはじめとする海外拠点および国内外のお取引先との
連携や支援を行うグローバル・マザー工場

製 造
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用語解説

富士通グループの活動実績
 富士通グループでは、グリーンICTプロ
ジェクト「Green Policy Innovation」を
2007年12月より推進しています。
　このプロジェクトの推進により2009年
度から2012年度の4年間にグローバル
で累計1500万トンのCO2排出量に貢献
するという目標を掲げ、2012年度までに
累計1561万トンのCO2排出量を削減し
ました。

グループ企業の部1位獲得
　「特別表彰制度」は、第６期環境行動計画
(2010年度～2012年度)の目的・目標の
内、「お客様・社会全体への貢献」の活動成
果に対して、優秀な貢献をした富士通ビジ
ネスグループ企業を表彰する制度です。
　当社は第6期環境行動計画の最終年度に
当たる2012年度に富士通グループ会社
34社中1位となり、表彰されました。
　当社グループは、2004年度より環境貢
献ソリューションの開発に取り組み、累計28
件を開発しました。特に2012年度は、環境
貢献ソリューションを過去最高の7件開発し
たことに加え銀行ATM(FACT-V X200)が
多くの受注を獲得したことと、医療分野での
提案活動やTeamPoS7000などの耐環境
性をキーとしたコミュニケーション活動を展
開し高い評価をいただきました。
　4月18日、幕張メッセで行われた富士通ソ
リューションビジネス拡販会議の中で、表彰
され、当社を代表して福永経営執行役が山
本社長より「トロフィー」を授与されました。

当社の環境ソリューションの
取り組み

　当社グループのソリューション開発拠
点は大宮SCとFJFS前橋、大阪SCがあり
ます。
　環境活動に関わる部門は、金融、ＡＴＭ、
流通、産業公共、ミドルウェアがあり、そして
それぞれの拠点の事務部門を加え計７つ
の環境推進部門で活動しています。
　環境ソリューションの開発は、2004年
度より取り組みはじめました。当初より
ソリューション導入の前後をCO2排出量比
で評価するという手法で開発部門が中心
となって提供してきました。
　2007年度からは環境配慮ソリューショ
ン※1の登録制度も加わり従来の環境貢献
ソリューション※2の認定制度と2本柱で開
発に取り組み、二つ合わせて毎年10件程
度の提供となり、定着した活動となってき
ました。

特別表彰制度活用で裾野拡大
　お客様のCO2排出量削減1500万ト
ンを達成するためには、開発した環境ソ
リューションをより多くのお客様にご使
用いただくことが重要であり、2010年
度よりそれまで開発部門主体の活動を
営業部門やハード開発部門にも裾野を
広げました。
　同時に富士通グループの環境特別表
彰制度活用に本格的に取り組み、社内に
専用のホームページを開設し環境貢献・
配慮ソリューションの提供・提案を「見え
る化」して関係部門への活性化を図りま
した。
　さらに、ICTソリューション活用を浸透
させるために環境特別表彰制度にお客様
への提案や具体的に受注したものにポイ
ントが付加される追加が行われました。
　また、東日本大震災の後は、お客様へ
の提案・訴求では環境をキーとした削減
項目として「節電」や「省エネ」が加わりま
した。

環境特別賞トロフィー

※1：環境配慮ソリューション　　　　　
　　 環境アセスメントによる定性評価
　　（評価方法は貢献ソリューションと同等）

※2：環境貢献ソリューション　　　　　
ICT導入前後のCO2排出量を7つのカテ
ゴリで比較評価して15%以上の削減効果
が見込まれる場合に認定される。

環境貢献・配慮ソリューションの実績

環境特別賞授与式　4/18　幕張メッセ
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44 44
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55

66

サービスを通じた環境課題解決
　金融機関向けのATM製品や流通向け
のＰＯＳ・ハンディターミナルを中心とする
製品とそのシステムの導入から構築・運
用・保守まで、富士通フロンテックが責任
を持って代行するアウトソーシングサービ
スをご提供しています。ハイクオリティな
トータルサービスを提供していますので、
お客様はより安心して本来の業務に専念
いただけます。製品とシステムのライフサ
イクル・マネジメント化により、お客様の企
業価値向上、業務負荷の低減やコスト削
減、環境負荷低減の課題に大きく貢献して
まいります。

自社内の環境課題の解決
　当社のサービスは、多くのお客様に活
用頂き、節電、スペース削減、業務負荷削
減、コスト削減などに貢献しております
が、更に改善を図る目的でフィールドイノ
ベータと共同で、課題分析や可視化によ
りプロセスの改善を進めおり、現在まで
に5つのWGを展開して、サービス品質
改善とレベルアップ、環境負荷低減に取
り組み中です。

サービス概要

導入事例

事例①
スーパーマーケットに

新型グローバルPOSを設置

事例②
設置スペースを有効活用できる

小型POS

事例③
銀行のトータルアウトソーシング
銀行向けATMサービス

・システム導入や管理、運用に時間を取られず、本来の業務に専念できる。
・サポートがシッカリしているから安心と安全で信頼できる。

金 融 部 門
　銀行向けATMサービス　　　　　
金融機関におけるシステムの監視・
警送・運用をすべて当社がアウト
ソーシング24時間365日対応します。
　店舗向けATMサービス　　　　　
ATMメーカーのパイオニアである、
当社が流通店舗の設置店に対し、
銀行の代わりに無人出張所の開設
を行い、警備警送までその運用を
トータルにサポートします。

流 通 部 門
量販店向けPOSシステムサービス　　　
量販店向けのPOSシステムをクラウド
サービスで、お客様に最適なリソースとサ
ポートを提供します。「TeamCloud/M」
店舗システム導入/運用支援サービス　　
お客様店舗システムの導入、運用、保守
のライフサイクルを支援するサービスメ
ニューを提供します。
流通保守サービス　　　　　　　　　　
全国へ納入した流通ハード製品の保守
サービスを展開しています。

ヘ ル プ デ ス ク サ ー ビ ス
　金融、流通分野の製品・システムのご利用をサポートサービス業界の国際標準機関に
認められた知識豊富なスタッフが、丁寧な電話対応と、リモートメンテナンスで迅速か
つ正確にサポート。

トータルサービス

導 入 構 築 運 用 保 守

節 電

効 率

安 全

環 境

節 電

効 率

安 全

環 境

1  顧客コール分析WG
2  流通保守改善WG
3  i-ATM効率化WG
4  広島センターサービス品質向上WG
5  流通インフラ刷新WG

導入から構築・運用・保守までの
トータルサービスで環境課題も解決します。

金融コールセンター 流通ヘルプデスク

全国のATM利用
顧客様からの問
合せに真心を込
めて対応中

全国のPOS/HHT
利用店舗様から
の問合せを親切
丁寧に対応中

ICTソリューションの開発/拡販により
環境社会貢献を推進しています。

大宮SC
FJFS前橋

熊谷
SSC

開 発企 画
設 計

使用
リペア
サービス

使 用
サービス



目標と実績
富士通グループの中期環境ビジョン「Green Policy 2020」と第6期環境行動計画（2010～2012年度）に基づき、
環境活動を推進しました。
2013年度からは第７期環境行動計画が策定され2015年度までの３年間で新たなテーマで目標達成に向け推進していきます。

環境パフォーマンス1

新潟工場－地下水
項目

鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレン

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値
単位：［mg/L］ 本社・東京工場－地下水 単位：［mg/L］

項目
鉛及びその化合物

六価クロム化合物（地下水）
砒素及びその化合物（地下水）
1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレン

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値

新潟工場－水質
項目

水素イオン濃度（pH）
生物化学的酸素要求量（BOD）

浮遊物質（SS）
ほう素及びその化合物 ※1
ふっ素及びその化合物 ※1

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値
単位：［mg/L］ 本社・東京工場－水質 単位：［mg/L］ (大腸菌群数：個/cm3)

項目
水素イオン濃度（pH）

鉛
PCB
大腸菌群
六価クロム

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値

※1　土壌測定は過去の測定結果及び状況監視により地下水観測井戸でのモニタリングに一本化しました。
※2　測定値の記号“<”は“未満”を示す。
※3　【原因】 自然的原因（河川および食物連鎖などの影響並びに土壌由来による自然的原因） ⇒【対応】 自然的原因として、行政並びに上位組織へ報告しております。

■ 環境パフォーマンスデータ（法規制順守状況）〈2013年度上期〉

重点化学物質
取扱量[kg]都市ガス［千ｍ3］LPG［t］軽油［kL］ 地下水

水使用量［t］
水道水

エネルギー使用量
灯油［kL］購入電力［MWh］

1,507
3,065
327
355
5,254

6,219
8,599
ー         
ー         

14,818

ー
ー
ー
ー
0

ー
1.2
ー
ー
1.2

0
0
ー
ー
0

ー
624
ー
ー
624

ー
0.1
ー
ー
0.1

9.5
5.0
ー
ー
14.5

613
1,247
133
145

2,138.4

25.0
9.4
3.6
2.0
39.9

10.6
89.1
ー       
1.4

101.1

ー
ー
ー
ー
0

5.8～8.6
25
90
10
8

6.5～7.7
1.3～2.5
2～14
<1.0
<0.8

5.8～8.6
25
72
5
4

0.01
0.05
0.01
0.02
0.04
0.03

0.00１～0.004
<0.01

0.002～0.029 ※3
<0.01
<0.004
<0.003

0.005
0.025
0.01
0.016
0.02
0.015

<0.002
<0.005
0.003
<0.002
<0.004
<0.002

0.01
0.05
0.01
0.02
0.04
0.03

0.005
0.025
0.005
0.01
0.02
0.015

ー
ー
ー
ー
ー

 5.8～8.6
0.1
0.003
3000
0.5

6.0～8.4
0.05
0.0015
1500
0.25

ー
ー
ー
ー
0

ー
2.8
ー
ー
2.8

ー
506
ー
ー
506

0.1
0.2
ー
ー
0.3

28.0
14.7
ー
ー
42.6

本社・東京

拠点

新潟
大宮SC
FJFS（前橋）
合計

インプット

埋立処分量
廃棄物発生量［t］
サーマルリサイクルマテリアルリサイクル排水量［t］都市ガスLPG軽油

エネルギー消費に伴うCO2排出量［t-CO2］
灯油購入電力

本社・東京

拠点

新潟
大宮SC
FJFS（前橋）
合計

アウトプット

■ 環境パフォーマンスデータ〈2013年度上期〉

■ 2012年度の目標と実績

環境パフォーマンス1概　　要

富士通フロンテックでは、富士通グループの中期環境ビジョン「Green Policy 2020」第6期環境行動計画で設定されたテーマに基づき、グループ
会社を含めたすべての拠点で環境活動を推進しました。また、本来業務と環境活動を整合させるため、すべての部門で本来業務にかかわる環境目標を
掲げて活動展開しました。
2012年度は第6期環境行動計画の最終年度となりましたが、すべての設定テーマで目標達成することが出来ました。

主な活動実績と今後の課題

重点テーマ 重点取り組み項目 2012年度目標 2012年度実績 総合評価

富士通フロンテックグループ 第6期 環境行勣計画（2010～2012年度） 目標と進捗状況

製品・サービスの
環境価値向上と
グリーンＩＣＴの
開発・提供強化

新規開発製品
：30%以上

新規開発製品
：54.5%

新規開発製品
：「1.6」以上

新規開発製品
：「4.4」

環境負荷削減度
：0.85以下

環境負荷削減度
：0.65

○環境貢献・配慮ソリューション
：5件以上

環境貢献・配慮ソリューション
：8件

◎

◎

◎

◎

◎

排出量：4,155ｔ-CO2
（10％ 削減）

排出量：3,883ｔ-CO2
（16％削減）

排出量：916ｔ-CO2
（13％ 削減）

排出量：895ｔ-CO2
（15％削減） ◎

自らの環境負荷
低減活動の強化

◎

発生量：328ｔ
（62％ 削減）

発生量：291ｔ
（66％削減）

取引先数：125社
（100％）

取引先数：125社
（100％）

取引先数：124社
（100％）

取引先数：124社
（100％）

排出量：780kg
（25％）

排出量：712kg
（31％）

○

○

○

環境経営基盤の強化

「CO2削減率・削減量」
を盛り込んだ外部事例

：22例以上

「CO2削減率・削減量」
を盛り込んだ外部事例

：89例

◎

活動数：8件以上 活動数：9件

活動数：9件以上 活動数：27件

4拠点にて「4つ星」達成 4拠点にて「4つ星」達成

５施策以上 14施策

○

○

○

総合評価　◎：目標を十分に達成　○：目標達成　×：未達成

●節電対策の継続推進
　2011年に発生した東日本大震災の影響により、
全社レベルで節電に関する対策と取り組みを強化
するため「節電対策委員会」が設置されました。
｠
　2012年度も電力供給の不安要素から、継続して
「節電対策委員会」を中心とした活動と目標設定を
行い、グループ会社を含めたすべての事業所で節
電目標達成に向け活動を展開しました。
　2012年度は2010年度比、夏季15％ 冬季10%
の目標を達成しました。
　2013年度については、さらに節電活動を加速し
2010年度比、夏季20％ 冬季15％の削減をめざし
活動しています。

●環境コンプライアンスの強化
　当社製品の国内製造拠点となる新潟工場にて、
自主モニタリングの結果、地下水より規制値を超え
る砒素が確認されました。調査した結果は自然的
原因と判明し管轄行政へ報告しております。

　また、近隣住民の方から工場からの騒音について
クレームがありましたが、原因と対策状況を報告し
ました。規制値を順守しておりましたが、継続して
新潟工場独自の環境目標として「環境コンプライ
アンス強化」を設定しました。

　法規制の監視強化と近隣住民の方との良好な
信頼関係維持に向けた取り組みを実施しています。

●本来業務にかかわる目標の設定
　各部門の環境課題は本来の業務の目標のなか
で改善を行うことが必要です。
　たとえば、ＩＣＴの活用や生産革新活動、製品設計に
よりＣＯ２排出量を削減するなどの改善となります。
富士通フロンテックグループでは本来業務の改善
が地球環境保全に貢献できるものとして活動して
います。

　第７期行動計画においても、事業計画や品質目標・
売上目標など、EMSの枠組みに沿ったすべての
部門が本来業務にかかわる項目を自部門独自の
環境目標として掲げ、目標達成に向け取り組んで
います。

1

2

3

環境社会貢献活動の推進4

生物多様性
保全活動の推進

5

スーパーグリーン製品の開発
2010年度から2012年度に新規開発するグリーン製品群数に対する
スーパーグリーン製品群数の累積割合の達成を30%以上とする

IT製品含む環境ソリューションの商談登録拡大
2012年度末までに「CO2削減率・削減量」を盛り込んだ提案・受注・外部事例化体制を
定着させ商品の拡販を推進する

CO2排出抑制/削減の取り組みを実施する取引先からの調達推進
2012年度までに「CO2抑制/削減取り組みステージ」Ⅱ以上の取引先を100％にする

環境効率ファクター向上
新規開発のグリーン製品を対象に2008年度製品と比較して
環境効率ファクター1、6を2010年から2012年度まで継続達成する

環境負荷削減度達成
2012年度までに環境負荷削減度0.85を達成する

環境貢献・配慮ソリューションの開発
環境貢献・配慮ソリューションを2012年までに14件以上開発する

温室効果ガス(GHG)排出量の削減
温室効果ガス(GHG)排出量を2012年度末までに2010年度実績比10%削減する

VOC排出量の削減
IPA排出量を2012年度末までに2010年度実績比25％削減する

廃棄物発生量の削減
廃棄物発生量を2012年度末までに2007年度実績比62%削減する

ステークホルダとの環境コミュニケーション推進
環境経営報告書を含め、年間5施策以上実施する

環境美化活動・ボランティア活動等を推進する
地域社会への貢献等、国内各拠点で年間3件以上（合計9件以上）推進する

グリーンオフィス制度の「４つ星」レベル以上達成
2012年度末までに国内4拠点でグリーンオフィス制度の
「４つ星」レベル以上を達成する。

生物多様性保全の取り組みを推進する取引先からの調達を推進
2012年度末までに「生物多様性保全取り組みステージ」Ⅰ以上の取引先を100％にする

生物多様性保全活動の推進
生物多様性保全に関わる活動を 国内各拠点で年間1件以上（合計8件以上）実施する

物流・輸送CO2の削減
物流・輸送CO2排出量を2012年度末までに2008年度実績比13%削減する

重点化学物質
排出量[kg]

新潟工場－地下水
項目

鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレン

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値
単位：［mg/L］ 本社・東京工場－地下水 単位：［mg/L］

項目
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレン

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値

新潟工場－水質
項目

水素イオン濃度（pH）
生物化学的酸素要求量（BOD）

浮遊物質（SS）
ほう素及びその化合物 ※1
ふっ素及びその化合物 ※1

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値
単位：［mg/L］ 本社・東京工場－水質 単位：［mg/L］ (大腸菌群数：個/cm3)

項目
水素イオン濃度（pH）

鉛
PCB
大腸菌群
六価クロム

測定値 ※2 法基準値 自主管理基準値

※1　土壌測定は過去の測定結果及び状況監視により地下水観測井戸でのモニタリングに一本化しました。
※2　測定値の記号“<”は“未満”を示す。
※3　【原因】 自然的原因（河川および食物連鎖などの影響並びに土壌由来による自然的原因） ⇒【対応】 自然的原因として、行政並びに上位組織へ報告しております。

（注）上記の他、新潟工場の定期環境測定結果、空調室外機の騒音により法基準値（夜45dB)を超過(夜49dB)。対策工事を実施し法基準値を満足しています。

※過去の測定状況により地下水観測井戸でのモニタリングに一本化

■ 環境パフォーマンスデータ（法規制順守状況）〈2012年度〉

重点化学物質
取扱量[kg]都市ガス［千ｍ3］LPG［t］軽油［kL］ 地下水

水使用量［t］
水道水

エネルギー使用量
灯油［kL］購入電力［MWh］

3,049
6,229
603
868

10,749

12,706
19,368
ー　　　
ー　　　

32,074

ー
1.2
ー
ー
1.2

ー
4.4
ー
ー
4.4

ー
27,489
ー
ー

27,489

ー
1,517
ー
ー
1,517

0.1
0.1
ー
ー
0.1

19.2
11.6
ー
ー
30.8

1,241
2,535
245
353

4,374.8

ー
3.1
ー
ー
3.1

6.2～6.9
3.3～7.6
18～67
<1.0
<0.8

5.8～8.6
25
90
10
8

5.8～8.6
25
72
5
4

<0.001～0.003
<0.01

<0.002～0.031 ※3
<0.01
<0.004
<0.003

0.01
0.05
0.01
0.02
0.04
0.03

0.005
0.025
0.01
0.016
0.02
0.015

<0.002
<0.005
0.003
<0.002
<0.004
<0.002

0.01
0.05
0.01
0.02
0.04
0.03

0.005
0.025
0.005
0.01
0.02
0.015

ー
ー
ー
ー
ー

 5.8～8.6
0.1
0.003
3000
0.5

6.0～8.4
0.05
0.0015
1500
0.25

ー
ー
ー
ー
0

ー
10.4
ー
ー
10.4

ー
1,124
ー
ー
1,124

0.1
0.2
ー
ー
0.4

56.5
34.0
ー
ー
90.6

本社・東京

拠点

新潟
大宮SC
FJFS（前橋）
合計

インプット

埋立処分量
廃棄物発生量［t］
サーマルリサイクルマテリアルリサイクル排水量［t］都市ガスLPG軽油

エネルギー消費に伴うCO2排出量［t-CO2］
灯油購入電力

本社・東京

拠点

新潟
大宮SC
FJFS（前橋）
合計

アウトプット

■ 環境パフォーマンスデータ〈2012年度〉

重点化学物質
排出量[kg]

13 環境コミュニケーションブック 14環境コミュニケーションブック

12,706
46,857
ー　 
ー　 

59,562.7

39.4
17.7
7.8
62.0
126.9

24.0
210.2
ー   
15.3
249.5

6,219
8,599
ー         
ー         

14,818.0

環境に与える影響を測定し、監視しています。
これらの情報を参考にコンプライアンスを推進しています。



環境社会貢献活動

新潟第２工場新潟第１工場本社・東京工場年度
2012
2010
削減量
前年比率

886
1,051
▲ 165
84.3%

805
1,055
▲ 250
76.3%

1,240
1,385
▲ 145
89.5%

ピーク電力
（KW）

■ ２０１２年度ピーク電力の実績

目標 実績 

廃棄物総発生量の削減
・3Rによる有効利用化推進、ゼロエミッション継続推進、
ダンボール・古紙・廃プラ・金属屑等の有価物化適用推進

・2010年度はプリント板製造ライン新設により増加
・2011年度は電力使用制限令により新たな節電活動推進
・2012年度は2011年度から継続し、節電活動を推進

1. 廃棄物総発生量の推移 2. 電力使用量の推移

［トン（t）］

［年度］ ［年度］

［MWh］

13,36013,360 13,23013,230 13,07613,076 12,94712,947 12,50512,505 12,48012,480

環境パフォーマンス2（推移）

過去6年間の各項目の推移と削減への取り組みを開示します。

748748

908

528528

410 446446

347
403403

315

413413
376

165165
137

740740

462

2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（上）2008 2009 2010 2011 2012 2013（上）

13,52613,52613,30513,305
12,23012,230

10,93510,935 11,18211,182
10,74910,749

4,7144,714 4,5724,572

15 環境コミュニケーションブック 16環境コミュニケーションブック

環境会計
2012年度は新潟工場で節電対策の一環として空調機のリプレースを行うとともに契約電力の見直しも行いました。
また、スーパーグリーン製品の占有率が2011年度31.8％、2012年度は36.1%と大幅に増加しました。

2012年度の集計結果

■ 2012年度 環境会計実績 （ ）内は前年度比 ［単位：千円］

公害防止

地球環境保全

資源循環

36,101（+6,101）

48,908（+11,397）

98,325（+20,501）

183,333（+38,000）

32,400（+2,526）

65,633（-1,105）

215,288（-1,973）

0（-10）

0（0）

496,654（+37,438）

28,319（+475）

23,068（+1,208）

71,740（+352）

123,128（+2036）

16,002（+5,989）

41,231（-10,892）

1,176,129（+179,586）

0（0）

0（0）

1,356,490（+176,719）

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

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

小　　　計

上・下流

管理活動

研究開発

社会活動

環境損傷

合　　　計

費　用主な範囲 効　果項目（費用・効果）

事
業
エ
リ
ア
内

■ 費用と効果の推移
費用 効果 

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

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

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

339,570339,570

581,800581,800
475,416475,416

246,906246,906

471,809471,809

1,336,6501,336,650

459,216459,216

1,179,7711,179,771

496,654496,654

1,356,4901,356,490

1,016,7991,016,799

440,460440,460

［単位：千円］

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

　発生費用は、4億9,665万円、効果合計は13億5,649万円で、費用
対効果は、273.1％となりました（2010年度比10.2％減）
概要は以下の通りです。
  
　スーパーグリーン製品のハード総売上における占有率は36.1%と
前年に引き続き4.3%増となり堅調に推移しグリーン製品売上効果は
11億7,612万円となりました。

　2012年度は環境関連の大きな投資はなく昨年並みの推移となって
います。

2011年夏の「電力使用制限令」は全社で取り組み、順守する事が出来ました。2012年度は電力需給状況が厳しいものと判断し、
各事業所別に引き続き2010年度を基準年度とした全社削減目標を掲げ取り組んだ結果、達成することができました。

【グループ全社の取り組み】

廃棄製品リサイクル、
グリーン購入など

ISO14001、環境教育、
情報システム化など

国内事業所の活動

富士通フロンテックグループの環境社会貢献活動は、地域での家族参加型イベント、清掃活動を始めとした地域貢献美化活動
として幅を広げています。年々参加人数が増加しており、各種団体と連携しながら継続的に実施しています。

富士通フロンテックグループでは、廃棄物の削減および使用電力削減の目標を達成しています。

　本社・東京工場（稲城市）では、2013年度も4月～9月の6ヵ月間、社員による会
社周辺の美化活動（クリーンキャンペーン）を実施しました。当イベントは、2007
年度から7年連続で行われています。環境月間の6月に参加の48名を含め、累計
94名がクリーンキャンペーンに参加しました。

［本社・東京工場］

6月19日　本社・東京工場周辺、弁天通り、京王よみうりランド駅前通り

● 2013年度 「クリーンキャンペーン」

　2013年4月14日、当社労働組合の有志が府中市主催の『第40回多摩川清掃
市民運動』に参加しました。当社では、会社としてだけではなく、労働組合としても
社会貢献活動に積極的に参加しています。

● 2013年度「多摩川河川敷清掃活動」への参加

　富士通フロンテックシステムズ（FJFS）は、2013年6月1日に、前橋嶺公園にて
森林づくり活動を実施し、手鎌による下草刈りや枝打ちを行いました。当日は、社
員およびその家族合計64名が参加しました。

［FJFS/大宮SC］

6月1日　群馬県前橋市嶺公園

● 2013年度 「森林づくり活動」

　富士通フロンテックシステムズ（FJFS）は、2013年9月27日夕方に、前橋駅前
周辺を3班（北側ケヤキ通り、西側線路下歩道、東側線路下歩道）に分かれ40名で
地域貢献美化活動を実施しました。

9月27日　群馬県前橋市駅前エキータ周辺

　新潟工場(燕市)では、年2回、工場近隣の「みなみ親水公園」の草取りと清掃活動を実施しています。
2013年度は社員および12社の協力会社の方々の参加を得て6月12日2１0名、8月21日189名で実施しました。

［新潟工場］

6月12日　新潟県燕市みなみ親水公園

● 2013年度 「クリーンキャンペーン」

　今年から新たな取り組みとして、工場近くの行政管轄花壇の花植えボランティア活動を開始しました。これは、燕市からの依頼に応える形で、前任者の地域婦人会より
引き継いだものです。何もかも初めての経験のため、婦人会のご指導をいただきながら、和気あいあいの雰囲気の中、一緒に楽しく活動しました。

● 2013年度 「花植えボランティア活動」新潟県燕市県道吉田弥彦線春日町交差点

5月16日 花植え4月25日 耕起、施肥 8月7日 花摘み・草取り6月27日 花摘み・草取り

4月14日　多摩川河川敷（東京都府中市）

FDTPからの研修生210名参加 川沿いの草取り 遊歩道の草取り

● 2013年度「地域貢献美化活動」

64名参加 手鎌A班の下草刈り 40名参加 北側ケヤキ通り

環境パフォーマンス2
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テキストボックス
166,386(+5,954)

shinichi-kudo
テキストボックス
65,633(+1,105)

shinichi-kudo
テキストボックス
118,985(-2,107)

shinichi-kudo
テキストボックス
476,106(+16,890)

shinichi-kudo
テキストボックス
1,362,347(+172,719)

shinichi-kudo
テキストボックス
41,231(-10,892)

shinichi-kudo
テキストボックス
215,288(-1,973)

shinichi-kudo
テキストボックス
0(-10)

shinichi-kudo
テキストボックス
1,176,129(+179,586)

shinichi-kudo
テキストボックス
0(0)

shinichi-kudo
テキストボックス
0(0)

shinichi-kudo
テキストボックス
0(0)
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環境社会貢献活動（FFNA）

　FFNAは、2012年5月に「川を守るための植樹（Trees for Tribs）」計画に参加
しました。同計画は、ニューヨーク州の環境保全省（DEC）と共同で、ニューヨーク　
ビークマンタウンのレクレーション公園にある遺産の道（The Heritage Trail）沿
いに植樹を行うものでした。
　遺産の道は、リー・ブルーク沿いに0.5マイル続いており、ビークマンタウンの
通学路となっています。遺産の道は、2011年の洪水でダメージを受け、侵食し、
野生動物の生息地が破壊されました。「川を守るための植樹」計画により、FFNA
によって寄付された40本の木（250ドル相当）を含め約1,000本の木がFFNAを
含むボランティアによって植えられました。

Fujitsu Frontech North America Inc.（FFNA）は、環境保全活動や地域貢献活動を積極的に行っています。
社員一人ひとりの社会貢献に対する意識が高く、各イベントに毎回大勢の社員が参加しています。

環境社会貢献活動（FDTP）
FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES（FDTP）は、地域の自然環境を守るため、
毎年植樹活動を中心に、自然とふれあいながら保全活動に取り組んでいます。

植樹活動への参加 パブリックスクール修復の支援

生物多様性を促進する水辺の生息地の回復

地域のビジネスエキスポへの出展

チャリティーウォークの実施

環境コミュニケーション
環境配慮型製品や環境保全活動を積極的に紹介することで、ステークホルダーとのコミュニケーションを推進しています。

エコプロダクツ 2012出展 環境活動のホームページ

　Fujitsu Frontech North America Inc.（FFNA）
は、北米での事業拠点としてATMユニット、POS
システムとともに手のひら静脈認証装置などの
フロントテクノロジー事業も展開しています。
　部品調達から開発・製造・販売まで行う事業体
制のため、製品・サービスの環境価値向上を日本
との連携を強化しながら進めています。
　フットヒルランチ事業所では、省エネに有効な
ガラス壁面や人感センサーなどを導入し、地球環
境負荷低減に取り組んでいます。

海外グループ会社紹介
富士通フロンテックの主な海外グループ拠点
■ FDTP（フィリピン）

■ FFNA（北米）

■ FFTS（中国）
　富士通先端科技（上海）有限
公司（FFTS）は、2005年度に
ISO14001を認証取得し、環
境経営も一層強化しています。

　FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF 
THE PHILIPPINES（FDTP）は、富士通フロンテック
グループのグローバルビジネス拡大に伴い、
グループの主要な量産機種とコンポーネント、
および金型を製造しています。事業の拡大に伴
い、環境マネジメントシステムにも対応し維持、
向上を図っています。

　FFNAは、2012年6月に地域のビジネスエキスポに出展し、植樹イベントに
協賛しました。
　このイベントは、来場者にユリスコ・ガイア（Eurisko Gaia）と呼ばれるアプリ
ケーションを配布し、来場者がPCを使用してアプリケーションにログインし、画面
上にある北米の地図の中から特定の地域を選択し、植樹を行うことができるイベ
ントでした。地域のコミュニティの協力もあり、一日で127本の木を植えることが
できました。
　FFNAは、2013年6月にも同ビジネスエキスポに出展し、災害によって被害を
受けた樹木を再生するために、171本（171ドル相当）の木を米国植樹財団
（The Arbor Day Foundation）に寄付しました。植樹を行う場所は、FFNAの
ブースにお越しいただいた来場者の方々に、パネルで選択していただきました。

　FFNAの社員およびその家族は、ニューヨーク州クリントン郡モリソンビルで
行われた12時間のチャリティーウォーク、「命のリレー（Relay for Life）」に参加し、
2012年度は6,000ドル以上、2013年度は8,000ドル以上を寄付しました。
寄付金は、アメリカ癌協会（American Cancer Society）に寄付され、癌の
予防、研究および治療のために使われます。

　FDTPの社員は、2013年6月12日に、フィリピン環境省主催の植樹活動に参加
しました。
　7月27日には、PEZA工業団地のロケーターとともに植樹を実施しました。
　各植樹活動にて、合計22,000ペソの寄付、植樹用の木および食料の提供も
行いました。

　FDTPの社員は、2013年5月23日に、ブリガダ・エスクウェラと呼ばれる、パ
ブリックスクールの修復を支援し、スクール用品を寄付する活動に参加しまし
た。実際に修復作業を行ったほか、8,000ペソを寄付しました。

　2012年12月13日（木曜日）～15日（土曜日）の3日間、東京ビッグサイトに
おいて「エコプロダクツ2012」が開催されました。
　テーマは「The Greener, The Smarter ― えらぼう未来を」。日本の環境・
エネルギーに関する数多くの優れた技術やノウハウが展示されました。
　富士通グループは、「私たちのくらしを支え、エコな未来を創るICT」をテーマに、
さまざまな環境をキーワードとした製品やソリューションを出展。当社は、富士通グ
ループブースのビジネスゾーンにおいて、金融業界向けのATM「FACT-V 
X200」と、流通業界向けのPOS「TeamPoS7000 Aシリーズ」を展示し、パソコン
に両製品の電力消費量をリアルタイム表示し、ご来場の方々に省エネ性能を見
ていただきました。

プラッツバーグ事業所（ニューヨーク州）フットヒルランチ事業所（カリフォルニア州）

● ニューヨーク州ビークマンタウン（2012年5月）

作業の様子 参加者

● 地域のビジネスエキスポに出展

FFNAブース 植樹場所を選択する来場者

● プラッツバーグ事業所にて（2013年6月）

チャリティウォークに参加のみなさん

● 植樹活動に参加

ラグナ州ナグカルラン 6月 ラグナ州カリラヤ 7月

●パブリックスクール修復支援

参加のみなさん 修復中

流通業界向けPOS
「TeamPoS7000 A」で買い物

　富士通フロンテックグループでは、さまざまな環境についての情報をホームページ
でお知らせしています。
　「環境活動」として、下記の内容を公開しています。

　今回の展示では、消費電力測
定コンセント「スマートコンセン
ト」を接続し、機器の電力消費量
をパソコンにリアルタイムに表示
しました。
　FACT-V X200では、スーパー
エコモード(節電)に移行する瞬間
を見て驚きの声を上げられるお客
様が多数いらっしゃいました。 

環境方針（理念・行動指針）　　環境行動計画
環境報告書 （2004年～2013年）　　環境社会貢献・生物多様性保全活動
環境貢献ソリューション　　スーパーグリーン製品

金融業界向けATM
「FACT-V X200」で預け入れ

パソコンに表示した
リアルタイム電力消費量

詳細は　http://www.frontech.fujitsu.com/event/2012/ecopro2012/report.html 詳細は　http://www.frontech.fujitsu.com/eco/




