
富士通クオリティ・ラボ
会社案内



HAKARU  WAKARU  KAERU

HAKARU

富士通クオリティ・ラボ　グループは、

の改善サイクルで
社会とお客様の発展に貢献しつづけます。

お客様自身が気づいていない課題の特定や
お客様が抱える課題や問題の解決に向け、
スペシャリストが最適なものさしで見える化します。

製品・サービスの質製品・サービスの質

Measurement
測定・計測・分析・審査
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WAKARU KAERU
お客様自身が気づいていない課題の特定や
お客様が抱える課題や問題の解決に向け、
スペシャリストが最適なものさしで見える化します。

見える化した結果から、
豊富な経験・ノウハウをベースに考察し、
お客様の課題・問題の真の原因を明確化します。

課題・問題の解決のために
お客様の実態に合わせた提案を行い、
改善・向上への取り組みを実践的に支援します。

環境の質環境の質

Clarification
評価・解析・診断・検証

Innovation
改善・改革・革新・変革

富士通クオリティ・ラボ　グループは、「クオリティ」を社会で
必要とされる事柄の「あらゆる質」と広く捉え、「製品・サービ
スの質」「環境の質」を改善・向上するソリューションを提供す
ることで、安心で安全な社会をお客様と共に創って参ります。

VISION
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お客様に合わせた最適なHAKARU手法のご提案。
お客様の課題・お悩み事の真因がWAKARUことで、
改善・向上に向けたKAERUための取り組みを支援します。

製品・サービスの質
製品ライフサイクルにおける品質改善・向上を

ワンストップでサポートします。

製品の安定稼働へ
環境影響の『見える化・定量化』
特殊環境下での劣化進行度調査

本来の使用条件とは異なる高温多湿の特殊設置環境下で、製品の劣化進行度を
「見える化・定量化」したい。このようなご要望に対し、評価基板内蔵の模擬製
品を提案。調査該当製品と共に現地に設置して連続監視を行い、温度変化や有
寿命部品の劣化進行度を診断。診断結果からポイントを絞った最適な設置環境
改善を行うことで、運用コスト低減を実現。

｢属人性｣ を排除した開発プロセスへ
『お客様価値向上』の実現
ソフトウェア開発プロセス改善

リリース後の障害を低減したい、過去の経験により属人化した開発プロセスを
改善したい。このような組織のゴールを達成したいお客様に対し、課題解決型
コンサルティングを実施して阻害要因の解決を支援。障害低減にはソフトウェ
アの国際標準プロセス（CMMI®※）の適用に加え、品質確保の視点でプロセス
を改善。また属人性の排除には、詳細な開発レシピを定義することで実現。

「強い」製品開発へ
ソフト化に対応した『品質プロセス構築』
開発プロセス診断と自律改善支援

ハード主体からソフトを含んだ製品開発に移行しているが、開発遅延や市場ト
ラブルが増加。ソフト開発委託先の管理含めどのように開発プロセスを強化し
ていけばいいか。このようなお客様のお悩みに対し、全プロセスの診断を行い、
強み・弱みを抽出。製品の高度化に対応するための仕組みの提案と規定化を
支援。さらに、委託先の監査方法を含めた人材育成プログラムを実施し、お客
様自身での自律的な活動を実現。

4



環境の質
環境改善サイクルを通じて、お客様の事業環境・社会の
環境改善・向上にお応えします。

設備の安定稼働へ
環境改善地点の『明確化』
ビル・工場の腐食環境診断

工場の電力設備で腐食トラブルが発生。再発防止に向け、広い工場内に多数存
在する電力室の改善に取り組む必要がある。このようなお客様に対し、設備管
理担当者でも ppbオーダの腐食性物質を測定できる簡易診断ツールを提案。こ
れにより容易に調査できるプロセスを構築し、数百地点におよぶ調査箇所を一
斉診断することで環境改善地点の優先順位を明確化し、改善を実施。

事業所環境管理の一元化へ
有害物質に対する法規制対応の『効果的な運用と強化』
製造活動における人の健康の確保と自然環境の保全

有害化学物質の取り扱いに伴い、排出規制・濃度規制・作業者への教育実施な
ど、設備・人へと法規制は多岐にわたる。このため測定の未実施・行政への報
告の遅延が発生するリスクを抱えたお客様に対し、事業所全体の取り扱い物質・
作業状況を総合的に把握し、適切な測定、不具合時の対処法（改善設備の設置、
保護具使用など）を提案。法規制対応から、人の健康と自然環境保全への取り
組みを支援。

地域の安全と安心へ
防災・減災への自治体との『連携強化』
防災・減災・雪害対策の効率化を実現

広いエリアの気象状況をどのようにしてリアルタイムに把握すればよいか。富
士通グループ会社の気象情報ネットワークと道路管理・車両運行システムを連
携したシステムを構築。気象情報や除雪車・道路パトロール車の作業状況をリ
アルタイムに把握し見える化をすることで、防災・減災・雪害対策の効率化を
実現。住民の安心・安全や観光客の利便性を向上。

※ : CMMI®は米国特許商標庁に登録されています。
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製品・サービスの質
富士通グループで培った電気・電子部品分野のノウハウを有する
品質のプロフェッショナルが、お客様の課題に合わせ
最適な品質改善ソリューションを提案します。

クオリティ- LCMソリューション
お客様の製品・サービスの価値を高めるため
商品の企画・設計から調達・生産・保守まで、
すべてのフェーズで品質改善ソリューション
を提供します。

品質コンシェルジュ

品質に対する体力向上支援

品質のことなら何でも相談いただけるコンサルティングサービスです。

コンサルティングや品質教育を通じて自律的な品質改善プロセスの構築を支援します。
プロセスを継続的に運用・改善できる人材をお客様の中に育成支援します。

■　開発プロセス改善
複雑化する製品開発において、市場から求められる製品を継
続的に提供するため、業界のデファクトスタンダードである
CMMI®※1や Automotive SPICE®※2などのモデルを活用し、
開発プロセスの構築・プロセス改善を支援します。

■　品質規格対応
製品品質を確保するためには、お客様の品質基準を十分に満
足する品質管理システム・保証体制が必要です。有資格者に
よる監査を通じて、品質管理システムの構築・改善を支援し
ます。

■　品質教育・人材育成
富士通の開発現場で培った経験を活かし、ISO9001内部監査
員教育や根本原因分析「なぜなぜ分析」など、製品開発プロ
セスや品質保証システムの維持・改善に必要な品質教育・人
材育成をサポートします。

※ 1 : CMMI®は米国特許商標庁に登録されています。
※ 2 : Automotive SPICE®は VDAの登録商標です。

品質コンシェルジュ

商品
企画

市場
保守

設計

販売
物流

試作
検証

調達
生産

出荷
判定
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品質に関する実務代行
モノづくりにおける品質改善活動や業務を製品ライフサイクル全般にわたって、
お客様の必要に応じて代行します。

■　設計妥当性検証／安全性評価
製品仕様やユーザー使用環境などを考慮した最適な評価検証
プランを提案し、安心・安全、高品質な製品の開発をお手伝
いします。特に、電源・バッテリユニットの回路検証や安全
性評価に強みがあります。

■　故障解析
半導体やプリント基板・コネクタなどの回路部品から OEM・
ODM製品まで、様々な製品の故障解析に対応。発生メカニ
ズムの調査から改善策の提案・効果検証まで、専門エンジニ
アがトータルにサポートします。

製品開発支援

品質改善支援

■　信頼性評価／環境試験
熱衝撃試験機やガス腐食試験機をはじめ、100台以上の試験
機・試験槽を所有。公的規格の試験だけではなく、お客様に
最適な試験条件の立案から改善策のアドバイスまで幅広くサ
ポートします。

■　材料分析
故障や製造不良の原因が原子数個の大きさであっても私たち
はそれを追求します。透過型電子顕微鏡をはじめ原子数個の
大きさを調べる分析装置と材料そのものに対する知見をもと
に、製品の品質向上を支援します。

■　監査代行
お客様に代わって製造工場の監査を実施します。日本国内は
もちろん、中国拠点（蘇州）にも品質管理のエキスパートを
配置。中国では日本語対応可能な現地スタッフと連携し迅速
できめ細やかな対応を行います。

■　接着剤開発
“市販品はどれも、オビに短しタスキに長し…”そんなお悩
みにお応えします。要求性能の高い電子機器実装用途向けに
開発してきた材料技術を駆使し、お客様の要望にマッチした
接着剤にカスタマイズします。

所有設備例（環境試験槽）

低温・短時間硬化の各種接着剤

Agワイヤ使用 ICパッケージの樹脂開封例
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環境の質
お客様・社会の環境負荷低減に向け、
環境改善サイクルのすべてのフェーズにおいて、
卓越したテクノロジーと豊富な経験で
環境品質の向上を支援します。

気候変動、生態系ネットワークの崩壊。
環境汚染は私たちの暮らしやビジネスにとって
脅威であり、人類共通の課題です。

富士通クオリティ・ラボグループは、
環境リスクの低減により持続可能で
安心・安全な社会の実現に貢献します。

環境改善サイクル

計画

対策 調査

評価 解析

コンサルティング
環境リスクの低減や循環型社会の形成に向けて、お客様の事業活動における
環境保全に向けた取り組みを支援します。

■　製品含有化学物質管理
頻繁に改正される EU・RoHS指令や REACH規制に代表され
る法規制を順守するため、サプライチェーンを含めた管理体
制の構築や最新の法規制に対応する必要があります。富士通
で培ったノウハウをベースに、教育・情報提供などで、お客
様の製品含有化学物質管理を支援します。

■　循環型社会形成支援
循環型社会の形成を目指し、廃棄物の 3R※への取り組みが必
須となっています。廃棄物処理施設の設置・廃止に伴うコン
サルティングや廃棄物を利用したバイオマス発電などの事業
について支援を行います。また、低濃度 PCB廃棄物無害化処
理のご相談も承ります。

※ 3R（スリーアール）: Reduce（リデュース）
Reuse（リユース）
Recycle（リサイクル）

蛍光 X線画像（製品含有化学物質の分析）
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■　システム開発・構築
業界トップレベルの納入経験に基づき、お客様の目的に合わ
せ、最適なセンサー・計測機器の選定から情報収集・情報公
開システムまで提供します。信頼性、安全性、操作性に優れ
たシステムを構築し、グローバルに対応します。

■　大気分析
大気の質の測定には、微細・低濃度の分析が不可欠です。
PM2.5（微小粒子状物質）や腐食性ガス、大気汚染・悪臭に加え、
騒音・振動など、大気環境全般の調査測定をします。

■　土壌分析
土壌汚染指定調査機関として、特定有害物質（揮発性有機化
合物・重金属・農薬など）や油分、ダイオキシン類に関する
調査から対策まで一貫したサービスを提供します。

■　運用・保守
計測機器に精通した技術員を日本全国に配置し、センサーか
らセンターシステムまでの保守・管理を行います。さらに、
取得データの信頼性確認まで、トータルでお客様の監視業務
を支援します。

■　水質分析
事業所排水・河川・海・地下水などの様々な水質について、
調査地点・評価方法（法規制対応自主管理など）の選定から
サンプリング、分析まで一貫した調査をします。

■　腐食環境診断／対策
様々なツールを活用した腐食環境診断から、環境改善コンサ
ルティングまで、腐食対策ソリューションをワンストップで
提供し、環境改善や機器の安定運用をサポートします。

■　作業環境測定・労働衛生管理
労働安全衛生法に基づき、作業環境測定士による作業環境の
測定・評価から、労働衛生コンサルタントによる作業環境診
断・改善に至る作業環境管理の推進を支援します。

常時監視

環境調査・分析

ICTを活用することで、環境汚染や災害から、私たちの暮らしの安心・安全を守ります。

汚染の由来や真の原因を精密に調査・分析することで、根本的な問題解決に向けたご提案をします。

大気中微小粒子状物質（PM2.5）汚染量の観測
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知見
多角

経験

柔軟

育成

技術

富士通クオリティ・ラボ グループが選ばれる理由

頼れるスペシャリスト集団

富士通グループでの改善活動によって
培われた技術・ノウハウ。

品質改善ができる人材を育成

お客様の中に専門家を育成し、
組織体力の向上に貢献。

徹底した現場・現実主義

実際の品質改善の現場での
経験をもとに、お客様に最適な
実効性の高い施策を提案。

多角的な改善アプローチ

品質に関する専門分野（製品・サービス、
環境）の広さと継続的な改善を支援。

お客様に合わせてカスタマイズ

課題・問題の範囲、深さなど、
ご要望に合わせた対応。

多様な分野での豊富な実績

電気・電子分野はもちろん、
通信サービス、自治体、玩具など
様々なお客様での実績。
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知見
多角

経験

柔軟

育成

技術 中

　国

2006年8月　統合・社名変更

2009年1月 設立（独資）

株式会社富士通研究所 富士通株式会社

1994年 分離・独立

分析部門

2006年 信頼性評価部門
2007年 監査部門 統合

富士通クオリティ・ラボ株式会社

2009年3月 開所 
※合作実験所

富士通クオリティ・ラボ・
環境センター株式会社 環境計測株式会社

1976年 富士電化環境センター 設立
2009年 富士通クオリティ・ラボ 
 グループ加入
 社名変更

1971年 設立
2010年 富士通クオリティ・ラボ 
 グループ加入

富士通分析ラボ株式会社

信頼性評価・監査部門

富士通クオリティ・ラボ
グループ

富士通総合質量技術
（蘇州）有限公司  

江蘇出入境検験検疫局
機電産品及車両検測中心

富士通総合質量技術
（無錫）実験所

環境計測株式会社
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地
http://www.kankyou-keisoku.co.jp/
問い合わせ先
http://www.kankyou-keisoku.co.jp/contact/
info@kankyou-keisoku.co.jp
電話：075-643-0341　Fax：075-644-0645

富士通総合質量技術（無錫）実験所
中国江蘇省無錫市恵山区堰新路328号
http://www.fujitsu.com/cn/jp/about/local/subsidiaries/fqls/
問い合わせ先
inquiry@fql.com.cn
電話：+86-510-8821-9802　Fax：+86-510-8821-9803

沿 革

関係会社

事業所

本社
〒212-8510  神奈川県川崎市幸区新小倉1-1  富士通新川崎テクノロジースクエア内
http://www.fujitsu.com/jp/fql/

問い合わせ先
fql-contact@cs.jp.fujitsu.com
電話：044-280-9940

明石事業所
〒674-8555  兵庫県明石市大久保町西脇64番地  富士通株式会社 明石工場内
電話：078-934-8207

富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社
静岡県湖西市鷲津2281 FDK株式会社 湖西工場内
http://www.fujitsu.com/jp/fql/about/subsidiaries/fqle/
問い合わせ先
fql-environment@cs.jp.fujitsu.com
電話：053-576-0841　Fax：053-576-5258

富士通総合質量技術（蘇州）有限公司
中国江蘇省蘇州市高新区锦峰路158号20号楼101室
http://www.fujitsu.com/cn/jp/about/local/subsidiaries/fqls/
問い合わせ先
http://www.fujitsu.com/cn/jp/about/local/subsidiaries/fqls/contact/
fqls-zenin@cn.fujitsu.com
電話：+86-512-6832-0107　Fax：+86-512-6832-0117

中国でのサービス分析（材料・環境）・環境調査

環境調査・監視・計測器保守
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富士通クオリティ・ラボ株式会社
〒212-8510
神奈川県川崎市幸区新小倉1-1 富士通新川崎テクノロジースクエア内
電話 : 044-280-9940
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問い合わせ先
fql-contact@cs.jp.fujitsu.com
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