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MISSION

ライフサイクル全体を通した、
環境負荷削減製品を提供します。
●
●
●
●

スーパー
グリーン
製品化率

56％

環境配慮トップレベルの「スーパーグリーン製品 」の適用拡大
環境負荷を抑え、また製品価値を向上させる製品開発
製品含有化学物質管理徹底によりグローバルな環境法規制に対応
さらなる環境負荷低減

「スーパーグリーン製品」
創出への取り組み

（第5期行動計画内実績）
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トップレベルであるという、従来よりもさら

い、指定物質を含まない製品提供を行って

にハードルが高いものに見直されました。

います。

●部材系のお取引先で
含 有 化 学 物 質 の 適 正 管 理 のために ､

宣言を行っているかなど､従来の環境活動

JAMP ※4が作成した｢製品含有化学物質管

との違いを明確に意識し、活動していきま
す。

従来の考え方は通用しなくなっており、

また、REACH規則 への対応として、定
期的に追加される認可対象候補物質 ※4の

環境に配慮した物品を購入するグリーン

●生物多様性保全への取り組み推進

CMS※3を100％適正に構築

活動意義を理解し社外への取り組みの

より環境に配慮したスーパーグリーン製品

情報管理も確実にするために、お取引先へ

調達に関して､基本的な要求事項を｢富士

理ガイドライン」
に基づいたCMSの構築を

率拡大を目指して活動しています。

創出30％以上を目指しています。

のご協力要請はもちろん、社内システムを

通グループグリーン調達基準｣に則って､お

お取引先に要求し、また支援し､源流管理

一部見直し取り組んでいます。

取引先とともに推進しています。

を重視した体制を取っています。

スーパーグリーン製品とは、グリーン製
「3R設計・技術」
「 含有化学物質」
「環境貢献

製品の環境負荷と価値を捉える
環境効率ファクター※2を活用

材料・技術」
などの環境配慮要素のいずれ
かの項目がトップグループレベルにあり、

第5期行動計画では、製品の環境負荷と

市場製品または自社製品との比較におい

価値（機能・性能）
の向上を定量的に捉える

て優れた製品またはシステムとして認定さ

ため、新規開発するグリーン製品を対象に

当社は、その課題に従来より取り組んで

2005年度製品と比較した
「環境効率ファ
クター」
算出も行いました。

第5期行動計画（2007年度〜2009年

2009年度は、部材系のお取引先を対象

度）内におけるグリーン調達活動では、製

にCMSが100％適正に構築されることを

品に対するグローバルな環境規制の動向

目標に取り組み、年度内に達成しました。

これまでの行動計画における目標は順
しかし、これからも社会全体が低炭素化

●部材系のお取引先での
EMSのレベルアップを促進

活動していくことに変わりはありません。

環境負荷低減活動をさらに推進してい

おり、2005年度当社初の製品化を皮切り

この行動計画の中で、当社が開発する特

に、スーパーグリーン製品を創出し続けて

定分野向けとして位置する製品群におい

第6期行動計画は、高い位置に目標を掲

ただくために
「EMSレベルアップ説明会」
な

います。

ては、平均1.2以上の目標を掲げ取り組ん

げ活動していますが、低炭素化社会の一助

どを通して、
「第三者認証取得」
や
「FJEMS※1

でまいりましたが 、平均1.42の結果とな

となるように、その目標をクリアする製品

の構築」
などEMSのレベルアップをお願い

り、目標を達成することができました。

開発に今後も努めます。

しました。

第5期行動計画（2007年度〜2009年
度）内においては、適合率平均50％以上の
新規開発製品において、2009年度も3

ある、2008年度製品と比較した環境効率

するEMSレベル ※2Ⅰを対象に、100％レベ

製品群をスーパーグリーン製品として創出

ファクターが「1.6」
となるよう活動を継続し

するとともに、この行動計画の中では平均

ます。
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※1：スーパーグリーン製品

56％の結果となり、目標を達成することが
できました。
2 0 1 0 年 度 からは 、第 6 期 行 動 計 画
（2010年度〜2012年度）
となりましたが、

REACH規則対応など、
製品含有化学物質管理にも注力

スーパーグリーン製品に認定される条件が

富士通グループが定める含有禁止物質

「省エネ」
と
「その他分野」の両方において

の情報管理を社内システムにて確実に行

3R設計・技術
● 筐体の全樹脂成型部品
の 約 8 0％に再 生プラス
チック材を使用

3R設計・技術
● 従来製品比体積を25％削減
省エネルギー
● 環境効率向上

営業店端末
「UBT-SP C100」
3R設計・技術
● 従来製品比質量を29%削減
● 従来製品比体積を55%削減
● 筐体の全樹脂成型部品の約80%に
再生プラスチック材を使用
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第6期環境行動計画に基づく
今後のグリーン調達活動

プ中期環境ビジョン｢Green Policy 2020｣
の実現に向けて取り組みます。
具体的には、お取引先とともに以下の2

ルⅡに移行する目標を掲げて取り組み、年
度末までに達成しました。
お取引先のご協力に感謝します。

●CO2排出抑制／削減への取り組み推進

今後も､お取引先のEMSの高度化を推進

ＣO2排出量の把握とともに、社外への取
り組みの宣言､具体的目標を掲げたCO2排

負荷低減活動のレベル向上に貢献します。

出抑制／削減活動を推進していきます｡

環境配慮
トップ型製品

お取引先との懇親会開催

グリーン製品

懇親会では、当社事業活動に対し顕著に貢献のあったお取引先に対して、感謝状を贈呈するとと
もに、社長メッセージや事業推進本部担当役員からのプレゼンテーションを通じて、パートナーシッ
プの強化に努めました。
また、お取引先の皆様方に新潟工場内を案内し、CMSへの取り組み状況などを、ご覧いただきま
した。

環境配慮強化型製品
※2：環境効率ファクター

環境負荷を低減し
つつ、より高い価値を提供できる製品作りを促
進するために導入した環境指標

第6期環境行動計画説明会の様子

つの取り組みを推進していきます。

するとともに､サプライチェーン全体の環境

用語解説
※1：FJEMS

Fujitsu group Environmental Management Systemの略。富士通独自のEMS
（環境マネ
ジメントシステム）

※2：EMSレベル

以下の図を参照
グリーン調達におけるEMS構築

レベルⅢ
ISO 14001などの
第三者認証取得

レベルⅡ
富士通独自版
EMSの取得（FJEMS※）

環境効率
ファクター 環境負荷
（新旧製品比） 環境負荷低減
ライフサイクルを通じたCＯ2排出量

※3：REACH規則

化学物質の登録、評価、認
可および制限に関する規制

ISO 14001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
※現地での運用状況確
認とフォローあり

※3：CMS

Chemical substances Management Systemの略

※4：認可対象候補物質

REACH規則で規定
される特性（発がん性、変異原性、生殖毒性な
ど）
を有する物質から選定。製品中に含有する
場合は、その情報伝達義務が生じる。

ISO 14001、エコステー
ジ、エコアクション21、
KESなど

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
レベルⅠ
入として、自社の活動
環境保全活動の
の中から
「環境行動目
自己チェックと目標設定 標」
を設定

基本仕様など、製品の性能・機能

製品価値
（新旧製品比） 価値向上

事業方針説明の様子
■重点テーマアイコン
の説明
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どを踏まえご協力をお願いしてまいります。

お客様・社会の環境負荷低
減活動の強化

新潟工場案内の様子
地球温暖化対策など自らの
環境負荷低減活動を強化

※4：JA M P
協議会

環境経営基盤の強化

製品ステージ

製品ステージ

省エネルギー
● 従来製品比待機消費電
力を40%削減

エアライン プリンタ
「FUJITSU 9860」

定しており、社会動向、お取引先の状況な

学物質管理レベル向上に努めます｡

富士通独自EMS

高速コンパクト型ATM
「FACT-V X100」

スーパーグリーン製品

いただき､サプライチェーン全体の含有化

レベルアップ推進

2009年度に生まれた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」
「3R設計・技術」
「含有化学物質」
「環境貢
献材料・技術」
など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

２つ の 取り組 みについては 、取り組 み
テーマごとに3段階のステージ
（Ⅰ〜Ⅲ）
を設

物 流・販 売 ス テ ー ジ

2009年度は、部材系のお取引先が運用

用語解説

今後も､規制化学物質に関する説明会や

第6期環境行動計画では、富士通グルー

今後は、第6期行動計画で掲げた目標で

高い目標を設け取り組んでまいりました。

Ⅰ
取組表明

定期監査などを通じて､お取引先にご協力

から次の2つを推進しました。

社会の実現という一つの目標に向かって

Ⅱ
活動実践

お取引先のご協力に感謝します。

などを見据えて、コンプライアンスの観点
調にクリアしてきました。

Ⅲ
取組拡大

製造ステージ

製造ステージ

れたものになります。

さらなる環境負荷低減に向け、
高い目標を掲げて取り組みます

（第5期行動計画内実績）

第5期環境行動計画における
2つの目標を達成

発において、スーパーグリーン製品の適合

品であることを前 提 条 件とし、
「 省エネ」

100％

環境マネジメントシステム
（EMS）の高度化を推進
含有化学物質管理システム
（CMS）の構築
CO2排出抑制／削減への取り組み推進
生物多様性保全への取り組み推進

新しい発想、考え方を柔軟に取り入れた、

※3

ＥＭＳ／ＣＭＳ
構築率

調達ステージ

調達ステージ

富士通グループは、ハード製品の新規開

※1

お取引先との連携を強化し、
グリーン調達活動を推進しています。

調達

設計ステージ

設計ステージ

設計

アークティクルマネジメント推進

生物多様性保全活動の推進
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