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川崎（本社） 厚木

2. 事業所の紹介

■ 川崎（本社）
■ 所在地：神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
■ 開設：1968年
■ 従業員数：約800名

■ 厚木
■ 所在地：神奈川県厚木市森の里若宮10-1
■ 開設：1983年
■ 従業員数：約400名

1. ごあいさつ

世界は人口増加による、資源、エネルギー、食糧の供給問題、気候変動、自然災害の増加、生物
多様性の損失など、多くの課題に直面しています。企業においても、これらの複雑に絡み合った社
会・環境課題に取り組むことを期待されています。

富士通研究所では富士通グループの研究開発の中心組織として、最先端のテクノロジーをベース
に、事業活動を通じた社会・環境課題の解決に向け、製品における材料、デバイスからファシリ
ティ、システム・ソリューションに至るまで、あらゆる領域において、環境視点での研究開発を進
めています。また、自然との共存を目指し、温暖化対策をはじめ様々な環境活動を推進しています。

報告URL：http://jp.fujitsu.com/labs/eco/

株式会社富士通研究所
代表取締役社長 佐相秀幸
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当社は、「自然と共生するものづくり」を追求してきた富士通グループの一員として、
環境貢献を最重要事項の一つと位置づけ、FUJITSU Wayの企業指針「社会に貢献し地球
環境を守ります」に基づき、研究開発に取り組んでいます。
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3. Green ICTへの取り組み

■ 環境に配慮した研究開発（先端グリーンR&Dの推進）
■ 富士通グループは、「富士通グループ環境方針」を実践するための具体的目標として、2013年度から2015年度にかけて、

「第7期富士通グループ環境行動計画」を策定し、3つのテーマ（社会への貢献、自らの事業活動、継続管理目標）を中心に
活動を推進しています。

■ 富士通研究所は、「社会への貢献」の中で、「先端グリーンR&Dの推進」に取り組んでおり、すべての研究開発において、ソ
リューションとプロダクトの環境負荷低減に貢献できる革新的技術開発を目標に掲げています。

■ 2014年度の実績・成果
■ 重点グリーン技術の発信強化

・富士通グループの先端グリーンICTを社会に浸透させ、ビジネスへの早期展開と、研究員の意識向上を図るため、No.1や初
めての技術、あるいは環境貢献が著しく高い技術を「重点グリーン技術」と位置付け、研究開発の推進とメディア向け発表
による技術力の発信を強化しています。

・2014年度は、25件の研究開発実績を発表しました。内訳は、Green by ICT（ICTの利活用による社会全体の環境負荷低減）
が18件、Green of ICT（ICT自体の環境負荷低減）が7件でした。

・研究開発実績 (25件)
(1) 多様な通信環境に適用できるデータ転送高速化技術を開発（2014.04.08）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/04/8-1.html
(2) 40Gbpsの通信データを蓄積しながら高速検索する技術を開発（2014.04.14）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/04/14-1.html
(3) ローカルな場での端末・機器間の情報交換サービスを迅速に構築できる基盤技術を開発（2014.04.15）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/04/15.html
(4) 人や車の流れを大局的に把握できる軌跡分析技術を開発（2014.05.07）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/05/7-2.html
(5) 住民の移動ニーズへの対応と事業者利益の向上を両立するオンデマンド交通運行技術を開発（2014.05.08）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/05/8.html
(6) カメラによる患者の状態認識技術を開発（2014.05.13）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/05/13-1.html
(7) 障害に強い広域SDNを実現する、クラスタ型分散コントローラー技術を開発（2014.06.05）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/06/5.html
(8) Webサーバ評価システム「NXS-WAG/G」販売開始（アクセス再現検証技術）（2014.06.10）

http://jp.fujitsu.com/group/qnet/release/2014/0610.html
(9) 広角カメラに対応した車線逸脱警報の技術を開発（2014.06.10）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/06/10.html
(10) ネットワークセキュリティを強化する「iNetSec」シリーズ新製品を発表（サイバー攻撃検知）（2014.06.11）

http://www.pfu.fujitsu.com/news/2014/new140611.html
(11) 世界最高速！CPU間通信向け56Gbps受信回路を開発（2014.06.13）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/06/13.html
(12) クラスタ型スパコンのネットワークスイッチを4割削減する技術を開発（2014.07.15）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/07/15-1.html
(13) 業界初！生産ラインで画像認識プログラムを自動生成（2014.09.09）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/09/9-3.html
(14) 特性の異なる通信網に適用可能なWAN高速化技術を開発（2014.09.16）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/09/16.html
(15) 車載ミリ波レーダーの低コスト化を実現するCMOS送受信チップの試作に成功（2014.10.08）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/10/8-1.html
(16) オーストラリア国立大学（ANU）と共同で、天然林の新たな管理方法を「World Parks Congress 2014」に提案（2014.11.11）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/11/11.html
(17) 省電力システムを実現するセンシング・ミドルウエアを開発（2014.12.05）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/12/5.html
(18) 業界初！バイオ素材を用いた水性植物性塗料を開発（2014.12.10）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/12/10.html
(19) Linked Open Data技術を適用した地域の特性を発見するツールを公開（2014.12.11）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/12/11.html
(20) 指先で文字入力など操作可能な指輪型ウェアラブルデバイスを開発（2015.01.13）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/01/13.html
(21) 下水道氾濫の兆候を低コストに検知する技術を開発（2015.02.10）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/02/10-2.html
(22) CPU間の大容量データ伝送を実現する、多並列化が可能な光送受信回路を開発（2015.02.23）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/02/23.html
(23) 業界初、低解像度映像から人の流れを認識する技術を開発（2015.03.06)

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/03/6-1.html
(24) 減災に向け、洪水予測シミュレーターのパラメーター値を自動的に決定する技術を開発（2015.03.09）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/03/9-1.html
(25) スマートハウスの様々なセンサーで患者の隠れた運動機能異常を早期発見する技術を開発（2015.03.10）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/03/10-1.html
■ グリーンソリューションの創出

・企業、行政、個人、センサーなどの異種情報を連携、利活用するソーシャルイノベーションは、富士通グループの成長戦略
の核として位置付けられています。富士通研究所は、ソーシャルイノベーション領域でのグリーンソリューション、および、
それを支えるデータの融合、基盤技術の研究開発を推進し、社会への発信を強化しました。

報告URL：http://jp.fujitsu.com/labs/eco/2/5 ページ
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・グリーンソリューションの事例（環境、防災）
(1) Linked Open Data技術を適用した地域の特性を発見するツールを公開（2014.12.11）

・お客様が多面的に地域の特性が把握可能になり、地域の活性化や市民サービス向上に貢献
・LOD技術の適用により地域に関する様々なデータを取り込み、複雑な分析や新規サービスを創出

(2) 社会インフラリスクを検知するスマートセンシングシステムを実現（2015.02.10）
・ゲリラ豪雨などによる下水道氾濫の兆候が低コスト（従来比90％削減）で検知可能
・下水道水位の変化状況から、最適に測定する制御技術を開発し、消費電力を約70％削減

報告URL：http://jp.fujitsu.com/labs/eco/

4. 環境活動

什器類事務用品・工具類

下水道水位モニタリングシステム センシング省電力制御技術

WEBサイト（トップページ） 地域データの分析例

291 
225 

137 167 
87 

0

100

200

300

400

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

厚木[t]
（川崎は川崎地区全体で管理）

13,494 13,698 10,877 9,626 9,564 

3,233 2,346 
2,527 2,287 2,302 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

川崎 厚木[ t - CO2 ]

■ 温暖化対策
■ エネルギーCO2排出量の削減

CO2発生抑制のため、各地区において電力使用量を
減らす省エネルギー活動を推進しています。

・クールビズ（5月～10月）
・スーパークールビズ（6月～9月）
・夏季、冬季の節電対策（室温管理など）
・緑のカーテン
・空調管理
・設備投資（空調排気ファンインバータ化など）

■ 廃棄物削減
■ リユース推進

従業員一人ひとりが、リユース / リデュース / リサイクル
の『3R』の推進を意識し、分別廃棄に取り組んでいます。
また、職場から廃棄物として出される事務用品・工具類、
什器類、ダンボール、梱包材を、リユース品として活用
し、資源浪費を抑制して、環境負荷軽減に努めています。
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報告URL：http://jp.fujitsu.com/labs/eco/4/5 ページ

5. 社会貢献活動

■ 環境社会貢献
■ ボランティア清掃

・川崎地区では、2014年12月に富士通㈱川崎工場と連携し、事業所周辺の清
掃活動を実施しました。

・厚木地区では、毎年春と秋の年2回、近隣企業3社と協力し、事業所周辺の
清掃活動を実施しています。春には、厚木市マスコットキャラクター「あゆ
コロちゃん」を招致し、楽しみながら清掃活動を行いました。

■ 緑のカーテン
・川崎地区では温暖化対策の一環として、富士通㈱川崎工場協力のもと、建屋

壁面にてゴーヤ植栽による「緑のカーテンプロジェクト」を実施しました。
結実したゴーヤは収穫し、社内配布・社員食堂での活用を行いました。

■ 地域社会貢献
■ 出張授業／職場体験学習の受け入れ

・定期的に従業員が講師として、川崎市、厚木市の公立小中学校に出張して、
富士通研究所の技術をわかりやすく紹介しています。

・富士通研究所初の試みとして、厚木市の公立中学校の要請により、生徒の1
日職場体験を受けれました。クリーンルーム内作業など、貴重な体験を通し
て、仕事の楽しさ、厳しさを学んでいただきました。

ゴーヤ植栽

緑のカーテンプロジェクト

6. 生物多様性

■ 生物多様性保全
■ 絶滅危惧植物の保護

・厚木地区は、庭園管理のもと、継続的に植樹活動等を行い、
敷地内敷地内緑化率53％を維持しています。
さらに、緑地内には、「マヤラン」、「キンラン」、「エ
ビネ」などの環境省レッドリストに指定された絶滅／準絶
滅危惧種が自生しており、生育場所を保護区として確保し、
生物多様性保全に努めています。

マヤラン キンラン エビネ
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7. 環境マネジメントシステム

■ 環境マネジメントシステム
富士通グループでは、国際規格ISO14001にもとづく環境マネジメントシステムを構築し、環境活動を推進しています。
富士通研究所は富士通グループの一員として、川崎地区と厚木地区において、それぞれ環境マネジメントシステムを運用し、
環境負荷軽減に向けた活動の推進に取り組んでいます。
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株式会社富士通研究所
R&Dマネジメント本部
〒211-8588 川崎市中原区上小田中4-1-1
TEL： 044-754-2613

発行責任者 佐相 秀幸
編集責任者 内谷 宏
発行年月日 2015年6月
記載事項対象期間 2014年4月～2015年3月
報告URL：http://jp.fujitsu.com/labs/eco/

8. 環境方針

■ 環境方針（川崎地区）
川崎地区は、川崎工場の1組織として、川崎工場の環境方針（※）のもと、環境活動を推進しています。

（※） 川崎工場の環境方針につきましては「川崎工場 環境報告書」をご参照ください。
http://www.fujitsu.com/jp/about/resources/reports/sustainabilityreport/group/

■ 環境方針（厚木地区）
厚木地区は、1拠点として、富士通グループ環境方針に沿って独自の環境方針を定め、環境活動を推進しています。
富士通研究所厚木地区は、富士通グループ環境方針にうたわれた「地球環境の保全ならびに社会の持続可能な発展に貢献す
る」という基本理念を体現するため、情報通信に関わる機器、デバイス、材料を中心とした研究開発拠点の機能に鑑み、以下
の方針を定め、これに基づいた活動を行います。

(1) 環境に関わる法規制、協定ならびに富士通グループ環境方針を守ります。
(2) 環境への負荷の軽減と汚染の予防を行うため、ISO14001に準拠した環境管理システムを運用し、業務の変化に対応し継続

的に改善します。
(3) 環境負荷低減と環境効率の向上に貢献する成果物を生み出せるよう研究開発を行います。
(4) 研究開発活動に伴って生じる直接的な環境負荷の低減を進めます。

・エネルギー 合理化による使用量削減の推進
・廃棄物 ゼロエミッションの維持と総発生量の抑制
・化学物質 取り扱い管理の強化と汚染の未然防止

(5) 地域社会に根ざした環境社会貢献、生物多様性保全を推進します。
(6) この方針を達成するため、環境目的、環境目標、あるいは実施項目を明確に定め、その内容を定期的にレビューしてより

良い環境管理活動の推進を図ります。
(7) 環境方針は、厚木地区の全員に周知し、一般にも開示します。

【川崎地区】
■ 2000年 ISO14001認証を取得

【厚木地区】
■ 1998年 ISO14001認証を取得

【川崎地区／厚木地区】
■ 2004年 全社一括 ISO14001認証を取得
■ 2005年 ISO14001グローバル統合認証を取得
■ 2015年 ISO14001グローバル統合認証を更新

報告URL：http://jp.fujitsu.com/labs/eco/


