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FUJITSU LABORATORIES LTD. Sustainability Report 2016
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。

川崎（本社）

厚木

1. ごあいさつ
世界は化石燃料の燃焼、森林の伐採、人口増加、などによる、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、等の多くの課題に直面しています。また、昨
年の国連総会においては、2030年に向けての地球社会全体の「持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）」が採択、COP21ではゼロ炭素社会実現に向けた「パリ協定」
が合意され、新しい時代のルールが明確になりつつあります。このような状況の下、企業において
はこれらの社会・環境課題解決への期待が益々大きくなっています。
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、ICTに関わる、先端材料、次世代素子、ネットワーク、クラウドシステムの研究開発から次世
代のソリューション／サービスの創出まで、幅広い分野において、環境視点での研究開発を進めて
います。これらの革新的技術開発を基に、「社会・環境課題の解決に貢献する技術の開発」をス
株式会社富士通研究所
ローガンとして、省エネルギーや作業効率向上によるCO2排出削減、省資源化、自然災害対応、生 代表取締役社長 佐々木 繁
物多様性保全、温暖化対策をはじめ様々な環境活動を推進していきます。
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

■

■
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3. グリーン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
推進しました。
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。

2015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。
・2015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) 世界最高速の200Gbpsで通信をモニタしながら品質解析するソフトウェアを開発（2015.04.02）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/04/2.html
(2) 様々なスマートフォンと周辺デバイスを簡単に繋げるWebOS技術を開発（2015.04.02）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/04/2-1.html
(3) 世界初、プログラムに記述された業務ロジックの複雑度を可視化する技術を開発（2015.05.01）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/05/1.html
(4) Webアプリケーションの安全性と操作性を両立する仮想化技術を開発（2015.05.29）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/05/29.html
(5) 5G向けにミリ波ビーム多重化による4ユーザーのマルチアクセスと12Gbpsの通信速度を達成（2015.06.09）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/06/9-2.html
(6) IoTデータ活用基盤サービス「FUJITSU Cloud IoT Platform」の提供開始（2015.06.10）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/06/10.html
(7) 遠隔地からのファイルアクセスを高速化するデータ転送技術を開発（2015.06.22）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/06/22.html
(8) 災害時の復旧作業スケジューリングをスパコンでリアルタイムに実現（2015.07.10）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/07/10.html
(9) 部屋全体をまるごとデジタル化するUI技術を開発し、ICTによる共創支援の実証実験を開始（2015.07.27）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/07/27.html
(10) ソフトウェアの詳細な消費電力の見える化技術を開発（2015.07.29）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/07/29.html
(11) 軽量な仮想化技術Linuxコンテナで仮想ネットワークを高速に自動構築する技術を開発（2015.08.05）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/5.html
(12) 5G向けに、同一セル内で従来の2倍の通信容量を実現する無線通信技術を開発（2015.09.04）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/09/4.html
(13) 5,000万件を超える大規模データから機械学習により数時間で予測モデルを生成する技術を開発（2015.09.07）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/09/7.html
(14) 世界初、毎秒数十ギガビットの高速無線通信に向けた300GHz帯小型受信機を開発（2015.09.08）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/09/8-1.html
(15) 非絶縁型100A対応DC-DCパワーモジュール「FPFD12SR70100」開発（2015.11.11）
http://www.fdk.co.jp/whatsnew-j/release20151111-j.html
(16) 生産ラインの画像検査プログラムを短時間で自動生成する技術を開発（2015.11.18）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/11/18-1.html
(17) 世界最小・最高効率の12ワット出力ACアダプターを開発（2015.12.09）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/12/9.html
(18) グローブ型触感センサーを開発し、漢方医師の触診データ化を実現（2015.12.10）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/12/10.html
(19) 郡山市との実証実験で、ゲリラ豪雨による内水氾濫の兆候を検知（2015.12.21）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/12/21.html
(20) 世界最大規模の磁化反転シミュレーターを開発、ジスプロシウム不要のネオジム磁石開発の指針を初めて提示（2016.01.12）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/01/12.html
(21) 生物多様性保全に向けて、山梨県でニホンジカの生息数を予測する技術の実証を開始（2016.01.18）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/01/18-2.html
(22) やり取り型の標的型メール攻撃をリアルタイムに検知する技術を開発（2016.01.21）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/01/21.html
(23) 世界最高出力性能を有するW帯向け窒化ガリウム送信用パワーアンプの開発に成功（2016.01.25）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/01/25.html
(24) 大量画像から目的の画像を瞬時に検索する技術を開発（2016.02.02）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/02/2-1.html
(25) 住宅機器をクラウドから制御するHEMSを構築し、太陽光発電の出力制御実証実験を開始（2016.02.03）
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/02/3.html
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グリーンICTの創出

・富士通研究所は、ICTによる社会課題の解決に取り組んでおり、その中でも社会への波及効果が大きいグリーンICT分野で、
その環境貢献について発信しました。

・グリーンＩＣＴの事例
(1) 生物多様性保全に向けて、山梨県でニホンジカの生息数を予測する技術の実証を開始（2016.01.18発表）
・生物多様性は、様々な生物がバランスよく存在することで保たれますが、近年、ニホンジカの急激な増加による食害で森
林の荒廃が進み、今後さらなる被害の拡大による生物多様性の損失が懸念されています。食害への対策には、現地調査に
より生息数を推定し、分布の拡大を予測することが必要ですが、広域の多くの場所や調査員が立ち入るのが困難な場所で
の調査をどのように行うかが課題となっていました。
・今回、植物の種類や分布を示した植生図、地形図、気象情報などの公開されている情報と、動物の基本的な生態の情報か
ら、現地調査をすることなく生息可能数を予測する技術を開発しました。この技術をニホンジカに適用して、植生および
土地利用図、地形図からニホンジカの生息に適した場所を推定して面積を算出し、動物の体重と生息密度の関係式を当て
はめることにより、1km四方に区切った区画ごとの生息可能数を予測します。

図：

ニホンジカの生息可能数の予測（山梨県甲州地区の例）

(2) 郡山市との実証実験で、ゲリラ豪雨による内水氾濫の兆候を環境発電モジュールで検知（2015.12.21発表）
・近年、下水道設備の運用想定規模を大幅に上回る豪雨が多発しています。局所的な豪雨などにより、下水道氾濫の被害
が甚大化する傾向にありますが、限られた人員と財源の中で対応するためには設備対策のみならず、ICTの活用が必要
とされています。
・福島県郡山市と2015年7月より行っている下水道氾濫の兆候を検知するセンシングシステムの実証実験において、ゲリ
ラ豪雨発生時の内水氾濫の兆候をリアルタイムに検知し、有効な分析につながるデータの取得に成功しました。
・この実証実験では、自然環境から得られる小さなエネルギーを電力に変換するエネルギーハーベスティング技術の検証を
行い、温度差をエネルギーに変える高効率熱電モジュールを開発して、マンホールの蓋に設置し、センサーの長期安定
運用を可能にする高い発電量を得られることが確認できました。これにより、5年以上の電池交換作業が不要となるため、
本センシングシステムの安定稼働が実証されました。

熱電変換ユニット

センサーノード
図：
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4. 環境活動
■
■

温暖化対策

エネルギーCO2排出量の抑制
各事業所において省エネ活動に取り組んでいます。
・計画的な設備投資
→ 照明器具の照度／人感センサー付LED化
→ 建物空調設備の最新鋭化
・電力消費の徹底的な無駄排除
→ センサー増設による空調運転の更なる最適化
→ 昼休み一斉消灯、照明器具単位での消灯
・室内への外気影響抑制
→ 既存窓ガラスへの断熱／遮光フィルム採用
→ 緑のカーテン（夏季）
・クールビズ・ウォームビズの推進
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5. 社会貢献活動
■
■

環境社会貢献

緑のカーテン（川崎地区）
・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、室温上昇の抑制に貢献しました。従業員は実ったゴーヤの収穫を楽しみました。

緑のカーテンプロジェクト

■

ゴーヤ収穫

ボランティア清掃（厚木地区）
・春と秋の年2回、近隣企業3社と協力して事業所周辺の清掃活動に取り組んでいます。2015年秋には38回目を迎え、
継続的に地域社会への環境美化に貢献しています。

第37回 清掃ボランティア
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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）

キンラン

エビネ

緑地内には「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います。踏み荒らされることのないように自生
場所を保護する等、生物多様性保全に努めています。

■

植樹活動（厚木地区）

「本物の森を作ろうプロジェクト」をスローガンに、丹沢山麓の樹木種を保全
するため、 2010年から敷地内の雑木林で植樹活動を継続しています。
（2016年4月撮影）

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。

■ 2000年

【川崎地区】

ISO14001認証を取得

■ 2004年

■ 1998年

【厚木地区】

ISO14001認証を取得

【川崎地区／厚木地区】

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
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8. 環境方針
■

川崎地区

川崎工場の一組織として、川崎工場の環境方針（※）のもとで環境活動を推進しています。
（※） 川崎工場の環境方針は「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/

■

厚木地区

独立拠点として、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、ICT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) 環境課題の解決に向け、革新的技術を開発します。
(4) 自らの事業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
： 取扱い管理の強化と汚染の未然防止
(5) 地域性を活かした環境社会貢献活動、生物多様性保全活動を推進します。
(6) 本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、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。

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
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