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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850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350名 

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/ 1/6 ページ 

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 

私たちは、今、地球温暖化、資源枯渇、生物多様性の損失など、多くの環境問題に直面していま
す。これらの課題解決のため、世界全体として「産業革命前からの平均気温上昇を2度未満に抑え
る」という目標を掲げる国際的枠組みのパリ協定が昨年11月に発効し、また、国連総会において、
一昨年に採択された地球社会全体の「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）」に対し、持続可能な社会の実現へ向けて世界中で様々な取り組みが進んでいます。 

こうした背景を踏まえ、富士通研究所では環境貢献を最重要事項の一つとして捉え、先端材料、
次世代素子、コンピュータ、ネットワーク、ICT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／ビジネスモデルの創出まで、幅広い分野において、持続可能な社会の実現に貢献する
ための果たすべき役割を自ら定め、研究開発を進めています。 

これら革新的技術を基に、「社会・環境課題の解決に貢献する技術の開発」をスローガンとして、
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。 

株式会社富士通研究所 
代表取締役社長 佐々木 繁 
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■ 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、2016年度から2018年度の環境目標「第8期富士通グループ環境行動計画」を策定しました。この行動計 
  画は、「社会への貢献」と「自らの事業活動」の2軸で構成されています。 
   ■ 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、環境課題の解決に向けた革新 
  的技術開発を目標に掲げています。 
■ 2016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。 
・2016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19件、Green of ICT（ICT自体の環境負荷低減）が6件でした。 
・研究開発実績 （25件） 
 (1)大規模オープンソースソフトウェアのわかりにくい変化を短時間で追跡する技術を開発（2016.04.27）  
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/04/27.html 
 (2)運航データを活用して船舶の燃費性能を高精度に推定（2016.05.10） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/05/10-2.html 
 (3)都市の警備配置問題を高速に解くAI数理技術を開発（2016.05.10） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/05/10.html 
 (4)サイバー攻撃の全貌をひと目で把握する高速フォレンジック技術を開発（2016.05.13） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/05/13-2.html 
 (5)日本体操協会と富士通および富士通研究所、体操競技における採点支援技術の共同研究について合意 
     （2016.05.17） http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/05/17-1.html 
 (6)インテルとのIoT分野での協業により、島根富士通の製造工程の効率化を実現（2016.05.19）  
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/05/19.html 
 (7)薄膜キャパシタが内蔵可能な半導体パッケージサブストレートを開発（2016.05.23） 
  http://www.fujitsu.com/jp/group/fict/resources/news/press-releases/2016/0523/r20160523.html 
 (8)IoTサービスの迅速な提供を実現するフィールドエンジニアリング技術を開発（2016.05.25） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/05/25.html 
 (9)ものづくりに特化したAI活用基盤を開発し、コンサルティングサービスで提供（2016.06.09） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/06/9.html 
 (10)データセンターの空調の省エネを実現する技術を開発（2016.06.29） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/06/29-1.html 
 (11)業界初！パーソナルデータのプライバシーリスクを自動評価する技術を開発（2016.07.19） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/07/19.html 
 (12)ゲリラ豪雨対策に活用できる下水道氾濫検知ソリューションを販売開始（2016.08.15） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/08/15.html 
 (13)5G無線向け低消費電力技術を開発（2016.09.06） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/09/6.html  
 (14)富士通とカレンシーポート、「CEATEC JAPAN 2016」にてFINTECHスタンプラリーイベントを実施 
      （2016.09.27）  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/09/27.html 
 (15)業界初！プログラムに埋め込まれた業務仕様を自動抽出する技術を開発（2016.10.11） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/10/11.html 
 (16)世界最高速度で周波数変調可能な車載レーダー向けミリ波CMOS回路を開発（2016.10.13） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/10/13.html  
 (17)会話音声からお客様の満足や不満を特定する技術を開発（2016.10.17） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/10/17.html  
 (18)仮想ネットワークの通信性能を向上させる分析技術を開発 （2016.11.16） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/11/16-1.html  
 (19)大規模ストレージのレスポンスを高速化するインメモリ重複除去技術を開発 （2016.12.05） 
       http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/12/5-1.html 
 (20)INIAD Toyo（東洋大学情報連携学部）様がバッテリーレス・フレキシブルビーコンをIoT環境の一部として採用 
     （2016.12.08）http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/12/8.html 
 (21)圧電デバイスを用いて、応力下の磁気特性を測定する技術を開発（2016.12.08） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/12/8-2.html 
 (22)在宅医療業務を革新、モバイルアプリケーション制御技術を開発・実証（2017.01.30）  
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/01/30.html  
 (23)大規模IoTシステム向けテストベッドの無償提供を開始（2017.02.06） 
  http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/02/6-1.html 
 (24)スマートフォンの生体認証のみでIoT機器を介したクラウドサービスをセキュアーに利用できる技術を開発 
   （2017.02.16） http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/02/16.html  
 (25)世界最小クラスDC-DCパワーモジュール「FPED48T01238」を開発、サンプル出荷開始（2017.03.13） 
  http://www.fdk.co.jp/whatsnew-j/release20170313-j.html 
   
 
 

3. グリーンICTへの取り組み 
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図： 空調効果の高精度な予測技術 

■ SDGs（国連の持続可能な開発目標）への貢献 
・2016年度、富士通研究所は、SDGsの観点で、主に「持続可能なレジリエントでサスティナブルな都市実現に貢献（目標 
 11）」と、「気候変動軽減（目標13）」について、その環境貢献について発信しました。 
  
・目標11（持続可能なレジリエントでサスティナブルな都市実現に貢献）の事例 
 サイバー攻撃の全貌をひと目で把握する高速フォレンジック技術（2016.05.13発表） 
       組織内へ侵入して情報漏えいなどの被害を及ぼすマルウェアの被害状況を把握するためには、専門家が長時間かけてネット 
  ワークや端末の各種ログを分析する必要がありました。 
  富士通研究所は、攻撃の被害分析に必要な情報収集について、大量のネットワーク通信データを圧縮・蓄積し、自動解析す 
  ることで標的型サイバー攻撃の進行状況の全貌を短時間で分析できる技術を開発。ネットワーク中を流れる通信データから  
  PC端末で実行されたコマンド操作を推定するとともに、ユーザー情報とコマンド操作を紐づけることで、誰がどのような遠 
  隔操作を行ったのかを特定し、コマンド操作の証跡情報を収集します。 
  さらに、収集した証跡情報を、標的型サイバー攻撃に特徴的な動作の定義をもとに、正常な業務による通信と攻撃の可能性 
  の高い通信を識別して分析することで、攻撃の進行過程を短時間で抽出することができます。この分析技術を搭載したシス 
  テムでは、標的型サイバー攻撃を検知した際、攻撃に関係したPC端末を芋づる式に抽出し、攻撃の進行状況についての俯瞰  
  図を自動的に描画することで、攻撃の全貌をひと目で把握することができます。  

図： 標的型攻撃の進行状況の分析システム画面 
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 ・目標13（気候変動軽減）の事例 
  データセンターの空調の省エネを実現する技術（2016.06.29発表） 
   現在、データセンター市場の成長にともなって消費電力量も増加しており、全電力量の1%から2%程度を占めると言われてい 
   ます。地球温暖化防止に向け、特に全電力量の30～50％を占める空調設備の省電力化が求められています。 
   今回、富士通研究所は、データセンター特有の課題であった情報機器の出し入れやラック配置の変更など、頻繁な状態変化に 
   柔軟に対応するため、得られたデータから空調の効果を予測するモデルを逐次構築する技術を開発しました。 
   この技術では、機械の稼働率や風量など空調設備の状態を新たに組み込んだデータベースを作成し、予測対象に対する有用な  
   情報を計測データからだけでなく、空調設備状態からも最低1つ以上自動で選択するという条件を設定しました。選択した  
   変数を使って予測精度の高い予測モデルを作成することにより、予測精度の向上に成功しました。この技術を活用してデータ  
   センターの消費電力削減に貢献し、地球温暖化防止に貢献します。   

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/ 
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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 
 

エネルギーCO2の排出抑制に向けて、各事業所にて 
省エネ活動に取り組んでいます。 
 
・計画的な設備投資 
  → 省エネ型ポンプ類の導入 
・電力消費の徹底的な無駄排除 
  → 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 
  → 窓の省エネ型複層ガラスへの更新 
・クールビズ・ウォームビズの推進 

5. 社会貢献活動 

第39回 清掃ボランティア（2016年6月） 第40回 清掃ボランティア（2016年11月） 

※ 電力使用量に対するCO2排出量換算係数［トン－CO2/MWh ］  
  【2012～2015年度】0.570 →【 2016年度】0.534 

［ﾄﾝ］ エネルギーCO2排出量 

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/ 

■ 川崎 ■ 厚木 

■ 環境社会貢献 
 ■ 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。本活動は2016年11月に40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。 
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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） 

緑地内には「キンラン」、「ギンラン」、「エビネ」などの環境省や都道府県が指定する絶滅危惧／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。 

（2017年5月 撮影） 

エビネ キンラン 

■ 植樹活動（厚木地区） 
厚木地区は、敷地面積の53%が緑地で囲まれた事業所です。「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年から敷地内の森林で植樹活動を継続しています。 

ギンラン 

（2016年6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。 

【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://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/ 
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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、あるいは運用管理項目を明確に定め、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。 
 
  （※）富士通グループ環境方針 
     http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/approach/policy/ 

発行責任者 佐々木 繁 
編集責任者 内谷 宏 
発行年月日 2017年10月 
記載事項対象期間 2016年4月～2017年3月 
報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/ 

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 

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/ 

http://www.fujitsu.com/jp/about/resources/reports/sustainabilityreport/group/
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/approach/policy/
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/approach/policy/

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

