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特集　クォリティ オブ ライフの向上

特集では、企業理念に掲げる「クォリティ
オブ ライフの向上」をテーマに、富士フイ
ルムグループの製品・技術に加え、中期経営
計画「VISION75」の重点事業分野の2分野
をご紹介します。また、中期CSR計画の
「気候変動問題への対応」、「中国でのCSR活
動」を取り上げています。

富士フイルムグループの技術と研究開発

メディカル分野での取り組み

印刷分野での取り組み

ステークホルダー・ダイアログ（環境配慮印刷）

気候変動問題への対応

中国でのCSR活動

国宝 源氏物語絵巻「蓬生（よもぎう）」《第十五帖》 徳川美術館所蔵
源氏が須磨・明石に退去しているあいだ、その庇護にあった女性たちは苦難を強いられていた。特に源氏の帰りを一途に信じ待ち続けた末摘花の屋敷は荒廃し、生活は窮乏を
極めていた。初夏のある雨上がりの月夜、大きな松にかかる藤の花に惹かれ、惟光に露を払わせながら、源氏は荒れ果てた屋敷に立ち寄る。そこは末摘花の変わり果てた屋敷
であった。源氏は、末摘花の誠実さに心を打たれ、終生の庇護を誓う。
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多種多様な技術を融合させ、新たな価値創造へ

富士フイルムグループの技術と研究開発
多種多様な基盤技術やコア技術を融合・深耕させながら、人々 のクォリティ オブ ライフ向上に寄与する

新たな価値創造の実現に向け、チャレンジングに研究開発を推進しています。

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上

富士フイルムグループは、写真感

光材料やゼログラフィーなどの分

野で培った有機材料、無機材料、

解析、薄膜形成・加工、画像・ソ

フト、光学などの汎用性の高い基

盤技術に加え、性能やコストの差

別化に有用なコア技術を有してい

ます。現在、13事業分野でビジネ

スを展開している富士フイルムグ

ループでは、これらの基盤技術と

コア技術を融合した商品設計技術

によって、「高機能材料」「医療／ライフサイエンス」「グラ

フィックアーツ」「ドキュメント」「光学デバイス」での研

究開発をさらに推進、融合させ、新たな価値創造を実現さ

せていきます。

富士フイルムグループが、持続的に成長していくためには、

中期経営計画「VISION75」に示すとおり、新規事業の

継続的創出が不可欠であり、コア技術を含む基盤技術の深

耕と、さらなる拡大が必要です。このためには、若手・中

堅・ベテランの研究者が、それぞれの強みを生かし合い、

一体となって技術の大変革へのチャレンジに取り組んでい

くことが必要です。諸制度を生かしながら、「新規テーマ

創出促進」「アイデア創出の情熱の喚起」を目指し、新規

事業につながる新規技術の開発と商品開発を積極的に行い

ます。

高機能材料分野
FPD・半導体・記録メディア・
化粧品・ライフサイエンス事業

富士フイルムの
コア技術

光デバイス／システム分野
メディカル・ライフサイエンス関連機器事業

光学素子

光学伝送・記録

情報システム／ソリューション
ドキュメント・デジタルイメージング事業

高機能ファインケミカル

フィルム製膜

液晶

レジスト

色素・染料

バイオセンシング

機能性フィルム

薄膜形成

分子配向制御

粒子分散

乳化

マイクロカプセル

CCDデバイス レーザー

デジタルイメージング

繊細加工

有機化学 無機化学

製膜 塗布

解析 精密加工

光学 画像

富士フイルムグループのコア技術の展開

富士フイルムグループの技術のあゆみ

1934年 富士写真フイルム株式会社設立1930

1970

1980

2000

1934年 映画用フィルム

イメージングソリューション

1948年 カラーリバーサルフィルム・スチルカメラ

1950 1951年 マイクロフィルム

ドキュメントソリューション

1958年 フジタック（TACフィルム）

1954年 工業用X-レイフィルム

1958年 フジカラーネガティブフィルム

1962年 富士ゼロックス株式会社設立1960

1962年 複写機

1965年 シングル-8システム 1965年 ＰＳ版（製版用）、コンピュータ用テープ

1963年 感圧紙、放送用ビデオテープ

1969年 ミクロフィルター（ろ過用フィルム）

1975年 フルカラー複写機

1976年 高感度カラーネガティブフィルム

1982年 映画用フィルム（アカデミー科学技術賞、エミー賞受賞）

1982年 情報処理ネットワークシステム「8000INS」

1989年 デジタル複合機「Ableシリーズ」

1990 1990年 ベルビア（プロ用カラーリバーサルフィルム）

1992年 デジタルフルカラー複写機「A color」

1993年 高速印刷・出版システム「DocuTech」

1999年 医用画像情報ネットワークシステム「SYNAPSE」
 フルデジタル内視鏡システム「サピエンティア」

1997年 ドキュメントハンドリングソフトウエア「DocuWorks」

2002年 面発光型半導体レーザー

2003年 スーパーCCDハニカム

2003年 経鼻内視鏡
 デジタルX線画像診断システム「FCR PROFECT CS」

2005年 新情報システム「ApeosPortシリーズ」

2007年 機能性食品「メタバリア」「オキシバリア」

2006年 機能性化粧品「エフスクエアアイ」
 機能性食品「エフキューブアイ」

2007年 デジタルミニラボ「フロンティア700シリーズ」

1996年 CTP版、WVフィルム

1996年 デジタルミニラボ「フロンティア」、APSシステム

1989年 産業用FCR

1989年 8ミリビデオカメラ

1988年 デジタルスチルカメラ

1987年 印刷複写機「ゼロプリンター」

1983年 デジタルＸ線画像診断装置FCR

1984年 ミニラボシステム

1984年 フロッピーディスク

1986年 レンズ付フィルム「写ルンです」

1977年 プレスケール（圧力測定フィルム）

1936年 レントゲンフィルム

1934年 製版用フィルム

インフォメーションソリューション

2001年 富士ゼロックス連結子会社化

2006年 持株会社制へ移行

富士フイルム
取締役・常務執行役員
R&D統括本部長

池上 眞平

富士フイルムでは、2006年4月、神奈川県開成町に「富

士フイルム先進研究所」を新設しました。それまで4つに

分かれていた研究所を集約・統合し、全社横断的な先端基

礎研究と基盤技術開発を融合させる中核基地として、重要

な役割を果たしています。この先進研究所を中心として、

開発投資のさらなる重点化により、将来を担う新規事業・

新規製品の早期創出に取り組んでいきます。

富士ゼロックスでは、2010年3月（竣工予定）に神奈川

県横浜市「みなとみらい21」地区に新たな都市型の研究

開発拠点（愛称CITY：Collaborative Innovation

Tower in Yokohama）を開設します。研究開発拠点を

既存拠点の海老名と新拠点である横浜に集約します。これ

ら2拠点をハブとした研究開発体制再編によるお客様への

提供価値の革新に挑みます。

富士フイルムグループの新研究体制

富士フイルムグループの基盤技術と展開

富士フイルム　機能性食品「メタバリア」「オキシバリア」
フィルム分野で蓄積したコア技術の応用で
他社と差別化できる特長的な製品を提案

富士ゼロックス　LEDプリントヘッド技術
騒音・振動を発生せず、製品の
小型・軽量化と高画質・高解像度を実現

F O C U S 2 0 0 7 年 度 の 研 究 成 果

2007年10月に、人々の健康をサポートするマルチサプリメン
ト「メタバリア」「オキシバリア」を発売しました。ともに、
富士フイルム独自のFTD技術コンセプトを踏襲し、有用成分
のパワーを体のすみずみまで浸透させる、最先端テクノロジー
により生まれたサプリメントです。
「メタバリア」には、インドやスリランカで古くから愛用され
ている植物「サラシア」を配合しています。サラシアは、腸内
の善玉菌に栄養を届けて体内環境を改善することや、ダイエッ
ト成分が含まれることで注目されています。今回、独自の技術
により、サラシアを高濃度かつ安定した品質で配合することに
成功しました。「オキシバリア」に含まれているアスタキサン
チンは、カロテノイドの一種で、コエンザイムQ10の約
1,000倍（富士フイルム調べ）もの有効性を持つ天然成分です。
このアスタキサンチンを体内で吸収されやすくするため、独自
のナノ乳化（微細化）技術により、アスタキサンチンを保護膜
ごと水溶性パウダー化することを可能にしました。

ゼログラフィー方式のプリンター及び複写機の露光方式には、
レーザー光源による「レーザーROS（Raster Ou tpu t
Scanner）方式」と、LED（発光ダイオード）光源による
「LEDプリントヘッド方式」があります。「LEDプリントヘッ
ド方式」は製品の大幅な小型化と、機械ノイズのない静音性と
いう利点がありますが、これまで、レーザーROS方式に比べて
画像ムラが出やすいという課題がありました。富士ゼロックス
では、独自の高精度光量補正技術と配線数を大幅に削減できる
1,200dpi自己走査型LEDを開発し、小型化と高画質を両立す
るLEDプリントヘッドの実用化に成功しました。その結果、用
紙トレイ1段分に相当するスペースを削減し、従来サイズのまま
フィニッシャーを内蔵する複写機の開発に成功しました。
本LEDプリントヘッドの開発により、これまでのハイエンド機
向けの階調再現を提供するデジタルスクリーン（MACS）技
術と、高精細かつ滑らかな文字・線を再現する画像処理（IE/EE）
技術の両方をオフィス機にも採用することが可能となり、レー
ザーROS方式と同等以上の高画質を実現しています。

事業セグメント別研究開発費の推移

2004 2005 2006 2007 （年度）
0

500

1,000

1,500

2,000（億円）

419

544

717

327

679

815

770

785

215

169

934

772

イメージングソリューション ドキュメントソリューションインフォメーションソリューション

神奈川県開成町の「富士フイルム先進研究所」（左）
みなとみらい21地区に建設中の富士ゼロックスのR＆D拠点（完成予想
図）「CITY」（右）

「サラシア」を高濃度・安定した品質で配合したメタバリア（左）と
「アスタキサンチン」を体のすみずみまで浸透させるオキシバリア（右）

レーザー方式（左上）とLEDプリントヘッド方式（右下）の体積比較
（イメージ）
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先進技術を医療現場に生かし、社会貢献につなげる

メディカル分野での取り組み
独自の高画質医用画像処理技術・ネットワーク関連技術を最適に連携させた最先端ソリューションで、

幅広い医用画像診断ニーズに対応し、世界の医療の質や効率の向上に貢献しています。

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上

近年、医療先進国といわれる日本では、人々の健康志向へ

の高まりだけでなく、医師総数の不足や医師の偏り、少子

高齢化などの社会的な問題を抱えています。このような社

会の医療現場では、疾病の早期発見・早期治療が求められ、

画像診断はそのニーズに応えるツールといえます。その一

方で、画像診断装置の高性能化、CTやPET、MRI、電子

内視鏡など新しい検査法の開発・普及により、医療現場で

は、患者一人当たりの検査情報量が増大する傾向にありま

す。日本では、データベースを活用した診断画像データの

医療施設内での共有や、ネットワークを活用した遠隔医療

の拡充などの環境整備が求められています。

富士フイルムは、「総合画像診断ソリューションプロ

バイダー」として、これら医療現場のニーズに応える

システム・機器の提供に積極的に取り組んでいます。

なかでも、重要な役割を担うのが、国内トップシェア

の「SYNAPSE（医用画像情報ネットワークシステム）」

と、ネットワーク医用サービス「C@Rna」です。これ

らは、医用画像情報を保管・統合化・ネットワーク化する

統合診断システムとして機能するだけでなく、医療施設の

運営の効率化にも役立っています。また、地域医療の質の

向上に貢献している遠隔ネットワーク医用サービスの提供

は、複数の医師によるセカンドオピニオンの実現など、新

たな医療サービスの構築につながっています。

富士フイルムは、画像処理技術や精密光学技術など、長年

培ってきた独自の技術力を生かしながら、受診者の身体的

負担軽減や、環境負荷低減につなげるさまざまな医療シス

テム・機器を積極的に提案し続けてきました。世界トップ

シェアのFCR（Fuji Computed Radiography=X線画

像診断システム)や電子内視鏡システムに加え、最近では

フルデジタルの超音波画像診断装置、核医学検査用の放射

線診断薬に取り組むなど、画像診断の領域を広げています。

SYNAPSEとこれらのシステム・機器を連携させること

で、検査・診断の効率化とスピードアップ、確かな診断支

援などさまざまなソリューションを提案・提供し、日本だ

けでなく世界各国の医療現場をサポートしていきます。

遠隔医療や検査・診断の効率化、
スピードアップに寄与する画像診断技術

1936年のＸ線フィルム発売以

来、約70年にわたり、富士フイ

ルムグループは医療関連事業に取

り組んでいます。ライフサイエン

ス事業を含め、年間売上高は、約

2,900億円（2007年度）規模に

成長しました。メディカルシステ

ム事業は全社売上構成費の約

10％を占めています。

中期経営計画「VISION75」の

下、2008年度に3,000億円超の規模へ成長させることを

目標とし、富士フイルムグループのコア事業のひとつとし

て、全社的にコミットし、重点的に取り組んでいます。ド

ライケムや放射性検査薬での「検査」、X線・超音波・内

視鏡による医療画像の「診断」、放射性治療薬の「治療」

と、主に3つの領域で事業展開しています。グローバルな

販売拠点を強みに、皆様へ価値を提供し、広範囲な医療イ

ンフラの構築に寄与、貢献したいと考えています。

富士フイルムグループのメディカルシステム事業

形態画像診断

X線検査

機能画像診断

デジタルX線画像
診断システム「FCR」

超音波画像診断装置
「FAZONE M」

電子内視鏡

放射性医薬品

医用画像情報ネットワークシステム「SYNAPSE」

内視鏡・超音波病理部門システム「NEXUS」

カプセル内視鏡
（画像はGiven Imaging Ltd.

より提供）

X線検査システム
世界トップシェアを誇るFCRは、20年以上にわたる技
術開発と知見の蓄積による高精細・高画質と高い処理
能力で、画像診断の効率化と医療の質の向上に貢献し
ています。

超音波検査システム
コンバーティブル超音波診断装置「FAZONE M」を中
心に、受診者への負担が少なく、高画質な診断画像を安
定的に提供できる超音波画像診断システムの拡充を推
進しています。

内視鏡検査システム（フジノン株式会社）
「経鼻内視鏡」や「ダブルバルーン内視鏡」をはじめとする
革新的な製品の提供やカプセル内視鏡メーカーとの業務
提携（2007年4月）などを通じて、消化器内視鏡分野での
診断ソリューション強化を図っています。

核医学検査（富士フイルムRIファーマ株式会社）
放射性医薬品を用いた核医学検査は、疾病による臓器の
形態変化が起きる以前の機能変化をとらえることができ、
早期発見と早期治療のために、機能画像診断の重要性が
高まっています。

医用画像情報ネットワークシステム
国内トップシェアの「SYNAPSE」は、放射線部門、内視
鏡・超音波・病理部門、循環器部門など、医療施設内の
すべての診断画像をネットワークで統合・管理します。

FCＲ CAPSULAは、前機
種に比べ、大幅な小型化を実
現しました。前機種比で約80

％のCO2削減です。また、省
エネルギー設計により、お客
様1軒当たりの、使用時の電
気代を年間18,500円節約
することができます。

富士フイルムと富士ゼロックスのシナジー
医療DMSプロジェクト
富士フイルムと富士ゼロックスが共同研究を行い、「医
療DMSプロジェクト」を進めています。これは病院にあ
る患者さんのカルテを含む多くのドキュメントを一元管
理する医療支援システムで、これが実現すると、医師の
所見から診断、治療までの画像・文書データを体系的に
一元管理することが可能になります。

超音波検査

内視鏡検査

核医学検査

FCＲ XG-１
（前機種）

FCＲ 
CAPSULA

差

ｋWh台・年

kgCO2／
台・年

省
エ
ネ
効
果
金
額
効
果

トンCO2／
年

円／台・年

円／年

－

－

4,700

18,500

2.22億

160

75

900

3,500

0.42億

1,000

470

5,600

22,000

2.64億

FCR CAPSULA導入によるお客様効果

世界の販売拠点（メディカルシステム事業）
（2008年3月現在）

現地法人 販売代理店

メディカル分野の事業領域

予防 検査 診断 治療 術後ケア リハビリ

・ドライケム
・放射線検査薬

・X線医療画像
・超音波医療画像
・内視鏡医療画像

・放射線治療薬

富士フイルム執行役員
メディカルシステム事業部長

鈴木 俊昭

広範囲な医療インフラの構築を通じて
広く社会へ寄与、貢献していきます
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特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上 メディカル分野での取り組み

技術を通じて、社会貢献に取り組む
企業姿勢を伝える企業TVCM
「世界はひとつずつ変えることができる」

また、キャンペーンの一環で開催された、ゴルフの女子プ

ロ「Longs Drugs LPGAトーナメント」でも、ピンク

リボン運動を行いました。以降も引き続き、ウェブサイト

を通じて、女性100万人のマンモグラフィ受診誓約の実

現に向けて活動を展開しています。

「経鼻内視鏡」は、フジノン株式会社のレンズ技術と、精密

光学技術、富士フイルムのスーパーCCDハニカム技術を

駆使して開発した製品です。内視鏡のスコープ先端直径わ

ずか5.9ミリという細さを実現し、鼻からの挿入を可能に

しました。従来の口から挿入する内視鏡に比べて受診者の

苦痛（挿入時の嘔吐感など）を大幅に軽減するとともに、

検診中でも医師と患者が対話できることから、医師や受診

者の方々からご好評をいただいています。既に国内・海外

ともに数多くの医療施設に導入されています。

経鼻内視鏡は、スコープ部の細さを生かして懸念部をいろ

いろな方向から観察できるので、胃の診断だけでなく、食

道のような狭い部位などの診断にも適しています。最近で

は、経鼻内視鏡は胃の診断に加え、咽頭がんや食道がん、

逆流性食道炎など口から胃に至る部位の病巣の早期発見に

も応用され、活用の幅を広げています。

内視鏡検査・診断時に病巣発見の精度を向上させるもの

が「FICE（分光推定技術に基づいた画像診断）」です。

FICEは、病巣部の組織状態、粘膜の下の血管の状態など、

内視鏡の通常観察では診断が難しかった微妙な病巣を、光

学的に画像処理することで識別しやすくします。現在、富

士フイルムでは、この技術の臨床有用性についての確認

と、診断法の確立のため、医師との共同研究に取り組ん

でいます。

フジノン及び富士フイルムは、先進の光学技術や撮像素子

技術、さらには画像処理技術を組み合わせ、製品化するこ

とで、医師の診断サポート、患者さんの負担軽減、そして

病巣の早期発見・早期治療に貢献しています。また、国内

外の先端的な医療機関と連携し、画像処理活用による診断

学の向上に貢献していきます。

第１弾「マンモグラフィ編」
マンモグラフィ編では、触っても分からない
早期の乳がん病巣の可能性がある「極小の石
灰化」などを小さなてんとう虫に見立てて、
マンモグラフィの特長を分かりやすく表現し
ています。

第２弾「内視鏡編」
内視鏡編では、内視鏡スコープ先端直径わず
か5.9ミリのフジノン「経鼻内視鏡」のフレ
キシブルでしなやかな操作性を映し出してい
ます。

富士フイルムは早くから、乳がん診断を支援する画像処理

の研究に取り組み、FCRをベースに乳がん検診に適した

高精細な読み取り技術と、独自の最先端画像処理技術を併

せたデジタルマンモグラフィシステムを開発し、画像診断

の効率化・質の向上に貢献してきました。近年、乳がん検

診の受診者の数が増加し、大量の読影が医師に求められる

ようになっています。富士フイルムではFCRデジタルマ

ンモグラフィCAD（コンピュータ乳がん検出支援システ

ム）を開発し、2008年2月に発売しました。国内メーカ

ーとして初の厚生労働省の薬事認可（CADにおける）を

取得しました。FCRデジタルマンモグラフィCADは、日

本国内の豊富な症例をもとに、富士フイルム独自の検出ア

ルゴリズムを開発し、微少石灰化や腫瘤など乳がん患部の

特徴を示す部位を検出するシステムです。高い検出率で医

師の読み取り業務をバックアップしています。

いまや日本人女性の20～30人に1人が乳がんにかかると

いわれ、世界的に見てもその発症率が年々増加しています。

しかし乳がんは、自己検診に加え、マンモグラフィによる

検診を定期的に受けることで、早期発見につながり、早期

治療により約90％が治癒可能とみられています。富士フ

イルムは、今後も独自の技術で、乳がんの早期発見と診断

精度の向上支援に取り組んでいきます。

富士フイルムグループで

は、乳がんの早期発見・早

期診断・早期治療の大切さ

を啓発する「ピンクリボン

運動」を2003年より継続

的に支援しています。

2007年10月7日・東京、

13日・仙台、28日・神戸で開催されたピンクリボンフェ

スティバルで、富士フイルムと富士フイルムメディカルは、

メインイベント「ピンクリボンスマイルウオーク2007」

の東京大会・神戸大会に特別協賛し、仙台大会に協力を行

いました。

また、同時期に東京ミッドタウンの複合型ショールーム

「FUJIFILM SQUARE」で開催した、第一線で活躍する

12名の写真家による写真展「ピンク ピンク ピンク！」

には、たくさんのお客様にご来場いただき、乳がんやピン

クリボン運動への関心を高めていただきました。

一方、従業員の乳がんへの関心を高めるため、2007年9

月11日に、富士フイルムの東京地区の社員を対象に「乳

がん検診啓発セミナー」を開催しました。多くの企業にピ

ンクリボン運動の参加を訴えた朝日新聞社の中西知子さ

ん、平松レディースクリニック院長の平松秀子先生に講演

していただきました。セミナーには男女合わせて200名

を超える社員が参加しました。

2007年度は、海外でもピンクリボン運動を積極的に展開し

ました。米国では、FUJIFILM U.S.A.,Inc.とFUJIFILM

Medical Systems U.S.A.,Inc.が、ドラッグストアチェー

ンLongs Drugsの協力を得て、2007年10月、カリフォル

ニア、ハワイ、ネバダ州にある470以上の店舗で、「乳がんの

意識向上月間キャンペーン」を実施しました。ピンクリボン

モデルの「写ルンです」を販売し、その売上の10％

（2,000ドル）を、米国の国立乳がん基金へ寄付しました。

「FCRデジタルマンモグラフィCAD」で
乳がん検出率向上に寄与

「ピンクリボン運動」の海外での展開

「経鼻内視鏡」が病巣の早期発見に寄与
FICE（分光画像診断）で診断を支援

一人でも多くの大切な方を、
乳がんから守るために
ピンクリボン運動の支援

URL 「ピンクリボン運動」
http://fms.fujifilm.co.jp/fms/mam/html/smile_walk2007.html
URL 「Images of Health」http://www.imagesofhealth.com
関連ページ

P.21（中国でのピンクリボン運動の展開・
マンモグラフィ検診の技術支援）

URL http://and-fujifilm.jp

T O P I C 富士フイルムグループの技術をテーマとした企業広告TVCM
を2007年9月22日（土）より全国放映しています。医療をは
じめさまざまな分野で、独自の先進技術を通じ、社会貢献に取
り組む企業姿勢を広くお伝えするものです。第1弾、第2弾は、
「マンモグラフィ編」「内視鏡編」で、従業員が出演しています。
WEBサイトでもご紹介しています。

CADによる検出前

CAD表示操作を実施

写真展「ピンクピンクピンク！」の様子（左）
「乳がん検診啓発セミナー」を受講する社員（右）

ピンクリボンフェスティバル

FICE画像と通常画像の比較
FICEを活用することで、食道の炎症を起こした組織周辺や血管を際立
たせるので、精密な観察・診断が可能になります。

通常画像 FICEで処理した画像

CADによる検出後

「Longs Drugs LPGAトーナメント」
でのピンクリボン運動のテント（上）
米国で展開された100万人乳がん検
診を呼びかけるウェブサイト（右）
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先進技術で環境負荷軽減を実現する

印刷分野での取り組み
富士フイルムは拡大するCTPプレート需要に応え、生産体制を強化し、製品の安定供給に努めています。

生産量の増大に伴う環境負荷を軽減させるため、先進技術で取り組んでいきます。

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上

富士フイルムは、長年にわたり、製版フィルム、オフセッ

ト印刷向けPS版・CTP版、プレートセッター、プリプレ

ス用各種ソフトなど、多岐にわたる印刷材料・機器の開発、

生産、販売を手掛けてきました。特に現在需要が拡大して

いるCTP版に関しては、ワールドワイドでのマーケット

シェアを40％に引き上げるべく、生産・販売体制の強化

を行っています。

オフセット印刷では、かつては製版時に製版フィルムを大

量に消費していましたが、文字情報と画像情報をデジタル

化してコンピューターで処理するDTPワークフローの登

場によって効率化が図られ、最終のデジタルデータを製版

フィルムに出力するCTF方式を経て、近年では製版フィ

ルムも使用せず直接プレートに出力して印刷版を作成する

CTP方式が一般化してきました。この技術革新は、製版

工程で大量のフィルムや印画紙を使用していた四半世紀前

と比較して、CO2排出量が約2/3削減されました（下図を

ご参照ください）。

富士フイルムでは、このフィルムレスのCTP方式をさら

に進化させ、現像工程が不要の「完全無処理CTPプレー

ト（以降、無処理CTP）」を開発し、現像廃液や現像工程

におけるCO2発生もなくなりました。

今後、無処理CTPの品質向上に努め、無処理CTPの普及

を通じて、環境対策、化学薬品によるリスクと作業負荷の

低減に取り組んでいきます。また、印刷分野のさらなる技

術革新に積極的に取り組み、環境負荷の低減を通じて社会

に貢献していきます。

なお、本レポートも、この無処理CTPによる最新のシス

テムで製作されています。

CTP（コンピューター・トゥー・プレート）の変遷
印刷分野の技術革新による環境負荷の低減

書籍、新聞、雑誌、パンフレット、
証券類、カード類、ビジネスフォーム（帳票類）、
包装紙、建材印刷（壁紙など）、
金属印刷（飲料缶など）、POPディスプレイ、
プリント基板類など

印刷物及び印刷技術の応用例

DTP登場以前のワークフロー

四半世紀にわたる製版プロセスの進歩と
環境負荷（CO2）の低減

写植

写植機

色分解

スキャナー・
製版用カメラ

現像機 製版用カメラ 現像機

写植印画紙
現像（版下）

製版カメラ
版下撮影 フィルム現像

現像機

フィルム現像

集版

フィルム出力画像入力・文字入力　印刷用データ作成

スキャナー・デジカメ・パソコン

画像入力・文字入力　印刷用データ作成

スキャナー・デジカメ・パソコン

画像入力・文字入力　印刷用データ作成

スキャナー・デジカメ・パソコン

PS版 リスフィルム

処理・塗布 現像処理

現像処理

リスフィルム フィルム
焼却銀回収 100

53

CTP登場によって、フィルムは不要になった。リスフィルム使用と比較して、
CO2排出量を約1/3に削減。CTFからも30%削減。

DTP登場によって、フィルムの使用は
最終出力時のみとなった。

無処理CTPの登場によって、さらに現像処理による化学物質などの
環境負荷も削減された。CTPから2%のCO2削減。

（注1）グラフ内の数値は、DTP登場以前のワークフローを100％としたときのCO2排出割合です。
（注2）アルミについては、PS版用のアルミ板に再生できないため、カスケードリサイクルによる
 リサイクル控除は、考慮していません。

アルミ板

最終
ポジフィルム
現像
現像機フィルムセッター

フィルムから
刷版に露光

露光機

刷版現像

現像機

印刷

印刷機

刷版現像

現像機

刷版出力

CTPセッター

刷版出力

CTPセッター

印刷

印刷機

印刷

印刷機

最終
ポジフィルム
現像
現像機

フィルムから
刷版に露光

露光機

刷版現像

現像機

印刷

印刷機

DTP登場後（CTF）のワークフロー

現行CTPのワークフロー

無処理CTPのワークフロー

0％ 50％ 100％

写
真
原
稿

文
字
原
稿

37

35

DTP登場前は、1
版当たり、その約
4倍面積のリス
フィルムや印画紙
を使用していた。

生産拠点 販売拠点（現地法人） 販売代理店

グローバルな展開（グラフィックシステム事業）

印刷産業は出版物や新聞などの情

報伝達のみならず、包装資材や金

融、エレクトロニクス産業など人類

の経済活動や近代的・文化的な生

活を支えており、まさに企業理念

に掲げる「クォリティ オブ ライフ」

に必要不可欠な産業のひとつです。

富士フイルムは、この印刷産業向

けに、印刷機器・材料・ソフトウエ

アを提供するグラフィックシステ

ム事業を重点事業の一つとして位

置づけています。そして、さまざまな印刷物を製作したいと

いうお客様のニーズに応えるため、積極的に研究開発・製造

設備への投資、M&Aなどを行っています。オフセット印刷

の基幹材料で世界的に需要が拡大しているCTP版は、日

本・アメリカ・欧州・中国の四極生産体制を確立し、高品質な

製品を円滑に供給するサービスをグローバルに展開してい

ます。新たに約150億円を投資して欧州の生産体制を拡充

（2010年に新ラインが稼働）、市場の成長が著しいBRICs、

NEXT11への供給も積極的に進め、世界シェア40％を目指

します。また、今後成長が見込まれるデジタルプリンティン

グ市場に対しては、セリコール社（産業用インクジェットプ

リンター用UVインクでトップシェア）やディマティックス

社（産業用インクジェットプリンターヘッドのトップメーカ

ー）の買収、アドバンストマーキング研究所の設立による最

先端インクジェット技術の研究開発に加え、富士ゼロックス

との連携によって、さらに事業領域を拡大していきます。

印刷システム事業の将来を見据えた
事業基盤の拡充を図っています

富士フイルム
取締役・執行役員
グラフィックシステム事業部長

井上 伸昭

関連ページ P.57（ステークホルダー・ダイアログ）
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F O C U S ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ダ イ ア ロ グ

T O P I C

印刷業界から高い評価をいただいているプリントサーバー
「PX5000 Print Server」（2007年2月発売）を紹介します。
これは、デジタルオンデマンド印刷の色管理から出力作業の工
程までコントロールする「プリントサーバー」です。これまで、
富士フイルムと富士ゼロックスにはそれぞれ特長のあるプリン
トサーバーが存在していました。これらの特長を融合し、製品
化したのがプリントサーバー「PX5000 Print Server」です。
「PX5000 Print Server」は両社の技術を融合し、開発費を抑
えながら高性能を顧客に提供し、かつ両社から販売するなど、
グループシナジーのメリットを実現した製品です。

富士フイルム・富士ゼロックスのシナジー
プリントサーバー開発プロジェクト

「環境配慮印刷、普及のために富士フイルムができること」

ご意見の紹介 ●社外の方　●社内

開発プロジェクトメンバー

プリントサーバー「PX5000
Print Server」が搭載される富
士ゼロックスの「DocuColor
5000 Digital Press」

2008年3月6日、「環境配慮印刷が広く普及していくためには」
をテーマにステークホルダー・ダイアログを開催しました。
外部有識者2名（エコ印刷研究会事務局長 奥山淳氏、日本印刷
新聞社会長 北濃克海氏）と、富士フイルムグループ（富士フ
イルム、富士フイルムグラフィックシステムズ、富士フイルム
プレゼンテック）の6名が参加し、印刷の発注者・受注者の立
場、印刷製版材料とその処理機器・ソフトウエアを開発・製
造・販売する立場、さらに印刷物を製作する立場から、環境配
慮印刷について議論しました。

●●「環境配慮印刷とは何か」という明確な基準を持っていないので、発注
者側が環境配慮印刷を要請できないという現状もある。

●「コスト・スピード・品質」の3点をお客様から要求される中、環境配慮印
刷がお客様の要望に合わないケースもあり、印刷を請け負う側からは提案
しづらいというのが現実。

●環境配慮印刷が市場で普及するよう、ビジネスモデルを確立すること。

●印刷業界は「受注産業」ゆえに、受注側に期待するよりも、発注側に環境
配慮印刷を選択・発注してもらうよう働きかけるほうが効果的である。そ
のためエコ印刷研究会では、発注者に環境配慮印刷の概念を提示して、啓
発している。

●●紙とインキだけではなく、生産工程も含めた環境配慮が重要。理想的
な環境配慮印刷とは、「環境に優しい材料、環境負荷の低い生産工程、3R
の視点、省エネ対策」という4つの観点でとらえていく必要がある。

●印刷工程での大きな課題は、VOC対策（揮発性化学物質の発生量の削
減）。印刷会社だけの対応ではなく、インキメーカーなどを含むさまざま
な印刷材料メーカー同士のコラボレーションが必要。

●印刷物が廃棄される際には、印刷物に「リサイクル可能か」を判断する情
報が明記されていることが大切。環境配慮印刷であっても、廃棄の際にリ
サイクルなどの資源の再利用につながらないと意味がない。

●「無処理CTP版」の普及は、製品や環境性能の提案だけでは難しい。使
いやすいようにワークフローを改善し、導入しやすい現場環境の整備まで
を含めた市場への提案が望まれる。

●富士フイルムグループは、印刷製版材料・処理薬品、印刷機器のソフト
ウエアに至るトータルシステムの開発・製造・販売まで応える力がある。広
い視点で、市場に環境配慮印刷の価値を提示・提供してもらいたい。

●社会の認知よりもまず社内から取り組むことが大切。グループ内の印刷
基準、発注基準を明確にし、環境配慮印刷を自ら推進していきたい。

今回のダイアログを通じて、富士フイルムホールディングスに対して、2つの提言がありました。
1.社会の見本になるような環境配慮印刷の基準を作ること。
2.印刷会社に環境配慮製品を提供するだけでなく、環境配慮印刷の普及が進むよう社会・印刷業界に影響を及ぼすこと。

今回の2つの提言を踏まえ、富士フイルムホールディングスでは、発注する印刷物について環境配慮印刷基準を策定中です。

まとめ

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上 印刷分野での取り組み

アルミは、一般的にリサイクルが進んでいる素材といわれて

います。しかし、オフセット印刷用のPS版・CTP版の基板に

は高度な印刷適性を実現するために、高い純度のアルミが

必要で、リサイクルアルミを使用することは不可能でした。こ

のため、富士フイルム吉田南工場で毎月数100トン余り発生

する廃材アルミは、純度の低い他の用途にリサイクルする「カ

スケードリサイクル」が行われていました。ところが、アルミ

は「電気の塊」の異名を持つ金属であり、精錬過程で大量の

電力を使用します。そこで富士フイルムは、従来不可能であっ

たアルミの循環利用を実現することによって、大幅なCO2排

出量の削減が可能になると考え、廃材アルミを再生して再び

高品質なPS版・CTP版の製造に使用（これをクローズドルー

プリサイクルと言います）するための技術研究を長年重ね、

2007年10月に実用化しました。

アルミは、微量金属が混入して純度の低い合金になってしま

うと、再び微量金属を取り除いて高い純度に戻すことはで

きない性質があります。このため、このままカスケードリサ

イクルを続けていくと、低純度化されて行き着く先を失った

アルミ資源が溢れていきます。一方、新興国での需要拡大

などの理由で、他の金属同様「資源争奪」の対象となりつつ

あります。したがってこの事業には、人間生活の重要インフ

ラである印刷産業の持続的発展のために、「限りある高純

度アルミ（資源）の保全」という大きな意義もあります。富士

フイルムでは、今後も環境と社会の持続的発展のために一

歩先行した施策に積極的に取り組んでいきます。

CO2の大幅削減へ
PS版・CTP版の廃材アルミの
クローズドループリサイクル技術を確立

●リサイクルアルミを生産工程で使用した場合、精錬からPS版・
CTP版の製造までに発生するCO2排出量を、74％削減できます。

●吉田南工場で発生するPS版・CTP版の廃材アルミを、すべて
クローズドループリサイクルすると、CO2排出量を最大で、年間約
6万5千トン削減できる見込み。この数値は、2006年に同工場が
排出したCO2量の87％に相当します。2007年度は、4万トンの
CO2排出量を削減しました。

廃材アルミの
クローズドループ
リサイクルの流れ

廃PS版
（廃材アルミ）

PS版
製造

PS版
製品出荷

吉田南工場

アルミ圧延メーカー アルミ精錬メーカー

アルミコイル
（新地金＋再生地金）

アルミ合金メーカー

鋳造

溶解

再生地金 新地金

純度99.5％を実現する基盤技術を確立
あらゆる壁を克服し、「実現できる！」を提示

V O I C E

再生地金を製造してくれる協力企業を得るには、技術確立など
の準備も含めると4年程度を要しました。PS版・CTP版には、
純度99.5％で、微量金属などわずかに組成が異なる13種のア
ルミが必要でした。純度99.5％の再生という極めて管理幅の
狭い高純度の再生アルミを実現するため、アルミを取り扱うメ
ーカーの発想にはない、わたしたちの独自技術で、基盤技術を
確立し、実現の現実性を提示したことが大きな強みとなりまし
た。対話を繰り返し、品質保証への不安の壁を取り除き、合金
メーカーの採算性などの壁を克服する仕組みも整えました。ま
た、合金の次の工程に関わる圧延メーカーには、再生地金の品

質一般に対する根強い不信感があり、これを払拭するため、リ
サイクル実現の現実性をデータで提示し、本リサイクルは環境
対策であり、枯渇資源であるアルミに、共に携わるパートナー
として、将来に向けた必要性を繰り返し訴えました。試行錯誤
の連続でしたが、わたしたちが成し遂げたことは、意義ある取
り組みであったと、改めて実感しています。

富士フイルム吉田南工場
製造部
（手前中央）大岸良夫
（後列左より）長田正和、
吉川直紀、主任技師 山崎徹

関連ページ P.57（ステークホルダー・ダイアログ）
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グループで戦略的に温暖化防止活動を推進

気候変動問題への対応
富士フイルムグループでは、積極的なエネルギー転換、生産工程のエネルギー効率の改善に加え、
オフィス・研究所での省エネ活動、物流時や製品･商品使用時のCO2削減を戦略的に行っています。

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上

目標達成のために、地球温暖化対策推進委員会を新設
地球温暖化対策の最高

意思決定機関として、

製造部門、生産技術部

門、物流部門、総務部

門など各組織を管掌す

るそれぞれの執行役員

をメンバーとした「地球

温暖化対策推進委員会」を新設しました。主要6工場＊1

を中心に、それ以外にも生産拠点、物流部門、本社部門

（オフィス）、研究部門などの組織が個別の目標と省エネ組

織を作り、そこでの活動を推進委員会で報告・討議し、さ

まざまな活動展開を図っていきます。

省エネ活動展開に、エネルギー使用量の「見える化」を徹底
従来の省エネ設備の導入や、工程改善、エネルギーフロー

図による工程の熱解析などに加え、建屋別･工程別のエネ

ルギー使用量について詳細にデータ取得できる体制を整

え、製造工程のより詳細なエネルギー分析を進めています。

エネルギー使用の「見える化」を徹底的に行い、効果の高

い対策を拡大して展開しています。

2008年、いよいよ京都議定書第一約束期間が始まりまし

た。グローバルに事業を展開する富士フイルムグループで

は、積極的に気候変動問題に対応しています。事業内容が

大きく変化する中、国内外の温暖化に対する法規制や業界

の規制を中長期的に踏まえ、温暖化防止活動を推進してい

ます。特に、排出量の多い国内を中心に設備投資やエネル

ギーの転換を早期に図り、CO2削減につなげてきました。

今後も化学系国内主要6工場＊1に対しては、「2012年度

に対1990年度実績でエネルギー原単位を30％、CO2原単

位を40％改善する」とし、明確な目標を設定して、CO2削

減に取り組みます。一方、フラットパネルディスプレイ材

料などの新規事業の生産量増加、海外への事業展開や

M&Aによる事業拡大で、CO2排出量は増加の傾向にあり

ますが、これまでの経験を生かし、温暖化防止に関わるさ

まざまな施策を実施していきます。

本特集では、気候変動問題への対応に関して、わたしたち

の企業活動のあらゆる側面にわたって実施したさまざまな

施策とその実績を紹介します。

国内の主要6工場＊1のCO2排出量は、富士フイルムグル

ープ全体（連結）の57％、国内富士フイルムグループの

78％に相当します。これら6工場は、天然ガスの導入、コジ

ェネレーション・省エネ設備導入、工程改善などに努めた

結果、2007年度までの2年間で、約46億円の金額効果を

得ています。現在のところ2010年度には、エネルギー原

単位15％強、CO2原単位25％強（対1990年度実績）を

大きく超えて達成できる見通しです。

この見通しに加え、今後の事業規模拡大に伴う増産計画、

並びに地球温暖化対策の観点から、高いレベルの目標設定

が必要であると判断し、2007年度より「2012年度に対

1990年度実績でエネルギー原単位を30％、CO2原単位

を40％改善」と大幅に目標を引き上げました。

ありとあらゆる施策で、
気候変動問題に対応する

現状と今後の見込み
新規事業であるフラットパネルディスプレイ材料事業

（P.16グラフ中の■部分）の拡大により、2007年度は、

生産量1.8倍、エネルギー使用量1.6倍、CO2排出量1.5

倍となりました（1990年度比）が、省エネ設備導入や省

エネ努力によりエネルギー使用量を抑え、天然ガス化によ

りCO2排出量を、計画的に抑制していきます。なお、主

要6工場＊1のCO2排出量は、2006年度をピークに減少

に転じています。そのうち富士フイルム4工場については、

2008年度には、1990年度のCO2排出量を下回る見込み

です。海外サイトについては、バイオマスエネルギーの活

用などをはじめとし、化石燃料の使用削減に取り組み、国

内･海外合わせてCO2削減を進め、地球規模での温暖化ガ

ス削減に寄与していきます。

生産サイトでの取り組み
エネルギー使用量の推移（国内主要6工場）

CO2排出量の推移（国内主要6工場）

1990 2000 2006 2007 2012 年度

1990 2000 2006 2007 2012 年度

富士フイルム神奈川工場（足柄サイト）、富士フイルム神奈川工場（小田原サイト）、富士フイルム富士宮工場、
富士フイルム吉田南工場
富士フイルムオプトマテリアルズ、富士フイルム九州（新規事業の主要工場）
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生産サイトでの取り組み事例
アメリカ工場
FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.

温暖化ガス削減の取り組み

事例（Ａ）埋め立て地のメタンガス有効利用プロジェクト

T O P I C アメリカ合衆国サウスカロライナ州グリーンウッ
ドにあるFUJIFILM Manufacturing U.S.A.,
Inc.では、温暖化ガスの削減に向けてさまざまな
取り組みを行っています。下記、事例（A）のプロジェ
クト稼働などにより、計約15,000トン／年の
CO2の削減を見込んでいます。これは、同工場の
CO2排出量の約13％に相当し、CO2価格としては、
約330,000ユーロ／年に相当＊します。

天然ガスの約30％をメタンガスに
置き替え（2008年11月末完成見
込み）。このプロジェクト導入によ
るメリットは、以下の3点です。

1. 埋め立て地中のガスの悪臭低減

２.メタンガス（CO2の21倍の温
暖化係数）による地域のスモ
ッグ発生や気候変動に与える
影響の低減

３.天然ガスの使用量削減（発生
メタンガスの活用）

メタンガス有効利用プロジェクト 実施前

埋め立て地から出るメタンガス
（有効利用しない場合は大気中に放出される）

アメリカ工場

メタンガス有効利用プロジェクト 実施後

メタンガスの捕集 前処理

埋め立て地中の
メタンガス 3.2マイル長

メタンガスパイプライン

アメリカ工場

天然ガスパイプライン天然ガスパイプライン

事例（A）埋め立て地のメタンガス有効利用プロジェクト

約280,000ドル 約340,000ドル

約220,000ユーロ／年 約110,000ユーロ／年

約620,000ドル

約330,000ユーロ／年

＊2008年3月20日のEU-ETS価格：21.9ユーロ／CO2（トン）で算出

事例（B）ボイラー改良
制御系変更などによるボイラーの
エネルギー効率向上プロジェクト

（A）+（B）合計

投資金額

CO2削減量 約10,000トン／年
（本プロジェクトを実施しない場合に大気中に放出される
GHGの総量：CO2換算で約90,000トン／年）

約5,000トン／年 約15,000トン／年

CO2削減のコスト効果＊

＊2008年3月20日のEU－ETS価格：21.9ユーロ／CO2（トン）で算出

地球温暖化対策推進委員会

T O P I C 富士宮工場では、より高効率なエネルギー利用と
なる天然ガス・コジェネレーション設備＊（自家
発電プラント・発電能力17,250kWh）を導入し、
2007年6月より稼働させています。この設備によ
る発電量は、工場で使用する総エネルギーの約1／3

を占めています。これまでも天然ガス設備を1基稼
働させていましたが、今回の導入により、同工場
の天然ガス比率は50％となり、CO2排出量は、
2006年度比で13％の削減につながりました。ま
た、発電の効率化により、燃料費削減にもつなが
っています。

生産サイトでの取り組み事例
富士フイルム 富士宮工場
天然ガス・
コジェネレーション設備の導入

＊2008年3月20日のEU-ETS価格：21.9ユーロ／CO2（トン）で算出

設備投資金額

年間CO2削減量

CO2価格（仮定＊）

年間燃料費削減効果

25億円

47,000トン

1億6000万円

約9億円 ＊天然ガスを燃料として、工場内で使用する蒸気と電気をバランス良く発生
させ、省エネルギーを図る高効率な熱電供給システム。

天然ガス・コジェネレーション設備

デュアルバーナーシステム
（メタンガス＋天然ガス）

関連ページ P.87（環境側面に関する情報）
＊1 主要6工場：富士フイルム神奈川工場（足柄サイト）、富士フイルム神奈川工場（小田原サイト）、富士

フイルム富士宮工場、富士フイルム吉田南工場、富士フイルムオプトマテリアルズ、富士フイルム九州
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特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上 気候変動問題への対応

2006年4月に開所した富士フイルム先進研究所（神奈川

県開成町）では、2007年度までに総投資額16億円を超

える以下の12項目の省エネ設備投資を行いました。これ

により、大幅なCO2削減を果たしました。

富士フイルムグループ全体で、チーム･マイナス6％に参

加し、各種啓発活動（クールビズ、ブラックイルミネーシ

ョンなど）を展開しています。昼休みの消灯、席を離れる

際のパソコン電源オフ運動を行っています。設備面の対応

としては、東京ミッドタウン本社では、昼休みの照明の自

動消灯や人感センサーの導入などで無駄な電気を使わない

ようにしています。また、西麻布本社においては、冷却水

ポンプ制御インバーター化・熱交換器制御インバーター

化・冷却ファン台数制御・節水型トイレ・省エネ型エレベ

ーター・BEMS導入などにより、年間128トン（44万円

相当＊）のCO2を削減しました｡

富士フイルムホールディングスでは、グループ全体で横断

的に物流に関わる下記の4つの施策を実施して、CO2の削

減による環境負荷低減に加え、費用の削減によるコストメ

リットなど大きな成果を上げました。

富士フイルムと関係会社では、2007年度は848トンの

CO2を削減しました（対前年度比2.7%削減）。一方、富

士ゼロックスでは、複写機と消耗品を全国くまなく顧客に

配送するため輸送量が大きな課題でしたが、2007年度は

積極的にCO2削減を進め、2007年度で2,799トンの

CO2削減につながりました（対前年度比8.6%削減）。今

後も、拠点倉庫の統合や各拠点からの配送の共同化、航空

輸送での配送の共同化をさらに進めるとともに、航空輸送

から海上輸送への転換や、海上輸送の積載効率を向上させ

るなどのさまざまな施策を国内だけでなくグローバルに推

進していきます。物流における富士フイルムグループの

2007年度の施策は、次のとおりです。

炭素基金への出資
富士フイルムは、世界銀行が運用する「コミュニティ開発

炭素基金（CDCF）」に2005年より参加しており、総計

900万ドルを出資する計画です。同基金は、京都議定書

で定められた京都メカニズムを利用して、主にアジア、ア

フリカ、南米などの開発途上国で中・小規模のCO2削減

プロジェクトを数多く実施しますが、その際、インフラ整

備や雇用確保などを通してそれぞれの地域便益に資するよ

う配慮し、環境と社会の両面に貢献していくという運用理

念を持っています。富士フイルムはこうしたCDCFの理

念に共鳴して出資しました。この基金には9の政府系機関

（主に欧州）と16の民間企業（うち日本企業5）が出資し

ており、運用方針はこれらメンバーの協議によって決めら

れます。この基金を通して富士フイルムは2012年までに

約50万トン分の排出権を取得することが想定され（それ

以降も取得予定）、国内での自主的なCO2削減目標を達成

するために、自助努力を補完するものとしてこれらを権利

行使する可能性があります。

富士ゼロックスは、2004年から「日本温暖化ガス削減基

金」（JGRF）に参加しており、総計50万ドルを出資する

計画です。同基金は日本で初めての本格的な炭素基金であ

り、国内33の組織（民間企業31、政府系金融機関2）が

出資しています。既にアルゼンチンの風力発電プロジェク

トからの排出権取得が始まっています。

デジタルカラー複合機及びプリンターの環境負荷低減
（省エネルギー設計）
富士ゼロックスでは、「商品1台当たりの平均電力消費量

を1997年を基準として、2005年に半減させる」という

目標を掲げて活動してきました。この活動は現在も続けて

おり、その成果を確認する上で、経済産業省主催（当初は

（財）省エネルギーセンター主催）の「省エネ大賞」に

1999年より挑戦しています。1999年度には「資源エネ

ルギー庁長官賞」を受賞し、2007年度まで9年連続で受

賞し続けています。これは業界初です。

さらに2007年度には、デジタルカラー複合機ApeosPort-Ⅲ

C3300／C2200、DocuCentre-Ⅲ C3300／C2200及びカ

ラープリンターDocuPrint C2250が、「第4回エコプロダク

ツ大賞」の「経済産業大臣賞」を受賞しました。このシリーズ

の省エネ性能を、ApeosPort-Ⅲ C3300と従来機

ApeosPort-Ⅱ C3300で比較した場合、70％以上＊1

という大幅な削減をしています。この大幅な省エネルギー

化は、ネットワークに接続していてもスリープ時の電力を

2W以下に抑える「スリープ電力低減コントローラー」の

開発などにより実現しました。また、環境に配慮し、樹脂

部品の一部に植物由来成分を 30％以上含むバイオマスプ

ラスチックを使用しています。これは、従来のプラスチック

（ABS樹脂）を使用する場合に

比べ、CO2排出量を約16％

削減することが可能です。

研究所での取り組み

＊2008年3月20日のEU-ETS価格：21.9ユーロ／CO2（トン）で算出

CO2削減量 CO2削減のコスト効果＊

2006年度 3,600トン 1,235万円

4,000トン 1,370万円2007年度

1 水蓄熱採用による夜間電力の有効利用

高効率ターボ冷凍機の採用と最適制御運転

NAS電池採用による夜間電力利用

太陽光発電の採用（70kWh）

都市ガス全面導入

屋上緑化による断熱アップ

反射ガラス・断熱フィルムの採用

照明制御（人感センサー、Hf蛍光灯の採用）

超高効率トランスの採用

高温度冷水搬送の採用

中央監視によるエネルギー管理

実験用冷却水循環システム導入による大幅節水

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12項目の省エネ設備投資（先進研究所）

実施内容 効果内容 CO2削減量

・倉庫面積の削減

・配送の集約化

輸出機能倉庫の統合 2,368.17トン

・運転時、待機時の発生制御エコドライブの実施 561.36トン

・トラック積載率の向上積載率の向上 117.73トン

・トラック台数の削減輸送手段変更
（モーダルシフトなど）
と配送効率の向上

693.42トン

物流における各種施策

自主削減プロジェクト 改正省エネ法対応

消費電力量／年 電気料金／年＊

ApeosPort-Ⅱ C3300 525kWh 10,500円

135kWh 2,700円ApeosPort-Ⅲ C3300

＊20円／kWhとして算出

前機種との消費電力量の比較

135kWh

0

100

200

300

400

500

600（kWh）

ApeosPort-Ⅱ C3300 ApeosPort-Ⅲ C3300

74％削減

525kWh

（TEC値を基にした年間：52週の消費量）

＊2008年3月20日のEU－ETS価格：21.9ユーロ／CO2（トン）で算出

＊1国際エネルギースタープログラムで定め
られた1週間の標準消費電力量（TEC
値）による比較。
ApeosPort-ⅢC3300：2.6kW／週
ApeosPort-ⅡC3300：10.1kW／週

オフィスでの取り組み

経済的手法の導入 製品での取り組み

物流での取り組み

太陽光発電と屋上緑化（先進研究所）

（CO2削減効果は、従来方式との比較で試算）

ホンジュラスの水力発電（上）
バングラディシュの太陽光発電（下）

エコプロダクツ大賞を受賞した
ApeosPort-Ⅲ C3300

関連ページ
P.57（ステークホルダー・ダイアログ）
P.59（バイオマスプラスチックを開発）
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グローバルに社会的責任を果たす

中国でのCSR活動
富士フイルムグループの中国の現地法人（31社）では、

環境保全活動、社会貢献活動などを推進しながら、事業を展開しています。

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上

富士フイルムグループは、中国を重要な市場の一つと位置

づけています。1980年代には、富士フイルムが北京に、

富士ゼロックスが上海にそれぞれ事務所を開設し、中国で

の事業展開を推進してきました。これまでに、富士フイル

ムグループが中国における事業展開などに投資した費用は

9億USドルを超えています。現在、中国での売上総額＊

は約4,500億円に達し、31社ある関係会社では2万人以

上の雇用を創出しています。

富士フイルムグループが、中国での事業展開を進める上で、

日本と同様に、社会的責任を果たすことは企業として当然

のことです。環境保全活動（現地製造工場における省エ

ネ・省資源、製品の化学物質に関する法規制対応、リサイ

クルシステムの構築など）、社会貢献活動（ピンクリボン

活動の展開、植林ボランティアなど）、さらに従業員の人

材育成・教育支援・職場環境の整備・労働安全衛生への配

慮などに積極的に取り組んでいます。

また、富士フイルムホールディングスでは、2006年度か

ら中国語版のサステナビリティレポートを発行し、中国に

おいても富士フイルムグループのCSR活動に関する情報

を開示しています。

中国で事業を展開する富士フイルムグループ

富士フイルムグループが幅広い分野で事業を展開し、環境

活動やCSR活動にも力を入れていることを、中国の皆様

にご理解いただくため、2007年11月28日から12月2日

の5日間、中国の主要メディア6社（人民網、南方日報、

中国経営報、光明日報、新華社、第一財経日報）の方々9

名を招聘しました。今回の招聘は、富士膠片（中国）投資

有限公司と富士フイルムホールディングスの共同企画で実

現したものです。

富士フイルムホールディングスの経営層との懇談会をはじ

め、富士フイルム及びその関係会社の経営層が、富士フイ

ルムグループの事業内容や、日本や中国におけるCSR活

動の事例などを説明し、中国主要メディアの方々から活発

にご質問をいただきました。

中国主要メディア6社による本社・工場見学

富士フイルムグループは、中国においても、乳がん検診の大

切さを啓発するピンクリボン運動や、マンモグラフィ検診の

精度向上を目指す技術支援に積極的に取り組んでいます。

毎年10月の「乳がん予知と治療の月」に、中国6大都市（上

海、北京、瀋陽、杭州、済南、天津）で、ピンクリボン運動

を展開しています。活動の一環として、富士フイルム香港

では、香港ポリテクニック大学の放射線学部主催の乳がん

セミナー（2007年11月開催、約150名の参加）を後援し、

乳がん検診の重要性を訴えました。

2007年度は、富士フイルム、富士フイルムメディカル及び

富士医療器材（上海）有限公司の3社合同で、中国の乳がん

検診の普及と精度向上に向けた「乳がん検診プロジェクト」

を立ち上げました。まず、中国乳がん検診関連4学会代表

と富士フイルムグループが協力・連携を宣言（2007年4

月・山東省済南市）し、プロジェクトが本格始動しました。

その後、中国乳がん検診関連4学会と日本のNPO法人「マ

ンモグラフィ検診精度管理中央委員会」による中国の医師

や撮影技師を対象とした「日中交流マンモグラフィ講習会

（2007年5月／7月・日本）」や、「第1回マンモグラフィ撮影

教育研修（2007年12月・中国）の開催にも協力し、マンモ

グラフィ機器の貸し出しや検診に関する講演・研修を含め

た技術支援も行いました。また、中国のマンモグラフィ検

診の医療拠点である5施設に、富士フイルムのFCRマンモ

グラフィシステムを貸し出すなど、これらの施設がモデル

病院となるような支援も進めています。

中国でのピンクリボン運動の展開・
マンモグラフィ検診の技術支援

社名 評価内容 評価ポイント

・法令を順守した誠実な経営　　・従業員の権利の尊重
・環境の保護　 ・社会貢献活動の持続的な支援
・知的所有権

2007年11月中国全土の外商投資企業の中の
「社会的責任を履行するに優れた50社」
（中国外商投資企業協会より）

富士膠片（中国）
投資有限公司

・環境に配慮した生産プロセスの実現
・基準以上の緑化の実績

「省エネ・省資源のやさしい企業」
（人民政府より）

富士星光有限公司

・樹脂や電子部品含有金属のリサイクルの実施　・環境保護体制の整備
・3R（リデュース・リユース・リサイクル）の実施　・環境に配慮した生産プロセスの実現
・工場敷地内・蘇州工業開発地帯の緑化の造成

「工業企業環境行為情報公開度評価」
（蘇州環境局より）

蘇州富士膠片
映像機器有限公司

・環境マネジメントシステム（ISO14001EMS）の取得
・汚染物の排出抑制 　　
・廃棄物の再資源化率は国内同業界をリードするレベル
・生産部門の労働環境が衛生的
・製品及び生産工程における使用禁止物質の不使用
・敷地の緑化率は35％以上など環境・管理・製品の3分野 22項目

「国家環境友好企業」
（中国国家環境保護総局より）

富士施楽高科技
（深セン）有限公司

中国政府 ・ 団体からの表彰実績富士フイルムグループの中国拠点

主要営業拠点 グループ生産拠点

関係会社31社、関連会社4社

富士フイルムグループの中国拠点で、
組み立て・製造されている製品や部品などの紹介

プレゼンテーションや見学などか
ら、富士フイルムグループの事業
内容をよく理解することができました。
富士フイルムグループは企業理念に「人々のクォリティ オブ　
ライフのさらなる向上に寄与する」と掲げています。商品や
サービスの提供、地域社会への参画やコミュニケーションな
どを通じて、富士フイルムグループは企業理念を具体的な活
動にしていました。富士フイルムグループから学んだCSR活
動を、報道を通じて伝えることによって、中国企業が自らの
CSR活動をよりよく推進することに役立てることができると
思いました。

中国メディアの方のコメント
人民網 副総裁　

羅 華さん

来日した中国メディアの方 と々懇談する社長・古森（左）
富士フイルム先進研究所でのプレゼンテーションの様子（右）

デジカメ用レンズ・
ユニット

FUJINON監視カメラ用
デイナイトズームレンズ

携帯電話用レンズ・
ユニット

＊地域別連結売上高（2007年度）

・富士フイルムホールディングス本社

・ショールーム「FUJIFILM SQUARE」（東京ミッドタウン）

・富士フイルム先進研究所（神奈川県開成町）

・富士フイルム九州（熊本県菊陽町）：
フラットパネルディスプレイ材料フィルムの製造拠点

見学・訪問先

デジタルカメラ

複写機・プリンター

PS版

レンズ・光学系

関連ページ P.10（ピンクリボン運動）

V O I C E

FinePix F100fdFinePix S100FS
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特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上 中国でのCSR活動

2006年3月、富士フイルムは「CSRチェックシート」によりグループ各社（国内外37社）のCSR活動状況＊の分析を行

い、地域性や業務形態に応じて取り組むべきCSR課題を整理しました。2006年10月には持株会社制へ移行しましたが、

既に2年を経過し、構造改革の推進などにより富士フイルムグループの事業構造は大きく変化しています。特に、中国のグ

ループ各社では、中国の経済発展に伴い、組織や人員の規模が急激に拡大しました。このため、2008年5月に富士フイル

ムホールディングスとして中国で事業展開する主要なグループ会社に対して、CSR推進状況の調査を行いました。本レポ

ートでは、各社の概要と経営者のメッセージに加え、CSRの取り組み状況をご報告します。

「CSRセルフチェック」シートを配布し、その回答結果か

らCSR活動の概要を事前に把握しました。「CSRセルフ

チェック」の内容は、「サプライヤーセルフアセスメント

（EICC＊1）」や「サプライチェーンCSR推進ガイドブッ

ク（JEITA＊2）」などを参考にし、『環境管理』、『労働安

全衛生』、『雇用・人権』、『調達』、『人材の育成』、『社会貢

献活動』の6分野から構成されています。

環境管理、労働安全衛生管理については、各社とも
日本の工場と同程度の管理レベルで実施しており、
緊急を要する是正事項はありません。2008年1月
に中国で施行された「労働契約法」に対して、各社
は、労働時間の管理などを徹底すべく、就業規則の
改訂作業や管理者教育を進めています。社会貢献活
動や調達先管理については、各社の取り組みレベル
が異なっている一方で、共通の課題は、「人材の育
成」と「離職率の低減」です。教育研修の充実やボ
ランティア活動を活用して従業員の帰属意識を向上
させ、離職率の低減に効果を出している例もあり、
富士フイルムホールディングスとしても優れた事例
の展開を促していきます。また、中国で事業展開す
る各社が、グループ内や社外とのコミュニケーショ
ンを活発にしてCSR活動を推進してもらえるよう、

現場の状況を直接把握し
ながら、支援していきた
いと思います。

「CSRセルフチェック」の回答結果を踏まえ、トップイン

タビュー、現場担当者へのヒアリング、資料の閲覧やサイ

ト内（環境関連施設、燃料／化学物質管理保管施設、場内

作業場及び厚生施設設備）を見学しました。

2008年度下期に、Step1とStep2を踏まえて、CSR推

進施策を検討していきます。

＊ガバナンス・コンプライアンス、人事・雇用・次世代の育成、労働安全衛生・防災、リスク管理、資材調達、顧客対応、環境保全活動、社会貢献活動の8分野

｢CSRセルフチェック｣の実施
2008年3月

2008年5月 2008年度下期～

Step 1
事前情報把握

Step 2
現地調査の実施

Step 3
CSR推進策の検討

現地調査を終えて

富士フイルムホールディングス
コーポレートサポート部　CSRグループ
担当課長

菱田 豊彦
担当課長

五所 亜紀子

富士膠片（中国）投資有限公司
総経理
（富士フイルム 執行役員）

横田 孝二

蘇州富士膠片映像機器有限公司　
総経理

田中 弘志

R E P O R T

R E P O R T

富士膠片（中国）投資有限公司
FUJIFILM（China）Investment Co., Ltd.

蘇州富士膠片映像機器有限公司
FUJIFILM Imaging Systems（Suzhou）Co., Ltd.

中国においてもCSRを重視する傾向が顕著になってきていま
す。環境問題に対する国民の関心は高く、政府の取り組み及び
法規制も広範囲になってきています。社会貢献については、も
ともと中国国民の意識は高く、個人での貢献はもちろんのこと、
企業としての社会貢献を厳しい目でチェックしていると言って
も過言ではありません。当社は健全かつ透明性の高い企業活動
を展開することを基本としています。企業活動を通しての社会
貢献にとどまらず、恵まれない人たちへの教育支援、緑化運動
への積極参加などを継続して行っています。また、社員個々人
の社会貢献も奨励しています。こ
のように当社はCSRを基本とす
る企業活動を中国において展開
し、発展させていきます。

日本流（富士フイルム流）のやり方と多様な中国流のやり方と
紆余曲折しながら格闘しています。お互いの価値を認めながら
も社会に貢献するという基本的な考えを大事にしたいと考えて
います。中国政府は世界のスタンダートをどんどん取り入れよ
うとし、各所で変化が起きています。例えば、労働法が大幅に
改訂され当社も契約・規則を全面的に改修しました。その際、
よりどころのひとつとして、社会貢献というCSRの基本を順
守する姿勢が大事と実感しています。

同社はステークホルダーへの情報開示やコミュニケーシ
ョンを重視し、積極的に行うとともに、傘下7社への
CSR啓発や社会貢献イベント（モンゴル緑化、ピンク
リボン活動、他）を展開し、中国での富士フイルムグル
ープのCSR活動を推進している。今年は「労働契約法」
や「独占禁止法」などの順守を確実にするための教育も
行っていく予定である。

創立 2001年4月
資本金 2.134億USドル
住所 上海本社：浦東新区浦建路76号

他拠点：北京、広州、成都
傘下企業 7社
概要 富士フイルムの中国におけるビ

ジネスの統括、投資及び販売な
ど。上海市政府に認定された多
国籍会社中国地域本部

創立 1995年10月
資本金 8,950万ドル
住所 蘇州市新区長江路
概要 光学機器・デジタル機器などの製造

及び販売

現地調査担当者のコメント

Step1  事前情報把握

Step2  現地調査の実施

Step3  CSR推進策の検討

一昨年着任した総
経理・田中の｢技術
のある会社にした
い｣との強い思い
が、同社の組み立
て工程を大幅に変
化させた。総経理
をはじめ、工程に
関わる作業者たちが議論を重ねながら、工程の分析をし
て、工数の大幅削減と作業効率の向上を実現させている。
また、各工数を「見える化」して、現場の誰でも工数実
績が分かるようにした。この結果、個々の作業改善が全
体にどのような効果を及ぼすかが把握でき、作業者の意
識が変化した。CSR経営の重点課題としてとらえてい
るコンプライアンス、リスクマネジメント徹底のための
PDCA管理を強化させながら、このサイトを担う中国
人技術者・管理者の育成に力を入れている。

現地調査担当者のコメント

中国サイトのCSR活動報告

CSRを推進する副総経理 徐瑞馥

「CSRセルフチェック」シート

2008年5月に実施した現地調査の様子

＊1 URL 「EICC」
http://www.eicc.info/downloads/EICC_GeSI_Self-Assessment_
Questionnaire_Japanese.pdf
＊2 URL 「JEITA」
http://home.jeita.or.jp/ecb/csr/sc-csr_checksheet200608j.pdf



富士膠片印版（蘇州）有限公司
総経理

大井 央雄

R E P O R T

富士膠片印版（蘇州）有限公司
FUJIFILM Printing Plate（Suzhou）Co., Ltd.

当社は2007年3月に中国蘇州で印刷材料の生産を開始した新
工場です。行動指針を「元気」「正確」「改善」「成長」とし、
「従業員と会社が共に成長していく」ことを目指しています。
また、薬品・溶剤・重量物を扱うため、従業員の生命・体の安
全・衛生の確保に万全を期すとともに、地域の環境維持・向上
のため環境対策に万全を期しています。こうしたCSR活動を
基盤として、ここ蘇州に「ユーザーオリエンテッドでベストパ
フォーマンスの工場」を実現すべく、日々注力しています。

オフセットPS版の
生産ラインには塩
酸が使われるため、
腐食対策や排水・
排気処理が稼働率
や環境に大きな影
響を及ぼす。この
ため環境安全部と
設備部は共同して関連設備の点検、整備、補修、改善に
努めている。稼働停止に至る設備故障の発生防止に向け
て取り組み、環境事故ゼロを実現している。生産開始か
ら1年が経ち、従業員の定着率改善などの課題も出てく
るなかで、環境、品質、労働安全衛生管理の国際規格を
認証取得すべく取り組んでいる。サプライヤーについて
はコスト､品質､納期､サービスを中心としたサプライヤ
ー評価を実施し、今後CSR調達として幅を広げていく
予定だ。

創立 2005年1月（2007年3月生産開始）
資本金 3,900万USドル
住所 蘇州市蘇州工業園区龍潭路
概要 オフセット印刷用PS版・CTP版の製

造及び販売

現地調査担当者のコメント
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富士能（天津）光学有限公司
総経理

西巻 清志

R E P O R T

富士能（天津）光学有限公司
FUJINON TIANJIN OPTICAL CO., LTD.

わが社も設立時に比較すると、フジノン本社の主力工場として
の位置づけは、非常に高くなっており、競業他社に勝る“Q・
C・D”の確保を最重要課題として取り組んでいます。今後、
会社で働く人の労務環境をさらに改善すること、会社と社員が
“地元に貢献できる活動”に積極的に取り組んでいくなどの活
動を通して、わが社を地元に認識していただく努力をしていき
たいと考えています。

創立 1994年11月
資本金 1,725万USドル
住所 洞庭路工場：天津市河西区洞庭路24

西青工場：天津市経済開発区宏源路2
概要 カメラ付き携帯電話用やデジタルカ

メラ用、液晶プロジェクター用レン
ズユニットの加工･組み立て

現地調査担当者のコメント

富士施楽高科技（深セン）有限公司
董事長及び総経理

稲垣 政昭

R E P O R T

富士施楽高科技（深セン）有限公司
Fuji  Xerox of Shenzhen Ltd.

当社は、世界のお客様に信頼される“生産会社のチャンピオン
企業”づくりを目指し、2008年を起点とした第三次構造改革
活動に着手し、三カ年計画を策定しました。富士ゼロックスの
DNAを受け継ぎ“やさしい、おもしろい、強い”の3つの要
素がバランス良く拡大していく良い会社づくりの観点では、重
点施策としてCSR経営強化活動を展開しています。従来の
CSR活動拡大展開に併せ、国家環境保護総局及び深セン環境
保護局と連携した環境改善、環境意識向上活動の継続展開、地
域NPOと提携した労働衛生面の活動強化、昨年から展開を始
めたCSR調達活動の輪を広げる活動を進めます。

富士ゼロックスの生産基地
として生産高が2000年度比
10倍以上、従業員が4倍以
上と急激な発展をしている。
若年労働者（16～20歳）の
育成が大きな課題となり、
技能研修の他に、社員支援システム（社会人教育、心理ホ
ットライン、産業医の常駐など）の導入、ボランティア活
動の企画推進、福利厚生の拡充など多岐にわたる施策を
実施し、従業員の活性化を図っている。また、コミュニ
ケーションを重視してトップメッセージや各部門の仕事
内容・目標、作業手順や事例などの｢見える化｣を徹底的
に行い、従業員の意識向上につなげている。調達につい
ては、｢サプライヤーエンゲージメント｣と命名したCSR
調達活動に取り組み始め、取引先への説明会やセルフア
セスに基づく改善要求の伝達、診断員による訪問診断実
施段階まで、その先行的ステップを進めている。

創立 1995年6月（1996年5月生産開始）
資本金 3,800万USドル
住所 深セン市宝安区 大和村長青工業区
概要 プリンター、複写機、複合機、CRU、

関連部品の開発、生産、販売

現地調査担当者のコメント

富士施楽愛科製造（蘇州）有限公司
総経理

大竹 雄二

R E P O R T

富士施楽愛科製造（蘇州）有限公司
Fuji Xerox Eco-Manufacturing（Suzhou）Co., Ltd.

わたしたちは、持続可能な社会の実現、中国の環境保全・環境リ
スクの防止に貢献すべく、中国での廃棄ゼロシステムの構築を
目指しています。中国社会の一員として、企業が果たすべき社
会的責任のモデルケースとなるよう、「コミュニケーション」「チ
ームワーク」「スピード」をキーワードに全社員一丸となって、資
源循環リサイクル活動を実践推進し、中国における新しいリサ
イクル事業の発信基地としての役割を果たしていきます。

創立 2006年12月（2008年2月稼働開始）
資本金 609百万円
住所 蘇州市蘇州工業園区望江路
概要 中国全土から自主回収した使用済み

複写機、印字用消耗品の再資源化及
び再利用

2008年1月、富士ゼロックス
の資源循環システムが日本、タ
イに続き、この工場の稼働によ
って中国で開始された。これに
より富士ゼロックスのすべての
担当地域で使用済み商品の再資
源化、再利用化が統一基準で行
われる体制が整った。この事業
の成功は使用済み商品の確実な
回収に掛かっているため、お客様からの使用済み商品回
収率の向上に努めつつ、中国での販売を担う富士ゼロッ
クスチャイナや物流事業者への啓発や連携に力を入れて
いる。
一方、サイトでは国際規格（ISO14001／ISO9000s）
の2008年度内での認証取得を目指し、システムを構築
している。また、日本から専門家を招聘して化学物質管
理のアセスを行い、作業環境の整備にも取り組んでいる。

現地調査担当者のコメント

1995年の創業開始時は28
名だった従業員も今では
7,000名を超え、2つの工
場でフル稼働するまでに成
長した。納入先からの厳し
いコストや納期要求を満た
していくためには、保有す
る人材の育成が最大課題と
総経理は語った。現地スタ
ッフに対して個別業務管理
の徹底を図る一方で、技術
発表会などを通して技能の
向上に努めてきた。その結果、駐在する日本人は3名と、
権限委譲が進み、また、離職率が天津市の平均以下など
の成果につながっている。2008年度は福利厚生面をさ
らに向上すべく、社員旅行やレクリエーション大会の実
施や宿舎･食堂の改善などを図っている。

技術発表会の様子

特 集│クォリティ オ ブ ライフ の 向 上 中国でのCSR活動

関連ページ P.57（ステークホルダー・ダイアログ）




