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富士フイルムグループは、グループが有する多彩な技術力を活用し、

様々な新規事業の創出に取り組んできました。

先進・独自の技術から生まれた新たな商品・サービスは、多様なフィールドで変革を起こし、

世界の人々の生活や社会全体の向上に貢献しています。

社会の抱える課題を一つひとつ解決し、新たな価値を生み出し続けること。

それは、富士フイルムグループが技術の力で切り拓く、

豊かな地球、豊かな未来への第一歩なのです。

◆◆◆ 特集

技術の力で、グローバル課題に挑む
～豊かな地球、豊かな未来のために～
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special feature

社会課題解決に貢献する富士フイルムグループの技術
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、メカ・エレキなどの汎用性の高
い基盤技術や、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。こうした技術
を基盤に、社会の課題解決に向けた様々な新事業を展開しています。

世界各国の課題に応え、
医療の発展に貢献 …………………… P10
【ヘルスケア・メディカルシステム】

解決課題 ・新興国の医療環境改善
 ・未開拓分野で治療の可能性を広げる
 ・救急医療のサポート環境を構築

Part 1

多角的なアプローチで、
アンメット・メディカル・ニーズに挑む … P14
【ヘルスケア・医薬品】

解決課題 ・副作用が少なく効果の高い新薬創出
 ・子供の感染症を食いとめる新薬提供

Part 2

環境イノベーションで、
CO2排出量30%削減へ挑戦 ……… P16
【ドキュメント】

解決課題 ・オフィス全体の環境負荷低減
 ・環境負荷の少ない素材の開発
 ・廃棄ゼロの資源循環システムを海外へ

Part 3

太陽エネルギーの効率的な利用を、
フィルム技術でサポート …………… P20
【高機能材料】

解決課題 ・太陽熱発電普及の可能性を広げる
 ・太陽電池の用途拡大に向けた新開発
 ・太陽光をカットして手軽に節電・省エネ

Part 4

基盤技術
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画像

多層塗布
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　富士フイルムは、創業間もない頃から医療用X線フィ

ルムを販売してきました。1983年には、X線画像をデジタ

ル化する世界初のデジタル画像診断システム「FCR（Fuji 

Computed Radiography）」を発売。画像をデジタル化す

ることで、安定した画像を提供することが可能となりまし

た。また、電子保存や、ネットワークを利用した画像伝送な

ども可能となり、医療環境の向上に貢献してきました。

　現在、富士フイルムは、グローバル市場でのビジネス拡

大を目指し、新興国でのデジタル化にも力を入れ、各国の

ニーズをくみ上げた製品の開発・普及に取り組んでいま

す。小型デジタルX線画像診断システム「FCR PRIMA」は、

インド市場でのマーケティング活動を通じて明らかになっ

た市場の声に応えるべく、開発されたものです。

　近年、日欧米の大規模な病院ではCRの導入が一巡し、

DRへの買い替え需要が始まりかけています。一方、中小病

院や新興国はデジタル化の途上にあり、デジタル化機器

の価格低下とともに、従来（アナログフィルム）よりも安定

した品質に対する期待から、デジタル化の機運が一気に

高まっています。そこで富士フイルムでは、現場で求めら

X線画像診断などの医療のデジタル化は先進国を中心に進ん
でおり、日本や欧米においては大病院を中心にCR※1からDR※2

への更新需要が始まっています。一方、インド、中国、中南米、中
東、東欧などの新興国は、まだまだデジタル化の途上にありま
す。資金力のある一部の病院では一足飛びにDR化が進んでい

社会的課題・背景

ますが、クリニックなどの中小病院はDRより廉価なCRでのデジ
タル化が中心です。新興国のデジタル化推進の鍵は、高品質を
維持しながら、より安価な製品が開発されることです。

インドではX線撮影機器がドア近くの土
やほこりが入ってくるような無防備な環
境にあったり、人手でフィルムを現像する
ような施設も多い

　　画像読取装置　　　　　ワークステーション　　　　　レーザープリンター

■「FCR PRIMA」システム構成

国や地域によって多様な社会課題が

あり、求められる貢献のあり方も異な

ります。それは医療の分野においても

同様です。例えば、先端医療を新興国

へと拡大することで、より多くの人々の

健康に貢献することができます。また、

時代や生活の変化に伴って、新たな疾

病が拡大するケースも存在します。富

士フイルムは、医療に従事する世界各

国の方々の声を聞き、その期待に、画

像分野をはじめとする様々な技術や

製品の開発で応えています。

◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 1

世界各国の課題に応え、医療の発展に貢献

❶❷❸ FCR PRIMA：インドの地方都市、中小施設での
普及を目指して開発

❹  i-Stroke：患者さんの経過をタイムライン表示す
ることで、時間経過とすべての検査画像、医師の
コメント、検査・治療がひと目でわかる

●❶

●❸

Case1
小型デジタルX線画像診断システム「FCR PRIMA」
インドでのデジタルX線画像診断機器普及を目指して

※1 CR：イメージングプレート（IP）に蓄積されたX線画像情報をデジタル化するシステム。
※2 DR：X線平面検出器を使用しX線画像情報をデジタル化するシステム。

●❹

●❷
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インドの現地スタッフ、ディーラー
とともにインド市場に向けた新製
品発表会・販促戦略を実施

れているものを探るために世界100施設以上のクリニック

等を訪問し、インド市場でのデジタル化の潜在ニーズが高

いことを発見しました。インドにおけるX線画像診断は、画

像の撮影や診断を専門で行う、イメージングセンターで行

われるのが一般的で、これらイメージングセンターでは、

人手でフィルムを現像するような施設が多く、画像の品質

は良くありませんでした。一部の施設がCRの導入を開始し

た後、より高い品質を求める顧客（患者）がそれらの施設に

流れたため、他の施設もデジタル化を余儀なくされたので

す。このような状況から、高画質と低コストを両立した機器

があれば、急速に市場が広がる可能性がありました。

　富士フイルムは、最大の課題となる価格の問題を解決

するために、製品開発のスタート段階で、大幅なコスト削

減目標を設定し、商品企画、開発、生産、業務、物流、販売ま

で、幅広い陣容を集めたプロジェクトを立ち上げました。

そのプロジェクトでの議論の結果、生産を中国の関係会社

で行うことに決定。設計部門は、生産場所や物流も含めて

コストダウンの図式を描き、様々な施策を実施。生産現場

では、中国のメーカーとのコミュニケーションを緊密にし、

信頼関係を構築していきました。一方で、富士フイルムな

らではの高い画像診断はもちろん、精密な機器内部への

異物の混入を徹底的に防ぐ仕様など、過酷な環境でも機

能する品質にもこだわりました。また、メインターゲット市

場となるインドにおいて、他国に先駆けて新製品を発売す

るのは初めての試みです。インドを対象にした販促施策を

ゼロから立ち上げ、小規模なイメージングセンターのある

地方都市でも積極的に販売活動を行うことで、インド全域

への普及拡大に取り組んでいます。

　インドなど、エマージング向けに開発されたFCR PRIMA

は、日本をはじめとする先進国においても、クリニックなど

に受け入れられています。獣医やカイロプラクティックな

ど、使用回数が少なく、大きな投資ができなかった施設に

も導入され、世界の医療環境向上に貢献しています。

今までインドでは、日本などの先進国で販売されてから、新製
品の発売を開始していたので、他の国での拡販状況などを参
考にしながら展開できました。しかし今回の「FCR PRIMA」は
インドが初ということで、現地スタッフ、ディーラーともにモチ
ベーションは高かったのですが、実際はどのように動いて良い
のかわからず最初は戸惑っている状態でした。新製品発表会
の準備、販促ツールの準備等で、彼らの意見を尊重しつつ話し
合いをしながら、一つひとつつくり上げていきました。その結
果、製品への愛着が増していき、インド内の販売増にも大きく
寄与することができました。このFCR PRIMAの発売で、インド
内でのデジタル機器の導入が進み、診断レベルの向上に少な
からずお役に立てたと思っています。今後も、第2、第3のFCR 
PRIMAを発売し、インド全体の診断レベル向上に貢献してい
きたいと考えています。

「第2、第3のFCR PRIMAを発売し、
インド全体の診断レベル向上に貢献したい」

FUJIFILM India Private Limited
Marketing Advisor Medical  Division
（取材当時）

松延 将生

Case1 VOICE

「広大なインドの地方都市をカバーする診断機器の普及を」

Dr.B Lal Clinical Laboratory

Dr. B Lal Gupta
（インドで初めてFCR PRIMAを
導入した医師）

　私はラジャスターン州で5つの病院を経営し
ていますが、地方支店へのデジタル機器の導入
をためらっていました。デジタル機器について
は、すでに導入している病院での実績もあり、十
分その良さを理解していましたが、地方都市で
はその投資に見合うほどの効果があるのか疑問
でした。しかし、FCR PRIMAの発売で、地方都市
の中小規模の病院でもデジタル機器の導入が
可能になりました。
　デジタル機器によって診断レベルが向上する

ことは疑う余地はありませんが、インドは日本に
比べてはるかに広大であり、まだまだ診断を必
要とする人たちを完全にカバーできているとは
思えません。私もできる限りの協力をさせてい
ただくつもりですので、富士フイルムにはFCR 
PRIMAの発売のみに留まらず、地方都市での医
療診断レベルの向上を今後も続けていただき
たいと思います。そして、富士フイルムならばそ
れが可能だと信じています。
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◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 1

　富士フイルム（当時：フジノン）は、1984年に世界初のデ

ジタル内視鏡を開発して以来、口からではなく鼻から入れ

ることで、嘔吐感がなく患者さんの苦痛を軽減した内視鏡

や、手術用処置器具、画像ソフトウエアなど、様々な製品を

提供しています。2003年には、それまで挿入が非常に困難

なために「暗黒大陸」と言われた小腸の観察や処置を可能

にする「ダブルバルーン内視鏡」を発売しました。

　従来、日本において、内視鏡の約7割は胃や食道、約3割

は大腸を観察するために使用されていました。小腸は長さ

が6～7mもある臓器で、伸び縮みする柔らかいチューブが

詰め込まれているような構造です。通常の内視鏡を挿入し

ようとしても、腸管が内視鏡と一緒に伸びてしまったり、急

カーブを通過できなかったりして、非常に時間がかかり、

患者さんの苦痛も大変なものでした。そのため、小腸の治

療には開腹手術を行うことが常識とされ、小腸を検査・処

置するための内視鏡は、ビジネスとしても非常にニッチな

分野だったのです。富士フイルム（当時：フジノン）が、「小

腸を観察したい」という自治医科大学の山本博徳教授の声

に応えたのは、内視鏡メーカーとしての使命と、内視鏡分

野での新たな貢献の可能性を感じたためでした。

　山本教授が考案した2つの丸いバルーンを用いるダブ

ルバルーン内視鏡は、小腸の曲がった部分をバルーンで

固定することで、内視鏡がスムーズに進むことができます。

これにより、小腸内の出血や潰瘍を、開腹手術を行うこと

なく、高周波やクリップなどによって処置することが可能に

なり、患者さんの負担が大きく軽減されることになりまし

た。ダブルバルーン内視鏡が発表されたとき、医療界から

は「信じられない」という声も聞かれたほどで、小腸の画期

的な検査・処置として有用性が高く評価されています。

　小腸は、栄養吸収を担い、消化管の中でもっとも重要な

臓器とされています。日本発の技術、ダブルバルーン内視

鏡は海外からの注目も高く、現在、国内の約300施設をは

じめ、ヨーロッパ約500施設、米国約200施設、中国約80施

設など、世界の医療現場で

利用されています。

「内視鏡の死角」と言われた小腸。食道、胃、十二指腸までは、口
や鼻から内視鏡がスムーズに入るので、先端についたカメラ
や医療器具で検査や処置が行えますが、その先の小腸は複雑
に曲がりくねっているため、挿入が非常に困難でした。肛門か
ら内視鏡を入れる場合も、無理に挿入しようとすれば小腸を傷
つけかねません。小腸は、がんの発生は少ないものの、出血や
潰瘍などの処置にも開腹手術を行うしかなく、患者さんに大き
な負担を強いていました。10～20歳代の若者に多く発病し、近

社会的課題・背景

年、日本でも急速に増加傾向にある難病「クローン病」※も、小腸
の病気です。根本的な治療法がないため、一生病気と付き合う
なか、いかに開腹手術をしないで治療を行っていくかが重要と
なっています。
※ クローン病：小腸に病変が発生しやすく、下痢、血便、体重減少などの症状を発生さ
せる炎症性腸疾患の一つ。外来の抗体（食事の成分、異物、病原体など）に対する
免疫系の異常反応が原因とされている。環境因子、食生活が大きく影響し、動物性
タンパク質や脂肪を多く摂取することで発症しやすいと考えられている。世界的に
見ると、北米やヨーロッパでの発症率が高かったものの、食生活の欧米化に伴い、
近年日本でも増加。

Case2
ダブルバルーン内視鏡システム
困難だった小腸検査・処置の可能性を広げた内視鏡の開発

2つの丸いバルーンが小腸への挿入性を
向上させる

小腸に発症するクローン病は、子供に多く発病する病気で、発
病すれば将来ずっと病気と付き合っていかなければなりませ
ん。販売現場からは、「子供にも安全に使用できるもっと細い
ものをつくれないか」という声が上がっています。富士フイル
ムがつくらなければ、どこもつくらない。これはダブルバルーン
内視鏡を提供している企業の責任だと考え、現在、細経化する
べく、最新の技術を駆使し、検討を進めています。

実際に先生とお話をしていて感じるのですが、「これで何人か
の患者さんが救われるかもしれない」「後遺症の人が減るかも
しれない」、i-Strokeの開発はそう思える仕事です。技術や製品
は、普及することが大切です。普及しなければ、社会に貢献も
できません。富士フイルムのメディカル事業は、これまで放射
線の分野が中心でしたが、これからは新しい分野にも貢献の
場を広げていきたいと思います。

「子供用に、もっと細い
ダブルバルーン内視鏡を提供したい」

「これで誰かが助かるかもしれない、
そう思える仕事」

富士フイルム
メディカルシステム事業部
内視鏡システム部 担当課長

大谷津 昌行

富士フイルム
メディカルシステム事業部
ITソリューション部 担当課長

礒山 起世親

Case2 VOICE Case3 VOICE
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　「i-Stroke」は、脳卒中を発症した患者さんを受け入れた

病院から、院外にいる専門医の持つスマートフォンに、患

者さんの検査画像や診療情報を送信し、治療に必要な処

置情報を効率よくやりとりすることで、病院内での診断や

治療をサポートするシステムです。富士フイルムは、東京

慈恵会医科大学の「ひとつでも多くの命を救うプロジェク

ト」において共同開発を行い、2011年6月に発売。それ以

来、脳卒中の初期治療において有用性が高いとの評価を

いただき、緊急医療の現場で活用されています。

　富士フイルムが共同開発に参画したきっかけは、「モバ

イルのシステムが患者さんを救える」という医師の言葉で

した。脳卒中に関する知見は少なかったものの、画像診断

にノウハウを持つ富士フイルムを見込んで協力を求めて

こられた東京慈恵会医科大学の期待に応えるべく、医療

現場の方々の意見を聞き、豊富な画像処理のノウハウを

バックグラウンドにシステムをつくり込んでいきました。

i-Strokeには、限られた時間の中で医師と現場がリアルタ

イムで情報を共有できるよう、3D画像をストレスなく見る

ことのできる機能や、症状をチェックできる評価項目など

の治療補助機能など、緊急現場で役立つ機能を備えてい

ます。

　i-Strokeは現在、7つの医療施設で利用されています。

2011年12月には救急医療を広くサポートするための第一

弾として新たな機能を追加しましたが、今後も脳卒中を含

めた救急医療に役立つ機能を拡充していきます。また、日

本と同様に、脳卒中の初期対応は海外でも重要視されて

いるため、まず米国での貢献の可能性を模索し始めてい

ます。

脳卒中は、緊急搬送される重症患者の約3割を占め、日本人の
死因として3番目に多い疾病と言われています。脳卒中の発症
時には、受け入れ先の病院で、迅速かつ適切な処置が行われる
ことが非常に重要になります。なぜなら脳卒中の約6割を占め
る脳梗塞の治療は、発症から数時間以内に、血栓溶解のための

社会的課題・背景

薬剤t-PAの投与や、血栓を除去するための血管内治療など、適
切な治療が行われることで、後遺症を軽減できる可能性が高い
と言われているからです。しかし、専門医が緊急時対応のため
に24時間常駐することは難しく、緊急時対応のチーム医療環境
の構築が社会的に求められています。

Case3
遠隔画像診断治療補助システム「i-Stroke （アイストローク）」
生死や後遺症を左右する、脳卒中の救急医療をサポート

スマートフォンを使い、いつでもどこでも検査画像や患者さんの状態を確認できる

新たな医療機器には普及・教育活動も
大切。山本教授は日本・海外を含めて、
年間平均50回以上のダブルバルーン内
視鏡の講演・普及活動を続けている

「人々の健康を守る、その医療本来の目的を全うしてほしい」

自治医科大学消化器センター
センター長兼教授

山本 博徳 氏

　ダブルバルーンの実用化にあたっては、小腸
内視鏡の市場が小さいことからなかなかメー
カーの協力が得られませんでした。そのとき
思ったのは、その時点での実績や常識だけで将
来性を判断してほしくないということです。小さ
な市場でも、実際に切実に必要としている患者
さんがいて、その人たちが受ける恩恵は非常に
大きい。また、新たな治療法が生まれれば市場
も広がります。実際にダブルバルーン内視鏡が
開発され、できなかったことができるようにな
り、内視鏡の世界では大きな話題となり注目を
集めました。何より、これまで診断がつかなかっ

た小腸疾患の患者さんが内視鏡治療を受けら
れ、その喜びが直接伝わってきたことは私にとっ
ても大きなやりがいでした。医療の目的は人々
の健康を守るということ。医者もメーカーも行政
も、医療に携わるのであれば医療の向上に貢献
するという使命は共通です。医療を支える上で
の経済性は大切ですが、本来の目的を忘れずに
医療機器開発や医療行政の改革に取り組んで
ほしいと思います。
　富士フイルム（当時：フジノン）は、当時の私に
協力してくれた唯一のメーカーです。一緒に開発
したスタッフには誠意を持って対応していただ
き、信頼できる正直な会社と感じています。内視
鏡の分野は日本が世界をリードする誇らしい分
野です。富士フイルムには、内視鏡メーカーとし
ての自負を持ち、常に日本発のものが世界をリー
ドしていけるような、より安全でより使いやすい
ものを開発していってほしいと思っています。
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日本では、高齢化が進むなか、加齢が

原因となるがんやリウマチ、認知症な

どの患者さんが増加し、その治療に効

果の高いバイオ医薬品に対するニー

ズが高まっています。一方、子供の疾患

には、生活環境の良い日本でも依然と

して肺炎、中耳炎などの感染症が多く、

治療薬のさらなる開発が求められてい

ます。富士フイルムグループは、ヘルス

ケア事業を担う企業として低分子医薬

品、バイオ医薬品及び再生医療材料・

製品を事業の柱として成長させるとと

もに、写真などの事業を通じて培って

きたコア技術を活用してアンメット・メ

ディカル・ニーズ（未だに有効な治療

方法がない医療ニーズ）に対応する医

薬品開発にも取り組んでいます。

富士フイルム
のコア技術低分子医薬 バイオ医薬

・合成技術
 （有機合成など）
・ナノテクノロジー
 （乳化・分散技術）
・コラーゲン技術
 （酸化防止など）

・解析・評価技術
・画像診断技術
・生産技術
・品質管理

再生医療

富士フイルムグループが
医薬品事業で取り組む社会課題

放射性医薬品 抗体医薬品
低分子医薬品

ジェネリック
医薬品

バイオシミラー
医薬品

後発医薬品

高品質な後発医薬品を安価で
普及させることで、患者さんの
医療費負担の抑制に貢献

感染症、抗炎症、中枢神経などの分
野で新薬を創出して貢献。新型イン
フルエンザの大流行(パンデミック）
などにも対応

人工臓器や移植に代わる根本的な治療が
期待できる画期的治療法で、再生医療に
欠かせない足場材※の開発と生産で貢献

最先端のバイオテクノロジーによ
り、有効な治療方法が確立されて
いない領域（特に、がん領域）で、副
作用が少なく高い効能が期待でき
る新薬を創出して貢献

※  足場材：細胞が接着し正常に増殖するために
　必要な場を提供する細胞外物質。

再生医療
材料・製品

　富士フイルムは、医療を「予防・診断・治療」という枠組

みで考え、新規事業の柱として医薬品事業に取り組んで

きました。特にバイオ医薬品に関しては、既存の製薬企業

にはない独自の視点に立ち、多角的な展開を行うため、

事業の拡大に向けて、2011年に英国MSD Biologics（UK）

Limited社、米国Diosynth RTP Inc.社を連結子会社化、さ

らに2012年には、バイオシミラー医薬品※を手がける協和

キリン富士フイルムバイオロジクスを設立しました。

　バイオ医薬品は、もともと体の持つ生体機能を利用する

もので、従来の低分子医薬品

で対応しきれていない疾患に

効果が高く、副作用が少ないと

いうメリットがあります。その一方で、生物を使って製造す

るため、複雑な生産技術が必要です。私たちには、写真フィ

ルムという精密でデリケートな製品を通じて培ってきた高

度な技術（有機合成、乳化・分散、酸化防止、解析・評価な

ど）があります。微生物培養のような複雑なプロセスを必要

とするバイオ医薬品についても、これらの高度な技術と、工

新薬を継続的に開発できるのは、世界の中でも限られた企業で
す。循環器系疾患や生活習慣病など患者数の多い疾患向けに
は、これまで多くの新薬が創出されてきました。しかし、がんやア
ルツハイマー病などの根本治療が難しい分野や、小児医療のよ
うな市場の小さな分野では、現在もまだまだ多くの新薬の創出

社会的課題・背景

が望まれています。一方、医薬品業界は大きな変化の時代に突
入しており、低分子医薬品から、比較的副作用の少ないバイオ
医薬品の開発にシフトしています。しかし、バイオ医薬品の開
発・製造は、より高度な技術力が必要とされるため、様々な技術
の融合・連携による創薬の仕組みづくりが求められています。

富士フイルム
取締役 常務執行役員

富士フイルムホールディングス
取締役

戸田 雄三

■富士フイルムグループの医薬品事業のあゆみ

Case1 写真フィルムで培った高度な技術で、バイオ医薬の領域へ

2006.10 第一ラジオアイソトープ研究所（現：富士フイルムRIファーマ）を完全子会社化
【放射性・非放射性医薬品／放射性標識化合物の研究開発、製造、販売及び輸出入】

2008.3 富山化学工業を連結子会社化　【低分子医薬品等の開発、製造及び販売】
2008.12 ペルセウスプロテオミクスを子会社化　【抗体医薬品の開発等】
2009.11 富士フイルムファーマを設立

【医薬品の研究開発、製造、販売及び輸出入／ジェネリック医薬品の開発、販売】
2010.6 医薬品事業全体を統括する医薬品事業部が誕生

医薬品研究所とライフサイエンス研究所を統合し、医薬品・ヘルスケア研究所を
発足

2010.8 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングと資本提携
【再生医療製品／研究開発支援製品の研究開発、製造及び販売】

2011.3 MSD Biologics（UK）Limited（現：FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK 
Limited）及びDiosynth RTP Inc.（現：FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., 
Inc.）を連結子会社化　【バイオ医薬品の開発、受託製造】

2011.7 Dr. Reddy's Laboratories Ltdと業務提携　【ジェネリック医薬品の開発、製造】
2012.3 協和キリン富士フイルムバイオロジクスを設立

【バイオシミラー医薬品の開発、製造及び販売】

◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 2

多角的なアプローチで、アンメット・メディカル・ニーズに挑む
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　小児医療の現場においては、使用できる抗菌製剤※1の

種類が少なく、同系統の抗菌製剤の反復使用が余儀なくさ

れるため、「耐性菌」※2が発生しやすいという課題がありま

す。また、集団保育などの環境下では、感染が繰り返される

ために耐性菌が蔓延しやすいことや、耐性菌に感染した場

合には中耳炎でも入院治療が必要になるなどの問題があ

ります。医療現場や学会では小児向けの新たな系統の抗

菌製剤が切望されていましたが、市場が小さく、手間も費

用もかかる小児用医薬品の開発はなかなか実現していま

せんでした。そんななか、富山化学工業が開発に踏み切っ

たのは、先発メーカーとしての使命からだったと言えます。

　肺炎や中耳炎に効果が期待できる小児用抗菌製剤「オ

ゼックス®細粒小児用15％」は、1990年より錠剤として販売

しているオゼックス錠を細粒にしたものですが、小児用と

するには様々な課題をクリアする必要がありました。「子供

は小さな大人ではない」と言われるように、身体の各臓器

は完成した状態で生まれてくるわけではありません。例え

ば、腎臓は成人と同様の能力になるのに9カ月程度、一方、

肝機能は2歳程度で成人並みになり、医薬品の投与量の調

整は非常に困難です。また子供は、「まずい」という印象を

持つとすべての薬を飲まなくなり、「まずい小児薬は罪悪」

とされるほど味の調整もデリケートです。

　一方で、オゼックスと同系統であるニューキノロン系の

抗菌製剤では、幼若イヌで関節毒性を引き起こすため、ヒ

トでも関節障害を引き起こすことが懸念されます。しかし、

オゼックスは比較的関節毒性が少なく、富山化学工業では

オゼックス®細粒小児用15％発売後も安全性に関する調

査を継続させるとともに、承認以前の適用外使用された患

者さんに対しても追跡調査を行って、関節障害の発現がな

いことを確認しています。発売から2年以上経った現在も、

調査、情報収集を継続、実施しています。

　2010年1月に発売したオゼックス®細粒小児用15％は、

現場の医師からは「切れ味がいい」という評価をいただい

ています。ただし、どのような抗菌製剤も同系統の抗菌製

程のモニタリング技術や原材料の品質管理技術を活かすこ

とで、生産性と信頼性を飛躍的に高めることが可能です。

　今や病気を治すというよりも、いかに老化をコントロー

ル（アンチエイジング）していくかという時代になってきま

した。またこれからの医療は、一人ひとりの体質を無視し

た治療はあり得ません。同じ疾患でも個々の体質によって

実は多様であり、この多様性が治療効果の差や副作用の

剤を使い続ければ、耐性菌の問題は必ず発生します。その

ため、富山化学工業では耐性菌の発生頻度を少なくする

ため、効果的な使用法（ミキシング療法※3など）についての

理解も広めています。医薬品の適正使用情報を浸透させ

ることも先発メーカーとしての使命なのです。

　富山化学工業では、すでに新たな抗菌製剤を視野に入

れた取り組みも開始しています。新薬を開発し続けること、

それも先発メーカーの使命です。
※1 抗菌製剤：感染症治療に使用する医薬品。
※2 耐性菌：医薬品に対する抵抗性を持つ病原菌。医薬品が効かない、あるいは効き
にくくなる。

※3 ミキシング療法：同じ系統の医薬品を続けて使用せず、3系統以上の医薬品の効
果を判定しながら、3～7日を目途に交互に切り替えることで、耐性菌の発現頻度
が抑制される。

一因とも言えます。今後は、テーラーメイド医療という言葉

に代表されるように、患者さんごとのリスクや効果に配慮

した医療が中心になるはずです。医療の世界は大きく変わ

る、そして異業種である富士フイルムの持つ技術やノウハ

ウが正に必要とされる時代が来たということです。
※ バイオシミラー医薬品：先行バイオ医薬品（新薬）の特許が満了した後、異なる製造
販売業者により開発される生物学的に同等のバイオ医薬品。

肺炎や中耳炎に効果が期待できる小児用抗菌製剤「オゼックス®細粒小児用15％」

これまで私は医薬品の開発を担当してきましたが、14年前に
小児分野の医薬品を担当した際に、小児科の先生から「子供
の命や健康を守っていくことの大切さ、子供を守るという信念
を持って仕事をすること」を教えてもらいました。「オゼックス®
細粒小児用15％」の開発は、こうした医療現場の方 （々医師、薬
剤師、看護師、検査技師など）からの助言・支えがあったからこ
そ可能になりました。実際に医薬品を創出するのは製薬会社
ですが、医薬品とは医療現場や学会、行政を含め、産官学が連
携して開発、育成していくものだと思っています。

「子供を守ることは、
未来の社会を守ること」

富山化学工業　
開発企画部　
開発プロジェクトグループ 専任次長

交久瀬  善隆

special feature

Case2 VOICE

Case2
小児用抗菌製剤「オゼックス®細粒小児用15％」
子供の感染症を食い止めたい。先発メーカーの使命
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富士ゼロックスは、グループの目標である「CO2排出量をライフサイクル全体で2020

年度までに30％削減（2005年度比）」という非常に高い目標に向け、活動を加速して

います。これまで長年にわたり推進してきた複合機やプリンターなどの製品ライフサ

イクル全体での環境負荷低減活動に加え、現在は、オフィス全体、働き方そのものを

変えていくような環境イノベーションに挑戦しています。

持続可能な社会を実現するには、地球温暖化や資源枯渇など
様々な課題を解決していく必要があります。温暖化防止に向
けて、2050年までに世界全体で温室効果ガス排出量を少なく
とも50％削減※するという世界的な長期目標が掲げられてい
ます。また、循環型社会の構築についても、従来は主に廃棄物
問題としてとらえられていましたが、現在は、有限な資源をい

社会的課題・背景

かに効率的に循環利用するか、または再生可能な資源に置き
換えていくかといった視点での取り組みが求められています。
今や、お客様に製品を提供するメーカーとして、材料の開発か
ら設計、製造、お客様の使用、回収・リサイクルまで、製品のラ
イフサイクル全体で環境負荷を低減することが重要になって
います。

●❶

●❸

●❷

※ G8北海道洞爺湖サミット首脳宣言（2008年7月）

　富士ゼロックスは、複合機やプリンターなどのライフ

サイクル全体の環境負荷低減を図るために、「部材購入」

「製造・販売」「物流」「お客様使用時」「回収（使用終了後）」

「廃棄」のそれぞれの場面で、活動を推進しています。こ

のうち、富士ゼロックスにとって特に環境負荷が大きい

のは、「部材購入」における資源利用と、「お客様使用時」

の電力使用です。そのため、資源の循環利用に向けた3R

（Reduce：なるべく少ない資源でつくる、Reuse：製品を回

収し部品をリユースする、Recycle：リサイクルする）、及び

製品使用時の省エネに注力してきました。

　「部材購入」における主要な取り組みとして、リユース部

品の使用拡大とプラスチック部材を環境負荷の少ない素

材に置き換えていくための材料開発があげられます。特に

リユース部品の使用については、製品回収だけでなく、開

発から製造までのものづくりの仕組みそのものを変えてし

まう、大きな変革です。富士ゼロックスが、新品の部品を使

うよりはるかに困難な部品リユースに、あえて技術力とコ

ストを注いで取り組んだのは、環境保護のリーディングカ

ンパニーとしてイノベーションに挑戦し続けてきた企業だ

からこその決断でした。現在は日本、タイ、中国に統合リサ

イクル拠点を設け、アジア・パシフィック全域の使用済み製

品回収を進めるとともに、回収した部品をリユースし新製

品と同等の製品をつくる仕組みを構築しています。「使用

済み製品は廃棄物ではなく、資源である」という考えの下、

製品を徹底的に回収し、回収したら使い切ることで資源の

有効利用を図っています。

　「お客様使用時」の省エネについては、1995年に市場に

ある全製品の消費電力を半減するというチャレンジングな

❶❷❸ 回収した複合機の部品リユーザブル技術は、富士ゼロックスの資源循環システムを支える
　　　（写真は富士ゼロックスエコマニュファクチャリング（蘇州）での作業風景）

Policy 社会の環境負荷低減に向けて、貢献の可能性を広げる

◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 3

環境イノベーションで、CO2排出量30%削減へ挑戦
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目標を策定、目標年の2005年は未達だったものの2006年

には半減を実現しました。この高いハードルをクリアするた

めに、カラー機・モノクロ機すべての機種の省エネを推進。

その後も常に進化を続けていることで、経済産業省が主催

していた「省エネ大賞（省エネルギー機器・システム表彰）」

11年連続受賞（1999年～2009年）につながっています。

　富士ゼロックスの環境製品のコンセプトは、「省エネ」と

「使いやすさ」を実現した「RealGreen（真の省エネ）」で

す。どれだけ省エネ性能が優れていても、「我慢のエコ」を

強いるのでは長続きしません。お客様がストレスなく利用

できる「快適なエコ」でなくては、結局は環境負荷の低減に

貢献できないと考えています。今後も技術を進化させ、よ

り多くの省エネ商品を社会に普及させることでCO2排出量

削減に貢献します。

　さらに富士ゼロックスは、自社製品のライフサイクルを超

えた取り組みを展開し、社会全体のCO2排出量削減に貢献

しようとしています。自社の製品ライフサイクル全体のCO2

排出量を2020年度までに2005年度比で30%削減すること

に加え、社会的役割として、お客様のオフィスのCO2排出量

を年間700万トン抑制することに貢献するという目標を立て

ました。このためには、これまでのように省エネ製品を提供

するだけでは解決できません。オフィス全体や働き方その

ものを変えていく、抜本的な改革が必要です。まだスタート

したばかりですが、お客様の業務における電気や紙の使用

を「見える化」し、生産性向上と同時に環境負荷の低減をサ

ポートするソリューションの開発・提供もその一つです。

　今後は2020年度に向けて、オフィスの生産性向上に向

けた機器の最適配置などのサービスに加え、新しい「働き

方」や「働く場」を創造し、社会全体へ普及させることで、

CO2排出量削減の目標達成を目指します。

【お客様使用時・製品の省エネ】  ApeosPort-IV、DocuCentre-IV 【お客様使用時・利用者の省エネ】  ApeosWare Log Management 1.2

2011年12月に発売した「ApeosWare Log Management 1.2」
は、複合機やプリンターの管理・運用機能に、ユーザーの環境
負荷の「見える化」と、環境対策業務の効率化をサポートする
機能を加えた統合ソフトウエアです。

●個人の環境負荷に対する意識付けを支援
ユーザーの個人別CO2排出量を「見える化」し、個人別のエコ
度を示します。複合機の操作パネル上に部門内でのCO2排出
量削減ランキングや用紙削減率ランキングを表示。さらにはエ
コへの貢献度を5段階で表示することで、従業員の環境負荷に
対する意識づけを支援します。

●管理者の環境対策業務をサポート
部門全体の複合機やプリンターの電力使用量や用紙使用量、
CO2排出量削減状況をモニタリングできます。また、個々の機
器の利用履歴を収集・分析し、節電モードへの最適な移行時
間を自動設定。利用頻度の高い時間は節電モードへの移行時
間を長く、逆に利用頻度の低い時間帯は節電モードへの移行
時間を短く設定します。

2011年12月から発売を開始したフルカラーデジタル複合機
「ApeosPort-IV C」及び「DocuCentre-IV C」シリーズ9機種は、
富士ゼロックスの環境製品コンセプト「RealGreen」を反映さ
せた商品であり、様々な「快適なエコ」機能を新たに搭載して
います。

●ユーザーを検知し、すぐに操作可能に【Smart WelcomEyes】
「使いたいときにはすぐに起動してほしい」「使わないときは
しっかり節電したい」という声に応えました。独自の人感セン
サー技術「Smart WelcomEyes」で、ユーザーのアクセスを検
知し、自動的にスリープモードを解除します。

●使用する部分だけ通電【スマート節電】
複合機を「原稿読み取り装置」「操作パネル」「出力装置」「コン
トローラー」の4つのパートに分け、使う機能に応じてその部
分だけに通電することで、消費電力を低減します。

●設定が終わるまでに出力装置の準備を完了【スリープ高速復帰】
出力装置のソフトウエアを改善し、わずか3.9秒以下※の高速
復帰を実現。復帰時間中も操作パネルの設定操作が行え、スト
レスを感じずにコピーやスキャンを開始できます。
※ ApeosPort-IV C3375/C2275の場合

これらの技術をシステム的にまとめるこ
とにより、スリープ状態からでも「体感待
ち時間ゼロ」を実現しています。

利用者の意識向上を図る様々な「見える化」を実施独自の人感センサー技術「Smart WelcomEyes」

●バイオベースプラスチック材料技術
●部品リユースを前提とした商品設計
●環境対応商品の開発（IH定着技術など）

●リサイクルプラスチック素材の再資源化技術
●部品リユーザブル技術
（余寿命判定・選別技術、洗浄技術、修理技術など）

●再利用素材による
　梱包材の開発

●環境負荷の見える化
●節電管理支援ソリューション
●省エネ・節電機能

●製品回収システム

【部材購入・開発】

素材 部品 製品

【製造・販売】

開発・生産・販売

【物流】

流通

【お客様使用時】

消費

【廃棄】

廃棄ゼロ

リユース（Reuse）
リサイクル（Recycle）

■LCAを通じて環境に配慮した富士ゼロックスの環境技術・サービス

special feature
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　脱石油社会を目指し、植物などの再生可能な材料を

使ったバイオベースプラスチックの導入が進められていま

す。複合機などの重量の30～40%はプラスチック部品が占

めるため、製品ライフサイクルの環境負荷を低減するとい

う視点から、富士ゼロックスでは、バイオベースプラスチッ

クの開発に積極的に取り組んできました。本来、素材メー

カーではない富士ゼロックスが自ら開発に取り組むことに

なったのは、難燃性や強度の問題で、求めるような高品質

な素材がどこにもなかったからです。

　2007年にトウモロコシを原料にしたバイオベースプラ

スチック部品を開発し、内装カバーに採用。2011年12月に

発売したApeosPort-IVの内装部品には、初めて非可食材

料を使ったバイオベースプラスチック部品を開発、採用し

ました。今回開発した非可食バイオベースプラスチック※

は、非可食系素材では初のバイオマスプラマークを取得し

ています。

　富士ゼロックスが、新たなバイオベースプラスックを開

発するにあたって重視したのは、世界中に材料が潜在して

いることです。それは、製品のライフサイクル全体を考える

と、使う国でつくり、使う国でリサイクルすることが、より大

きな環境負荷低減につながるからです。そこでたどり着い

たのが、木に含まれるセルロースです。木は世界中に存在

する材料であり、特に国内では間伐材の有効利用につな

がります。また、セルロースを使えば、従来バイオベースプ

ラスチック材料に使用していたポリ乳酸に比べて、より少

ないエネルギーでプラスチックをつくることが可能です。

　しかし、セルロースは燃えやすく、成形性にも難点があ

るといった課題を持っていました。富士ゼロックスは、セル

ロースにABS（石油系プラスチック）を少量混ぜ、物理的・

化学的に複合化させるアロイ（複合）相溶化技術を独自に

開発することで、この課題をクリア。強度と難燃性の両立を

実現しました。今後は、さらに高い難燃性が求められる外

装部品への応用を図っていきます。

　また、社会的に環境負荷低減に貢献するには、富士ゼ

ロックスの複合機やプリンターの部品に使うことはもちろ

ん、より多くの部品や製品をバイオベースプラスチックに

置き換えていくことも重要です。富士ゼロックスは、富士フ

イルムの材料開発技術とのシナジー効果を高めることで、

バイオプラスチックの性能やコスト面の改善を進め、環境

負荷の少ないプラスチックの普及に取り組んでいきます。

※非可食バイオベースプラスチック：食糧問題と競合しないバイオベース樹脂の総称。

Case1
【部材購入・開発】　木質系非可食バイオベースプラスチック
負荷の少ない、世界中どこにでもある材料でプラスチックをつくる

◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 3

左：相溶化技術導入前。ロープのように突き出している状態のも
のが石油系プラスチック、その他の部分がセルロース

右：相溶化技術導入後。粒子状の部分が石油系プラスチック、その
他の部分がセルロース。良好な分散状態であることがわかる

木質系非可食バイオベースプ
ラスチックを使用した部品と
その採用部

このチームのメンバーは、最初は D f E（ D e s i g n  f o r 
Environment）のために集められましたが、やがてプラスチック
を専門に手掛けるようになりました。私はある日、夢の島のゴミ
の山を見てショックを受け、生分解性プラスチックの研究を行う
ようになりました。この非可食バイオベースプラスチックは、複
合機の部品のために開発したものですが、今後はもっと広い範
囲に広げていくことで、より環境負荷の少ない社会づくりに貢献
できると考えています。

「富士ゼロックスといえばバイオ、
そうなってもいいと思う」

「プラスチックの燃焼による
事故を減らしたい」

富士ゼロックス 
画像形成材料開発本部
画形材研究開発部 13チーム長

八百 健二

日本における死亡事故のNo.1は交通事故ですが、No.2は火災
事故です。年間約2,000人が火災によって亡くなっています。プ
ラスチックに熱が加わると、まず溶けて燃えることで延焼面積を
拡大させながら、火災が広がります。長年、プラスチックの難燃
性に関する技術開発に携わってきた者として、建築物内におけ
るオフィス機器の延焼抑制だけでなく、他分野への応用として
家庭用品（例えば、ソファやベッドなど）にまで広げていくことで、
火災を抑制し、世の中に貢献していきたいと考えています。

富士ゼロックス 
画像形成材料開発本部 
画形材研究開発部 博士 

大越 雅之

Case1 VOICE
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ステークホルダーメッセージ

　富士ゼロックスの環境活動の柱の一つに、資源循環シ

ステムへの取り組みがあります。徹底した使用済み製品

の回収、部品の再利用・リサイクルが大きな特長です。3R

（Reduce、Reuse、Recycle）のうち、リデュース（なるべく

少ない資源でつくる）、リユース（製品を回収し部品を再利

用する）をまず優先し、マテリアルリサイクルのような再資

源化は最終手段と考えています。1995年に業界で初めて

リユース部品を使用した製品を日本市場に導入し、2000

年8月には、回収した使用済み製品やトナーカートリッジの

「廃棄ゼロ※」を日本で初めて実現しました。

　この活動は、海外においても積極的に展開されていま

す。アジア・パシフィック地域9カ国をカバーする統合リサ

イクルシステム拠点が、2004年12月にタイで本格稼動し、

2009年に「廃棄ゼロ」を達成しました。また、2008年1月に

は、中国統合リサイクル拠点として、富士ゼロックスエコマ

ニュファクチャリング（蘇州）が稼動を開始。中国全土（香

港、マカオ、台湾を除く）から回収した使用済み製品やト

ナーカートリッジを、鉄、アルミ、レンズ、ガラス、銅など70の

カテゴリーに分解・分類し、洗浄・検査を行った後に、部品と

して再利用しています。同社が稼動から2012年4月までに

創出した再生資源は、約2,200トンにも及びます。また、再利

用できない部品については、マテリアルや熱源としてリサイ

クルを行うことで、2010年度に「廃棄ゼロ」を達成しました。

　これで富士ゼロックスは、アジア・パシフィック地域全体

での「廃棄ゼロ」を達成したことになります。今後さらに、

天然資源の枯渇問題が深刻化し、あらゆる資源がますます

貴重なものとなります。中国・アジアでの使用済み製品の

回収率が高まれば、資源の有効利用はもちろん、コスト低

減にもつながることが期待されます。
※ 廃棄ゼロ：富士ゼロックスは、「廃棄ゼロ」の定義を、再資源化率99.5%以上の達成
としています。

Case2
【廃棄】　富士ゼロックスエコマニュファクチャリング（蘇州）
アジア・パシフィック地域全体で、廃棄ゼロを達成

special feature

徹底的な資源の有効利用により中国での廃棄ゼロを実現した富士ゼロックスエコマ
ニュファクチャリング（蘇州）

中国はめざましい経済成長と同時に、資源の保護や有効活用
など、環境負荷の低減が大きな課題となっています。私は、富
士ゼロックスの資源循環システムに携わっていることを誇りに
思っていますし、仕事を通じて、新しい商品をつくることよりリ
サイクルの方がもっともっと難しいことを実感しました。こうし
たことから、自分の環境に対する思いや社会的責任感も高ま
り、会社の近くの学校でのエコ教育実施等の社会貢献活動に
も参加しています。これからも中国の環境改善に取り組む一人
として、自分にできる役割を果たしていきたいと思っています。

「新しい商品をつくるより、
リユース・リサイクルの方がずっと難しい」

富士ゼロックスエコマニュファクチャリング（蘇州）
製造部再資源課  副マネージャー

陳 憶媛（Chen Yi Yuan）

Case2 VOICE

「中国社会全体の環境意識促進を目指して」

Taicang HuaDing Plastics  Co.,Ltd
総経理

范 興華 （Fan Xing Hua）氏

　現在、環境問題は全世界の関心事となり、環
境保護も個人及び企業の責任となってきまし
た。地球上の資源は有限であり、人類はすでに
資源確保の問題に直面しています。私は今後、こ
の問題に取り組む上でのポイントは、使用済み
物品のリサイクルであると考えています。中国は
まだ環境面では発展途上であり、意識も薄いで
すが、もしすべての中国人がリサイクル活動に
参加すれば、世界の持続発展に大きく貢献する
ことができるだろうと思います。

　弊社は、これまで富士ゼロックスの協力パート
ナーとして、企業の社会的責任を意識し、再資源
化事業をはじめとした環境負荷に配慮した活動
を積極的に行ってきました。富士ゼロックスの環
境保護と資源循環の理念は、これからの中国企
業に求められるものです。富士ゼロックスには、
中国における資源循環活動のリーダシップを期
待するとともに、それを実施してきた弊社は、モ
デル会社として中国社会全体の環境意識を促進
し、地球の持続性に貢献したいと思っています。
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地球温暖化防止に向けて、太陽光や

太陽熱などの自然エネルギーを利用

した発電が注目されています。一方、

夏期には、太陽エネルギー自体が電力

需要増大の要因となっていることも事

実です。富士フイルムは、フィルム分

野で培った研究実績や製造技術をも

とに、太陽エネルギーを利用するため

の材料や遮へいする材料を生み出し、

太陽エネルギーをコントロールするこ

とで快適で持続可能な社会づくりを目

指しています。

◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 4

太陽エネルギーの効率的な利用を、フィルム技術でサポート

　太陽熱発電は、太陽光を熱として利用する方式で、太陽

光を集光し、その熱で蒸気タービンを回転させて発電しま

す。砂漠など日照時間が長く、広い面積を確保できる場所

でより強みを発揮できる方法です。蓄熱しておくことで夜間

でも発電できることや、海水を蒸留して飲料水をつくれるな

ど、様々なメリットがあるため、近年注目を集めています。

　太陽光を反射させ、効率よく集めるためには、高精度の

反射鏡が必要となり、しかも大規模な太陽熱発電設備に

は1枚あたり1m四方以上のミラーを大量に使用します。ま

た、太陽熱発電を砂漠などで行うことを想定すると、ミラー

として耐久性に優れ、軽くて輸送や設置のしやすいことも

期待されます。現在は主にガラス基板を用いたミラーが使

われていますが、ガラスは重くて割れやすいというデメリッ

トがありました。今回、富士フイルムが開発したフィルムミ

ラーは、ガラス基板を用いたミラーと反射率は同等であり

ながら、1/20～1/30に軽量化できます。

　このフィルムミラーには、富士フイルムが写真フィルム

で培った「銀」を扱う基盤技術が生かされています。銀は金

属の中でもっとも反射率が高く、ミラー用材料として最適

東日本大震災は、災害に強い社会づくりの必要性とともに、エネ
ルギーの安定供給が大きな社会課題であることを私たちに示唆
しました。従来から地球温暖化対策、エネルギー自給率向上など
のために、再生可能エネルギーの導入が推進されていましたが、
大震災によって取り組みに一層拍車がかかりました。日本のエネ
ルギー基本計画では、2020年までに、国内の一次エネルギー供

社会的課題・背景

給に占める再生可能エネルギーの割合を10%に高める目標を立
てています※。目標達成には、供給の安定性やコストなど様々な
解決課題があり、それを乗り越えるための技術革新が急務となっ
ています。また、エネルギー問題を地球規模の課題としてとらえ、
日本の優れた技術によって国際的に貢献していくことも求められ
ています。

支持体

機能性樹脂層

反射層

保護層

表面の透明保護層、反射層となる銀メッキ
層、下地となる機能性樹脂層、そして支持
体となるPET樹脂シートという4層で構成。
高い反射率と耐久性を生み出している

❶太陽熱発電用フィルムミラー：ロール・ツー・ロール方
式を可能にしたことで、長く大量のフィルムミラーが
製造可能

❷近赤外線反射フィルム：フィルム表面の六角形の銀ナ
ノ平板粒子
❸フレキシブルCIGS太陽電池用基板：四角いものが太
陽電池サブモジュール試作品

※ 経済産業省「エネルギー基本計画」（2010年6月）より

Case1
太陽熱発電用フィルムミラー
注目の太陽熱発電に対応する、柔軟で軽い高反射ミラー

●❶

●❸●❷

■フィルムミラーの構成
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special feature

　太陽電池は、半導体などを利用して太陽の光を電気エ

ネルギーに変換するシステムで、現在の主流である結晶

系シリコン太陽電池のほかにも、様々な種類の太陽電池

が市場に登場しています。なかでもCIGS太陽電池※は、光

電変換層をわずか2～3μmの厚さに形成でき、光電変換

効率が高く、フレキシブルに対応できるため注目を集めて

います。しかしCIGS太陽電池は、製造工程で500℃以上の

温度を必要とするために、高い耐熱性を持ち、しかも絶縁

である基板が必要であるという課題を持っていました。

　様々な太陽電池が存在するなか、後発ながらあえて富士

フイルムがフレキシブル基板の開発に取り組んだのは、薄

くて柔らかいCIGS太陽電池の特長を生かし、かつ光電変

換効率を高められる基板が存在しなかったからです。富士

フイルムは、印刷用材料の分野で長年培ってきた「アルミ

陽極酸化法」を応用し、その絶縁層とアルミ層の界面密着

が良好なことを利用して、500℃を超えるCIGS太陽電池の

製膜時にもはがれない基板を実現しました。

です。また、富士フイルムには銀塩で培った回収技術・設

備もあり、リサイクル可能です。今回、プラスチックフィルム

の表面に銀の薄い膜を平滑に形成する製膜技術や、フィ

ルム製造の生産基盤を応用することで、太陽熱発電システ

ムの開発・普及に重要なフィルムミラーの提供を可能にし

　高い光電変換効率、軽くて曲げられる機能性、低コスト

と、多くの特長を持つフレキシブル基板の製品化、安定供

給に取り組むことで、富士フイルムは太陽電池の用途拡

大、普及に貢献していきます。
※ CIGS太陽電池：シリコンの代わりに、銅、インジウム、ガリウム、セレンの化合物半
導体を用いた薄膜系太陽電池。

ました。今後はエンジニアリングメーカーなどと連携して

パイロットプラントでの実績をつくり、実用化に向けて取り

組んでいく予定です。資源のない日本が優れた技術を輸

出することで世界のエネルギー供給に貢献する、それは地

球規模での資源の有効活用につながっています。

今回開発した基板は、複数の太陽電池を1枚の基板上で簡易な方法で直列接続で
きるため、高い光電変換効率を実現。フレキシブルCIGS太陽電池サブモジュールで
15％の光電変換効率を達成、さらにガラス基板を使用した場合と比べて、面積あた
りの重量を1/2以下に軽量化している（独立行政法人産業技術総合研究所との協同
開発による）

「未来への負債を残さない社会をつくる
技術の開発に取り組んでいく」
富士フイルムが得意とするのは、多くの
技術を組み合わせて世の中に望まれる高
機能性材料を開発することです。今回も、
塗布技術を応用して高反射率層をつくる
技術、各層を密着させて耐久性を高める
技術、安定かつ大量生産する技術、これら
が一つになって環境負荷の少ない発電を
サポートするという価値を生み出してい
ます。これからも、化石エネルギーへの依
存から脱却し、未来への負債を残さない
社会をつくることに貢献できる技術の開
発に取り組んでいきます。

「メカニズムに基づいた高機能材料を
開発し社会に貢献するのが仕事」
富士フイルムでは、感光材料開発を中心
に化学反応や粒子形成のメカニズムを明
らかにし、制御することで素材の機能を
発展させてきました。このプロセスは富士
フイルムの特長の一つです。フィルムミ
ラーの開発も解析部門や合成部門などの
様々な部門と連携し、メカニズムを研究
し、それに基づいて機能を考えることで性
能向上が図られてきました。今後もこの
開発プロセスを徹底して展開し、高機能
材料を開発することで世の中に貢献して
いきたいと思います。

「変化しているが、どこかでフィルム
とつながっている」
メーカーのいいところは、実際に製品
をつくって世の中に貢献できるところ
だと思います。富士フイルムは、写真
というフィールドからどんどん変化し
ています。そこがおもしろいところで
すが、信頼性を大切にするといった、
ものづくりの方法は、どこか写真の
フィールドとつながっています。信頼
性の基本は、高品質の製品を安定供
給できることです。さらに、それを通じ
て人に感動を与えられるなら最高です
よね。

富士フイルム　
R&D統括本部 
先端コア技術研究所 
研究担当部長

山田 眞人

富士フイルム　
R&D統括本部 
先端コア技術研究所
主任研究員 

鶴見 光之

富士フイルム　
R&D統括本部 
先端コア技術研究所 
研究担当部長

山根 勝敏

Case2
フレキシブルCIGS太陽電池用基板
太陽電池の可能性を広げる、薄く柔らかい太陽電池用基板

■フレキシブル基板（絶縁層付き）を用いた
　CIGS太陽電池サブモジュール
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◆◆◆ 特集 ： 技術の力で、グローバル課題に挑む　Part 4

　2011年8月29日、最高気温30.8℃、新開発の「近赤外線

反射フィルム」を使用した遮熱フィルムを西面窓に貼った

実験で、窓辺の温度は最大6.5℃低くなるという実験結果

が得られました（下図「温度測定結果例」参照）。

　太陽光のエネルギーの割合は、可視光が46％、紫外線

が6％、そして赤外線が48％になります。「近赤外線反射

フィルム」の特長は、一般的な紫外線はもちろん、太陽光

の約半分を占める赤外線を高い効率でカットできることに

あります。それでいて、可視光の大部分を透過するため、高

い透明性も実現しています。そのため、住宅やオフィスビ

ルの窓はもちろん、風景を楽しみたい電車やバスなどの乗

物の窓への利用も期待されています。

　「近赤外線反射フィルム」の基盤技術となったのは、銀

のナノテクノロジーです。写真フィルムは銀の化合物であ

るハロゲン化銀を使用しており、富士フイルムは銀に関わ

る基盤技術を蓄積してきました。今回、高度な光学シミュ

レーション技術を駆使することで、六角形のナノ平板粒子

が赤外線を反射させることを初めて発見。様々な基盤技術

を応用することで、3年という短期間で製品化できました。

さらに、銀の使用量を極力抑えるよう設計し、写真フィルム

の既存設備を製造工程に生かすことで、環境にもやさしい

商品開発を実現しています。

　2012年5月、「近赤外線反射フィルム」を使用した遮熱

フィルムが、共同開発を行ったリンテック株式会社により

全国発売されました。遮へい係数は0.68、つまり太陽熱の

32％をカットできる計算で、窓に貼るだけで室温上昇を抑

制し、手軽に節電・省エネルギー対策に取り組めるもので

す。深刻な電力不足が続く日本で実績を積み、今後は気温

の高い海外の国々への普及も視野に入れ、世界のエネル

ギー有効利用に貢献したいと考えています。

「近赤外線反射フィルム」を貼っ
たガラス（右）と、何も貼らないガ
ラス(左)の前にチョコレートを設
置。ガラス越しに強い光を当てる
と、数分後には何も貼らないガラ
スの前のチョコレートだけ溶けて
割れ落ちた（写真下の左）

フィルムの表面には、六角形の銀ナノ平板粒子が均一にびっしりと並ぶ。可視光だけ
でなく、電波も通すため、室内で携帯電話なども快適に利用が可能。幅広く長く、この
平板粒子を塗布することも富士フイルムならではの技術

近赤外線反射層

測定時刻

温
度

（℃）

通常の技術は30年程度で新しい技術にとって代わられることが
多いですが、写真の技術は160年以上進化を続けてきました。
この近赤外線反射フィルムには、富士フイルムが写真の分野で
培ってきたナノ粒子形成技術や塗布技術が生かされています。
やはり長い時間をかけて深掘りされた技術は強いと思います。
これまでに取り組んできた研究から製法まで、どの部分が欠け
ても、この近赤外線反射フィルムは実現できませんでした。

「フィルムは160年以上の技術、
だから深掘りされている」

「光を操る技術を社会に生かせないかと、
いつも思っていた」

富士フイルム　
R&D統括本部 先端コア技術研究所 
主任研究員

大関 勝久

富士フイルムが社会に貢献するということは、独自の技術を生
かしていくことだと思います。私たちが得意とするのは光を操る
技術、つまり光学材料の技術です。その技術がもとになり、常に
均一の品質で提供できる製造技術があって、はじめて社会の役
に立つことができます。現在の主流よりも、その先の主流を見据
えて研究を進め、富士フイルムにしかできないような製品づくり
につなげていきたいと思います。

富士フイルム　
R&D統括本部 先端コア技術研究所 

清都 尚治

■「近赤外線反射フィルム」の層構成イメージ

■「近赤外線反射フィルム」の太陽熱カットの実験

■温度測定結果例（窓の内側）

Case3
近赤外線反射フィルム
太陽熱をカットし光を透過する、銀のナノテクノロジー

Case3 VOICE

近赤外線反射層の電子顕微鏡写真


