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特 集
Special feature

時代に先駆け、あるときは自らのフィールドまでも抜本的に変えてしまうような

変革に挑むことで事業領域を拡大、新たな価値を生み出してきた富士フイルムグループ。

そのあゆみは、まさにイノベーションの連続であり、

“真に社会が求めることを考え、イノベーションを起こし続ける” という

企業姿勢によって実現化されてきたと言えます。

持続可能な社会に向けて山積みとなる、多くの本質的な社会課題を解決していくためには、

これまでの概念を打ち破る革新的な解決策「ブレークスルー」が必要です。

さらに、その解決策を製品・サービスという形で社会に提供するためには、

実行する一人ひとりの強い思いと、具現化する技術力がなければ実現しません。

特集では、事業を通じてグローバルな社会課題を解決するために、

イノベーションに挑戦し続ける

富士フイルムグループの人と技術のいまを紹介します。

富士フイルムグループは、技術力や市場ポジションで
富士フイルムグル—プの特徴を発揮できる事業分野
で、かつ社会からの要請が大きく今後高い成長が期待
される「デジタルイメージング」「ヘルスケア」「高機能
材料」「グラフィックシステム」「光学デバイス」「ドキュ
メント」の6事業を重点事業分野と位置づけています。
なかでも、健康、エネルギー、情報など、持続可能な社
会を支える上で大きな鍵であると同時に、解決すべき
課題も多い分野に深く関わる「ヘルスケア」「高機能材
料」「ドキュメント」の3つの事業を柱とし、事業活動を
推進しています。

“イノベーション”で未来を拓く
─発想の転換と技術力で目指す社会課題の解決─

デジタル
イメージング

ドキュメントグラフィック
システム

光学
デバイス

ヘルスケア 高機能材料

技術力を発揮し
高付加価値を提供できる
事業分野

社会からの要請が大きく
高い成長が見込める

事業分野
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光学
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デジタル
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デジタルイ
メージング

ドキュメントグラフィック
システム

光学
デバイス

ヘルスケア 高機能材料

技術力を発揮し
高付加価値を提供できる
事業分野

社会からの要請が大きく
高い成長が見込める

事業分野

技術力を発揮し
高付加価値を提供できる
事業分野

社会からの要請が大きく
高い成長が見込める

事業分野

●6つの重点事業分野

Part1	 鼻から入れて、体も心も楽にする	 …………………… P10
─受診者の身体的負担軽減で胃がんの早期発見に貢献する経鼻内視鏡─

口から入れるのが当たり前だった胃の内視鏡で、負担の少ない鼻から入れるこ
とができる細い内視鏡を製品化

⇒受診者に負担の少ない経鼻内視鏡の普及により、胃がん検診を受けやすい環
境づくり、がんの早期発見に貢献

口から
鼻へ

全員から
一人ひとりへ

捨てるから
使うへ

減らすから
なくすへ

Part2	 全社員が自ら考え、実行する省エネ	………………… P14
─ワークスタイル・イノベーションで実現するCO2排出量の削減─

全社一律に同じ活動をするだけではなく、一人ひとりの働き方や環境に合わせ
て、それぞれ自分で考えた省エネ活動を実施

⇒CO2排出量削減が進まないオフィスビルにおいて、誰もが実行できる新たな省
エネ活動のあり方を提言

Part3	 熱を“捨てる”から“変換する”へ	 …………………… P18
─世界最高性能、有機材料によるフレキシブル熱電変換モジュールの開発─

重く硬い材料を使い人工衛星や原子炉など一部の環境下で使われていた熱電
変換を、軽く柔らかい材料で身近に活用できる技術を開発

⇒大量に捨てられている身近な未利用熱を電気に変えることができれば、多くの
再生可能エネルギーを生み出すことが可能

Part4	 すべて“無”、オフセット印刷のエコを極める	……… P20
─環境規制の厳しい欧州で支持を得る、完全無処理CTPによる社会貢献─

「現像」というこれまで必要とされていた印刷の作業工程そのものをなくす、自
社の製品対応領域を超えた改革の提案

⇒現像工程に必要な材料やエネルギーを一切必要としないことで、印刷における
環境負荷を大きく削減

ヘルスケア

高機能材料

ドキュメント

グラフィック
システム
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“受診者にやさしい”という価値を追い求めて
　鼻から入れる経鼻内視鏡は、受診者の身体的負担を緩和する内視鏡として開発さ

れました。胃がんの早期発見には直接、胃の内部を観察できる内視鏡検査が有効な

のですが、口から入れる経口内視鏡は喉が「おえっ」となる咽頭反射や麻酔による身

体的負担がハードルとなり、受診をためらう人が多いという問題がありました。富士

フイルム（当時：フジノン）は1999年、「受診者の身体的負担を軽減できないか」とい

う、フランスの医師からの要請をきっかけに経鼻内視鏡の開発を始めました。

　咽頭反射は舌の付け根にスコープが触れることで起こる反応で、鼻から挿入すれば

スコープが触れないため少なくなります。また、鼻への微量の麻酔ですむため、麻酔

による身体的負担も軽減されます。しかし経鼻内視鏡は、医師も受診者も鼻から管を

挿入することへの抵抗感をなかなか払拭できず、普及は進みませんでした。こうした

環境でも、「富士フイルムが開発を続けたのは、受診者が楽になることに、価値を見出

していたからです」と、メディカルシステム開発センター研究マネージャーの圓橋は

当時の研究員たちの決意を振り返ります。

改良を重ね、経口内視鏡に匹敵する性能を実現
　経鼻内視鏡は、受診者への身体的メリットは大きいですが、製品化するには多くの

技術的課題がありました。口よりも小さい鼻から内視鏡を入れるためには、内視鏡の

挿入部を極細にする必要があります。その直径は5.9mm、面積にして経口タイプの

わずか1/3程度です。狭い面積にカメラやライト、吸引口などの機能を凝縮させ、さら

に経口タイプと同等の性能を実現しなければならない。経口内視鏡の性能を追いか

けることが、経鼻内視鏡改良の歴史だったと言えます。

　富士フイルムは2001年に最初の経鼻内視鏡を発売、その後も「経鼻内視鏡連絡

会」などで様々な要望を聞きながら改良を重ね、開発し続けました。そして2011年、

「EG-580NW」を発売。独自開発の画像センサー「スーパーCCDハニカム」搭載で可

能になった鮮明な高画質画像、120°から経口内視鏡と同等の140°に拡大したスコー

プの視野角など、経口内視鏡に匹敵する性能を実現しました。経鼻内視鏡は経口内

視鏡より画質が劣るため胃がんの発見率に差異があるといわれていましたが、これ

らの改善によりがん発見率に差はない、とする報告もされるようになり、実際に使用

した医師からは「検査時の安心感が違う」と、評価の声もいただいています。

経鼻内視鏡の啓蒙活動をすすめ、選ばれる内視鏡へ
　技術的課題とともにハードルとなったのは、“内視鏡は口から”という医療現場での

固定概念です。内視鏡検査が必要か否かは医師が判断します。しかし製品の発売当

時は、検査性能に対する不安から、思うように医師による採用が進みませんでした。

そこで富士フイルムでは、広告やコマーシャルを通して検査時の苦痛が少ないこと

を伝え、ウェブサイト等を活用して経鼻内視鏡検査を受診できる医療機関を紹介す

るなど、受診者への啓蒙活動に力を入れました。

　現在では、こうした活動が効果を生み、自ら経鼻内視鏡を希望する受診者が増加し

ています。

　また、経鼻内視鏡の経験者5,000人に行われたアンケートでは、95％以上の人が

「楽だった」と回答、96％の人が「次回も経鼻を希望する」と答えています※。

　一方、医師を対象とした取り組みとして、経鼻内視鏡を使用している医師を招いて

開催する「経鼻内視鏡連絡会」や販売を担当する富士フイルムメディカルとともに、

全国各地で経鼻内視鏡の理解を促進するセミナーを開催してきました。導入を検討

する医療機関には、実際に使用している医師の声が何より説得力を持ちます。現在も

ひと月に2回以上のペースでセミナーを開催するなど、医師による医師のための啓蒙

活動を継続しています。これらの活動により、現在では、検査性能はもちろんのこと、

受診者の身体的負担の軽減が多くの医師に認められ、国内の約7,000施設で導入さ

れています。

「胃がんの多発国である日本こそ、経鼻内視鏡の普及を」

　私が最初に経鼻内視鏡を導入したのは、ま
だ黎明期とも言える2004年です。日本は胃が
んの多発国であるにもかかわらず、胃カメラ
(内視鏡検査)をすすめると患者さんから敬遠
されがちでした。内視鏡検査に対するイメージ
のハードルを下げ、現状を打破したいという思
いから、経鼻内視鏡の普及に協力できればと
考えたのです。また、鼻から挿入可能な内視鏡
は各社から上市されています。その中でも富
士フイルムは、「患者さんに負担が少ない経鼻
内視鏡を普及させたい」というスタンスをはっ

きり打ち出しており、関係者の方々の真摯な態
度に共鳴した点も活動に協力した大きなポイ
ントでした。
　富士フイルムの経鼻内視鏡は非常に柔らか
く、患者さんへの負担が少ないですが、まだ改
善の余地があります。水切れや吸引力などがさ
らに向上すれば、検査時間が短縮され、患者さ
んだけでなく、術者の負担も軽減されます。今
後も技術改革を進め、「患者さんにも医師にも
やさしい経鼻内視鏡」を目指していただきたい
と思います。

筑波大学附属病院
光学医療診療部 部長  
病院教授

溝上 裕士  氏

※ 静岡日本赤十字病院2008年調べ

面積比
1：0.39

9.4㎜
69.4㎜2

5.9㎜
27.3㎜2

日本で1年間にがんで死亡した人は357,305人※。
そのうち約5万人が胃がんで亡くなっており、がん
のなかでも2番目に多くなっています。ただし胃が
んは、早期発見できれば十分に治療できる病気。
そのためには検診が普及することがとても重要
です。また、近年ピロリ菌の除菌と内視鏡による
適切な経過観察が、胃がんの発生率を大きく抑え
られるということが分かり、一層の胃検診受診率
向上が求められています。
※2011年統計。独立行政法人国立がん研究センター

社会的課題・背景

ヘルスケア事業

鼻から入れて、体も心も楽にする
─受診者の身体的負担軽減で胃がんの早期発見に貢献する経鼻内視鏡─

「胃がん撲滅に貢献し、
健康的な未来を
つくっていきたい」
富士フイルム  R&D統括本部
メディカルシステム開発センター
研究マネージャー

圓橋  敦史

ヘルスケア製品の開発を通して新
たな価値を提供できることが、研究
者として良いモチベーションになっ
ています。製品として供給する以上
は社会に貢献できるプロダクトを
開発したい。世の中を良い方向に
変えていける、そんな製品開発にこ
れからも携わっていきたいですね。

VOICE

特 集

Part1
Special feature

2001年
FUJINON EG-470N 発売
4方向湾曲、高周波処置対応など、経口内視鏡と同等の取り扱い性を実
現。さらに経鼻挿入ができるように柔軟性のある軟性部を採用

2003年 FUJINON EG-470N5/EG-270N5 発売
新操作部採用により内視鏡の使い勝手を向上

2005年
FUJINON EG-530N 発売
小型ハニカムCCDを採用、Sapientiaシステムとの組み合わせにより高
画質を実現

2007年 FUJINON EG-530N2 発売
弱点であった明るさや水切れ性能など、性能面を改善

2009年
EG-530NW 発売
視野角120°から140°へ。表示イメージを変更し、より経口内視鏡に近い
観察性能を確保

2011年 EG-580NW 発売
スーパーCCDハニカム採用。経口に迫る高画質を実現

●経鼻内視鏡開発の経緯

●経鼻内視鏡経験者へのアンケート

●経口内視鏡と経鼻内視鏡の
　スコープの比較（当社比）

●口からと鼻からの挿入の比較

次回も鼻から入る
内視鏡を選ぶ

※出雲中央クリニック調べ

96%

EG-530NWでは、従来の経鼻スコープ視野角120°から140°に拡げ、EG-
580NWではさらに約1.5倍の迫力のある大画面で内視鏡画像を観察するこ
とを可能にした。また近接の観察性能も大幅に向上

 従来スコープ   視野角120°

 従来スコープ  観察範囲 4㎜〜100㎜

  EG-530NW   視野角140°

  EG-580NW   観察範囲 3㎜〜100㎜

経鼻経口

2011年に発売されたEG-580NW
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　また、2012年秋から中国でもセミナーを開始。経鼻内視鏡の海外拡販に向けて、

経鼻内視鏡の有用性をアピールしています。

さらなる経鼻内視鏡普及に向けて
　近年、ピロリ菌感染者が胃がんになるリスクが高いことが明らかになりました※。こ

れまでピロリ菌の除菌は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などにかかっている場合に限り、

医療保険が適用されていましたが、2013年2月からは、慢性胃炎の診断でも適用さ

れるようになりました。慢性胃炎の検査には内視鏡検査が必須で、除菌後も定期的

な内視鏡検査による経過観察が必要なことなどから、身体的苦痛の少ない経鼻タイ

プが受診者に選ばれる可能性が高まっています。

　国内のピロリ菌の感染者は6,000万人といわれ、医療保険の適用範囲拡大により、

検査数は確実に増加すると思われますが、課題となっているのが対応する医師の不

足です。経口内視鏡に比較して、経鼻内視鏡の教育環境が確立されていないからで

す。富士フイルムでは、医師向けのセミナー、検査前に鼻の処置を行うスタッフへの

セミナーを開催するなど、経鼻内視鏡を導入している医師、医療機関と連携したサ

ポートを行っています。

　医師が使いやすく、受診者にやさしい医療機器を提供することで、人々の健康で実

りある人生に貢献していきたい。その思いを持ちながら、今後も富士フイルムは経鼻

内視鏡の開発・普及を図っていきます。

「より患者さんが受診しやすい内視鏡環境を目指して」

　胃の内視鏡検査は患者さんと話ができず、しか
も相手は非常に苦痛な顔をしている、そのことに
非常にストレスを感じていました。患者さんに二
度と内視鏡検査を受けたくないと思わせること
は、重大な疾患の発見の遅れにつながるからで
す。そこで患者さんの苦痛を軽減するため、2002
年に富士フイルムの第一世代となる経鼻内視鏡
を導入しました。当初は苦労しましたが、現在ま
でに検査のしやすさは格段に進歩しています。
　病変を発見する診断力については、経鼻内視

鏡は自信をもっていいと思います。あとは、患者
さんの内視鏡への許容性をさらに広げる努力を
してほしい。クリニックなど、どこでも気軽に内視
鏡検診を受けられるようになれば、がんの早期
発見や医療の地域格差解消につながります。患
者さんの意識下で、安全に受けられる経鼻内視
鏡はそれが可能なのです。今後、多くの医師が取
り扱えるようにさらに使いやすくすることで、最
初の胃検診は経鼻内視鏡という時代が来ること
を期待しています。医療法人社団 出雲中央クリニック

医師

宮脇 哲丸  氏

経鼻内視鏡検査の様々な啓蒙活動
を実施

鼻から.jp 〜胃がんの予防と早期発見〜
http://www.hanakara.jp/index.html

日本全国で行われている経鼻内視鏡普及のためのセミナー

マンモグラフィ普及における様々な課題

　乳がんにかかる女性は、世界的に増加傾向にあります。しか
しマンモグラフィ検診の普及が進んでいる欧米諸国では、乳
がん発症率は増加しているものの、死亡率は減少傾向にあり
ます。つまり、早期発見し適切な治療を行うことができれば、
乳がんによる死亡は防ぐことができるのです。
　一方で、新興国においては、検診が普及する上での様々な
課題が浮かび上がっています。マンモグラフィの画像診断に
は、画像を診断する放射線医師（Radiologist）と撮影する放射
線技師（Radiographer）が必要で、どちらの技術・経験が不足
していても、がんを見逃すなど誤診につながる可能性があり
ます。中東・アフリカ地域では、ピンクリボン活動などにより乳
がん検診の重要性が叫ばれ、受診する女性は増えつつあるも
のの、こうした医師・技師育成の遅れから、検査が必ずしも死
亡率削減に寄与していないという現状があります。富士フイ
ルムグループはこうした課題に対応するため、製品の普及だ
けではなく、診断技術向上のための様々なサポートを各国で
実施しています。

【事例1】  ヨルダンでの読影技術向上の取り組み

　ヨルダンでは、乳がん検診の受診率を上げると同時に画像
診断をする放射線医師の読影技術の向上を目指し、国がサ
ポートするプログラム「Breast Cancer Program」を立ち上げ
ました。2012年3月、米国からマンモグラフィの読影技術に優
れた著名なドクター5名を招へいしプログラムを実施。参加し
たヨルダンの医師200名〜250名が、たくさんの症例を繰り返
し診断することで画像診断技術の向上を図り、大きな成果が

ありました。
　富士フイルムはこのプロジェクトを支援、マンモグラフィ
のワークステーション等の機器を20台、無償にて提供してい
ます。
　ヨルダンは、この成果を中東の近隣諸国に広げることを検
討し、2013年10月にはUAE、サウジアラビア、レバノン、エジ
プト、イラク等の医師も参加する400名〜500名規模のプログ
ラムが開催されることになっています。富士フイルムでは引
き続き支援を行い、機器40台を無償貸与するなどサポートし
ていく予定です。なお本プログラムにおける貢献を評価され、
FUJIFILM Middle East FZE (FFME)はヨルダン政府から表彰さ
れました。

【事例2】  UAEでの撮影技術向上の取り組み

　マンモグラフィの撮影は、未熟な放射線技師が行うと照射
するX線量が多く、かつきれいな画像が撮影できず、正しく診
断されないばかりか、X線量の過多で逆に発がんリスクを高め
る結果にもなってしまいます。富士フイルムでは、教育の遅れ
ている中東、アフリカ地域に技術を広めていくため、ドイツで
20年間、放射線技師をしていたスペシャリストを雇用し、撮影
技術の教育プログラムを作成。UAEの厚生労働省に提案し、無
償で教育を実施しています。
　本教育プログラムはUAEの厚生労働省に正式に認可を受け、
放射線技師のライセンス更新に必要なものとなっています。

　富士フイルムは、自社製品にこだわらないマンモグラフィの
基礎的技術の教育・知識伝達までが、新興国での医療機器を販
売する会社の使命と認識し、今後も活動を行っていきます。

ヨルダン・アン マンで 2 0 1 2
年 2月に 行 わ れ た「 B R E A S T 
IMAGING 2012」。このプログ
ラ ム を 支 援 するヨ ル ダ ン の
ディナ王女も参加され、乳が
ん 早 期 発 見 の た め の 様々な
ワークショップが開催された

※ 「ヘリコバクターピロリ感染と関連要因に
よる胃がんリスク」独立行政法人 国立が
ん研究センター（2006/9/4）

C  olumn  中東におけるマンモグラフィ普及への取り組み
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継続的な省エネを実現する“見える化”システム開発を目指して
　富士ゼロックスは、地球温暖化防止に向けた取り組みとして、2009年に「2020年

温室効果ガス削減目標」を発表しています。2020年までに自社のライフサイクル全

体のCO2排出量を2005年度比で30％削減、新しい働き方を通してお客様先でのCO2

排出量を年間700万トン削減する、という目標を実現するために、基幹事業である複

合機やプリンターなどの省エネ製品の提供に取り組んできました。しかし、削減目標

の達成に向けてより大きな効果を上げるためには、オフィス全体でのエネルギー削

減策が不可欠との結論から、オフィスのエネルギー消費量削減を推進するソリュー

ション・サービスの提供に乗り出しました。その一つの成果が、2010年3月にオープ

ンした「R&Dスクエア」ビルにおける「自立分析型エネルギー使用量見える化システム

『EneEyes』」を用いた実証実験です。EneEyesによる省エネ実証実験は当初、2011

年以降に3年程度かけて段階的に進める計画でしたが、東日本大震災による東京電

力管内の夏季電力使用制限の遂行のため、2011年夏に成果が出せるよう急きょ前倒

しで取り組むこととなりました。

　従業員の省エネ意識を高めることを目的に、使用電力のデータをリアルタイムで

表示するシステムを導入する企業は増加しています。R&Dスクエアでもエントラン

スホールや食堂など、多くの社員が集まるエリアにディスプレイを設置するという案

も検討されました。しかし、データをグラフ化して展示するというアプローチだけで

はデモンストレーション以上の効果は期待できない。社員の省エネ行動を誘発する

ためには“見える化”とともに自立分析による納得性ある省エネ策の実行が必要だと

の結論に至りました。では、どのような情報をどう伝達すれば社員の自発的な省エネ

行動を誘発することができるのか。まずは目標と現状のかい離状態を認識し問題を

見える化すること。そして解決策を考え、施策の効果を提示することを目指しました。

従業員が自分たちでデータの解析を行える機能を加えることが、継続的な省エネ行

動を可能にすると考えたのです。そして問題提起から施策の効果までの一連のプロ

セスが見え、加えて従業員がデータの分析を自立的に行うことができるシステムとし

て、EneEyesの開発に取り組みました。

2011年度は年間約30％のCO2排出量削減を達成
　夏季電力抑制に向けて7月の運用開始を目指し、3カ月を費やし準備を進めまし

た。まずはフロアごと、部門ごとに責任者を決め、従業員が自立的に運用できる体制

を構築しました。さらにR&Dスクエアの過去の電力実績を部門ごとにEneEyesで分析

し、ビル全体の目標とフロアごとの目標を設定。その後、それぞれの責任者が中心と

なり目標達成のための施策を立案しました。省エネメニューには業務への影響度合

などから部門ごとに自主判断で優先順位を付け、トライアルを実施。すぐに効果を確

従 業員5 0 人 のオフィスで 排 出されている
CO2排出量のうち、ビル内のエネルギー消費
で7割近くを占め、そのうち空調・照明・コン
セントだけで6割近くに及ぶ

富士ゼロックスR&Dスクエア
2010年4月より稼働した新しい研究・開発拠
点。既存の研究開発拠点を集約し、領域を超
えた各機能の連携強化、お客様との接点強
化などを目指している

写真撮影：
（株）川澄建築

写真事務所

オフィスにおける省エネやCO2排出量削減対策は、企業が環境経
営を進める上で取り組むべき必須課題と言えます。しかし業務部門

（オフィスビル等）のCO2排出量は、パソコン等のOA機器普及な
どが影響し、減少するどころか増加傾向※にあるのが現実です。オ
フィスビルにおける省エネ対策に行き詰まりが生じるなか、今後
さらなる省エネを進めるためには、省エネと無理のない働き方を
両立できる、抜本的な改革が求められていると言えます。
※ 環境省「日本の温室効果ガス排出量の算定結果」

社会的課題・背景

ドキュメント事業

全社員が自ら考え、実行する省エネ
─ワークスタイル・イノベーションで実現するCO2排出量の削減─

「一過性の成果ではなく
後に残せる価値観を育てたい」
富士ゼロックス
ソリューション・サービス開発本部
ソリューションPM部  グリーンサービスプロジェクト
プロジェクトマネジャー

伊藤  裕二

環境分野の研究・開発の取り組みに
は、経済的な価値観に加えて長期的
な広い視点での価値観が必要だと考
えます。そのためにも私がポリシーと
しているのは、このような価値観に共
感し共有してもらうこと。富士ゼロッ
クスのグリーンサービスも一過性の
実証実験成功で終わらせないため
に、次の世代まで続く価値観＝意識
を社内に醸成したいと思っています。

「企業だからこそできる
エコを通して環境保全に
貢献していきたい」
富士ゼロックス
ソリューション本部  ソリューション開発部

川本  真司

私は個人的にも地球環境保全という社
会問題に興味を持っています。自分は
環境のために何ができるのかを考えた
とき、富士ゼロックスという会社にしか
できないことを通して社会に貢献して
いきたいと思っています。自分たちが
開発したEneEyesなどのグリーンサー
ビスを活用した新しい働き方をお客様
に提案し、お客様のオフィス環境を変
えていくことができたらいいですね。

VOICE VOICE

特 集
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●従業員50人のオフィスの
　平均的な年間CO2排出量

ビル内の
エネルギー消費
68.7%

空調
30.2%

照明
14.8%コンセント

（PC等）
13.3%コンセント

（複合機、
プリンター等）
1.5%

その他 
9.0%

乗用車利用
通勤 10.1%

乗用車利用
業務 11.3%

移動のための
エネルギー消費
21.4%

136.5t
-CO2/年

資源投入 5.0%
資源廃棄 4.8%

夏季電力抑制実施トライアル実施削減のためのメニュー
（施策）出し基本方針の決定

・EneEyesで使用実績を
分析し、ビル全体と各フ
ロアごとの目標を設定

・目標を達成するための
施策検討

・各フロアのメニュー
（施策）のトライアル実施
・各施策の効果確認を
実施

・本番運用
・リアルタイムで使用状
況を確認、必要に応じて
追加を実施

●EneEyesの活動経緯

消費電力（千kWh）年間CO2排出量（t）

0
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1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

その他
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照明

空調

2011年
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2010年
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285714.285714
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1142857.142857

1428571.428571

1714285.714286
その他
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空調
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3,500

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000 その他

コンセント

照明

空調

2011年度2010年度

年間
CO2排出量

約30%
削減

消費電力

約30%
削減

環境
負荷合計

5,049
千t-CO2/年

0
200,000
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●EneEyesのシステム構成

●省エネ効果 （左=年間CO2排出量削減効果、右=2011年夏の節電効果）

●R&Dスクエアビルの月間消費電力量の比較 （2010年度 vs 2012年度）

設備系データ
取得用サーバー

省エネ推進者

一般従業員 設備系ネット

イントラネット

表示パラメータ（期間、項目、エリアなど）、表示
形式（円グラフ、棒グラフ）など、自由に選んで
グラフ化

グラフイメージ

データ解析／
見える化

見える化
情報サーバー

EneEyes

ビル中央監視・
制御システム

関連データ測定システム

約 1 , 2 0 0 ポイントの セン
サーからの10分単位のリ
アルタイム測定データを
ビル 中 央 監 視・制 御シス
テムから逐次収集・管理

EneEyesの実証実験が行われた富士ゼロックスR＆Dスクエア
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認するという工程を繰り返すことによって、ブラッシュアップを図りました。省エネを

サポートする手法として、電力の使用レベルを超えると自動的に警告メールが届くな

どの機能も設けましたが、EneEyesの利用によって、強制されるのではなく、現場で

働く従業員自らがエネルギー消費の構造を分析し、施策の効果を確認し具体的なイ

メージとして実感できたことが、省エネ活動を後押し、効果につながったのです。

　もともとR&Dスクエアは、設計段階から環境面に配慮され、CO2排出量が従来比で

35％削減されている省エネビルです。そこからさらなる省エネを実現しなければな

らないため、従業員への要求が厳しくなるのではとの懸念もありましたが、自発的な

省エネ行動を誘発できたことで、新たな設備投資や勤務体系の変更を行うことなく

電力使用制限の基準をクリア。2011年7、8月の消費電力は2010年度同月の約30％

削減、2011年度の年間CO2排出量も約30％削減を実現しました。当初EneEyesを活

用した省エネ実証実験は3年かけて実施する予定でしたが、東日本大震災後、R&Dス

クエアの全従業員を巻き込んだ省エネ活動により、そのデータ採取や加工方法の改

善、EneEyesの応用による効果の実証等をわずか1年で行うことができ、年間CO2排

出量30%削減という省エネ目標を達成することができました。

　2011年度は1日のピーク電力を抑えるという目標を立て目標値をクリアしました

が、2012年度は計画を見直し、年間のアベレージで削減目標を立て、2011年度の実

績を維持し定着化を図りました。2013年度も継続して省エネを実施していきます。

「言行一致活動」を体現したEneEyesでのチャレンジ
　EneEyesの導入によって、エネルギー使用量の現状把握から施策の効果も確認で

きるようになりましたが、これだけでは省エネや電力使用量の大幅削減は実現でき

ません。最大の特徴は、EneEyesの「見える化」機能が従業員の自発的な省エネ活動

を誘発し、一人ひとりが省エネ視点で仕事内容や働き方と深く向き合い、自分たちの

業務に応じた省エネを実践したという点です。

　省エネ施策の効果は、実施の約10分後には数値で表示されます。効果が確認でき

ることが従業員のモチベーションとなり、自ら問題を提起し解決策を考え、取り組み、

さらなるブラッシュアップにつなげるというサイクルを円滑に回すことになりました。

効果が見えるということは、納得した上で次のステップに進めるということです。自分

たちのワークスタイルに合わせ、無理なく無駄を省くことで、使用エネルギーの30％

削減は可能だということを実証できたことが、実証期間中だけにとどまらない継続的

（左から）デモ表示モード、インタラク
ティブ表示モード、解析表示モード

特 集

Part2
ドキュメント事業

な省エネ活動につながっているのです。

　富士ゼロックスは、何ごともまずは自分たちでチャレンジし、その経験を基にお客

様に提案するという「言行一致活動」に取り組んでいます。EneEyesの運用には、まさ

に「言行一致活動」の精神が息づいていたと言えるでしょう。

　こうした業務の実情に合った節電施策や省エネ策に従業員が主体的に取り組み、

高い省エネ効果を上げたことが高く評価され、EneEyesは「2012年度グッドデザイン

賞」をはじめ、いくつかの賞を受賞しました。ビル自体にいくら高度な技術を投入して

も、使う側にその意識が生まれない限り、環境問題は本質的に解決したとは言えませ

ん。働き方に合わせて自分たちで施策を考える。そしてまた、新たなワークスタイル

を創造する一助となるツールがEneEyesだったのです。

ワークスタイルを変革する環境ソリューションとしての展開
　富士ゼロックスの省エネ活動は、建築というハード部分の消費エネルギー抑制だ

けではなく、働き方というソフトの変革に向けたソリューションです。今後はR&Dスク

エアでのノウハウや経験をベースに、他の事業所、海外拠点などに展開すると同時

に、新しい働き方を通して社会システム変革に貢献し、「2020年までにお客様先での

CO2排出量年間700万トンの削減」を実現すべく、個々のお客様に合った仕組みづく

りや働き方の変革をサポートしていきたいと考えています。

　現在、富士ゼロックスでは、コピーやプリントの利用実績をもとにした個人ごとの

CO2排出量や、オフィスの照明、PCなどの電力情報をシステムに取り込むことでオ

フィス全体の電力量を見える化する「環境負荷監視システム」などの環境ソリュー

ションを展開しています。これらに、従業員自らが実践したEneEyesを活用した業務

改善活動で培ったノウハウを付加し、新たなソリューション・サービスとして展開する

ことが次なる目標です。複合機の紙や電力の削減から、オフィス全体の環境負荷低減

へとソリューションを拡大し、「言行一致活動」に基づいた実践を通して提案していき

たいと考えています。

　温室効果ガス排出量の低減は国際社会の急務であり、そのためにも社会システム

の変革スピードを加速しなければなりません。これには一企業だけでなく、様々な産

学官の連携による技術開発が不可欠です。富士ゼロックスは「東大サスティナブル

キャンパスプロジェクト」など、産学連携の研究会へも積極的に参画し、グローバル

な地球環境改善に寄与していきます。

「ハードとソフトの両輪で
お客様のオフィス環境に
貢献する」
富士ゼロックス
R&D企画管理部
グループ長

末光  裕治

今回の活動は、富士ゼロックスが
掲げる「言行一致活動」そのもので
す。自社で実践してきた「EneEyes」
というハードと業務プロセスの変
革・推進というソフトを両輪とした
仕組みをお客様のオフィス環境の
改 善 に 生 かしてい た だきた いと
思います。今後、様々なシチュエー
ションで様々な意見をうかがうこと
で、さらに質の高いシステムへ高
めていきたいと考えています。

「デザインを通じて
社会を豊かにしたい」
富士ゼロックス
商品開発本部
ヒューマンインターフェイスデザイン開発部

松林  景子

EneEyesが働き方の変革でグッド
デザイン賞を受賞したように、商品
のデザインだけでなく、自社の良
い活動を社会に伝えていくのもデ
ザイナーの役目だと思っています。
富士ゼロックスのドキュメントと
は、紙媒体だけでなく情報すべて
のこと。様々な情報を分かりやすく
伝達することで社会を豊かにして
いきたいです。

VOICE VOICE

EneEyesは「グリーンITアワード2011審査員
特別賞」「第21回地球環境大賞フジサンケイ
グループ賞」「2012年度グッドデザイン賞」
などの賞を受賞

業務内容に合わせて
フロアの照明を間引き

間引き後のオフィス間引き前のオフィス

●EneEyesの画面表示モード

照明の間引きやエレベータの一部
停止、ノー残業デー、サーバーの削
減など、ビル全体の共通施策とフロ
アごとの施策を実施。常にEneEyes
で導入施策の効果を確認しあうこ
とで、高い省エネ効果を実現した

利用者 目的 表示モード

一般
従業員

担当エリアの目標や施策
状況の確認

インタラクティブ
表示

省エネ
推進者

具体的な目標管理や省エ
ネ推進 解析表示

訪問者 EneEyesやR＆Dスクエア
ビルの特徴の理解 デモ表示

●利用者の目的に応じた表示モード
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やるからには、世の中の先駆けとなる技術開発を
　「フレキシブル熱電変換モジュール」の開発は、フェローになった3年ほど前、研究

現場の一歩先をいく研究、他社に先駆け一番になれる技術はないかと、研究員だっ

た頃から貯め込んだアイデアの引き出しを探り直すことから始まりました。研究テー

マのポイントは、自分の専門技術と富士フイルムのコア技術を生かせるものであり、

将来的に社会に貢献できる事業となるかという点でした。

　私たちの身近には、いたるところに無駄に捨てられている熱があります。日本で使

われているエネルギーの約8割が化石燃料からつくられていますが、この中で有効利

用されているのはわずか1/3。残り2/3はCO2とともに排熱として捨てられています。

CO2と排熱は、再利用されなければ最大最終の産業廃棄物です。この未利用熱、とり

わけ回収が困難とされる200℃以下の中低温の排熱を、エネルギー問題の解決策と

して有効活用できないかと考えました。では、どのように活用するか。電気に変換して

持ち運べるようにしてはどうか。こうした発想から研究が始まりました。

　実は熱電変換モジュールは、50年以上前から研究されている技術です。しかし、従

来の熱電変換材料は無機材料が中心でレアメタルや毒性のある金属を使っており、

硬く、重い。一般社会で普及を図るには不向きでした。普及に向く材料として、富士フ

イルムの得意とする有機材料を活用してはどうか。有機材料のメリットは、フレキシ

ブルで軽量、加工しやすく、塗布や印刷など富士フイルムのフィルム技術も応用でき

ます。さらに、レアメタルを使わないので低コストで環境保全にも寄与します。素材

開発の業界では熱電変換材料として「有機は無理」という認識が常識化しており、世

界でも例のない研究でした。しかし初めからできると分かっている技術は研究する価

値がありません。研究は未開発だからこそチャレンジする意味があるのです。

軽量で柔軟な性能を生かし、広範囲な分野で実用化を目指す
　実用化にあたっては、有機材料の特性を考え、ミリワットクラス、マイクロワットク

ラスの電力でも機能する製品をターゲットにしています。柔らかく軽い有機材料であ

れば、照明や電化製品、身体など様々な形状に対応でき、これまで利用できなかった

身近な中低温の排熱も活用できるからです。例えば、体温を熱源としてセンサーの電

源にするヘルスモニターなど、ヘルスケア分野への応用も考えています。実用化に向

けては、熱電変換技術に加え、センサー技術など周辺技術もともに高めていかなけ

ればなりませんが、プロダクトとして早い段階で世に出すことが重要だと考えていま

す。一般社会で使われ批評されることで、技術はさらに飛躍し用途も広がるでしょう。

　開発着手から3年という短期間で実用化への目途は立ちましたが、さらにスピード

を加速するために、1年ほど前から産業技術総合研究所と共同開発を開始しました。

富士フイルムは材料技術、産業技術総合研究所はモジュール開発と、それぞれの得

意分野を生かし、切磋琢磨しながら性能の向上を図っています。有機材料を使った熱

電変換モジュールの研究には国も注目しており、「未利用熱エネルギーの活用」を目

標に近々プロジェクトが動き出すようです。

グリーンエネルギー領域で、さらに広がる有機材料の応用範囲
　近年、創エネルギーの新たな技術として、エネルギーハーベスティング技術（環境

発電技術）が注目されています。必要な電力をその場にある自然エネルギーで発電

するという地産地消の考え方ですが、これまで発電媒体となる具体的な材料がなく

研究が進んでいません。フレキシブル熱電変換モジュールの有機材料は、こういった

技術への展開も期待されています。

　世の中の仕組みを一歩掘り下げてみると、未来にとって必要な技術、あるべき姿が

見えてきます。技術開発には理想とする未来のイメージ＝ビジョンを持つことが大切

です。これからも応用展開に向けてクリアしなければならない様々な課題があります

が、多様な材料技術によるサーマルマネジメントを構築し、環境エネルギーによる社

会貢献を推進していきたいと考えています。

「社会全体の省エネルギー化を、産業界としてリードする」

　フレキシブル熱電変換モジュールに関し
て意見交換を行った際に、我々の目指すとこ
ろと富士フイルムグループの考え方が合致
しており、この技術開発推進に関する並々な
らぬ熱意を感じたことから、富士フイルムグ
ループとの共同研究を決めました。
　フレキシブル熱電変換材料の性能は、ここ
数年で桁違いに向上してきています。多様
な排出源から多量に環境中に放出されてい
る排熱を電力変換して有効活用すれば、社
会全体の省エネルギー化につながり、低炭

素社会の実現に貢献できます。同時に、身の
回りのあらゆる場所で常時発生している排
熱で手軽に発電が行えるようになれば、商用
電力や電池に頼らない電源（自立分散電源）
としての応用も期待できます。これまで培っ
てこられたフィルム技術や材料・プロセス技
術を共同研究に生かしていただき、本技術
の事業化を実現することで、新規産業のパイ
オニアとして、また社会の省エネルギー化を
産業界としてリードしていただくことを期待
しています。

独立行政法人産業技術総合研究所
フレキシブルエレクトロニクス研究センター
表示機能デバイスチーム

チーム長
博士

星野 聰  氏

研究員
工学博士

末森 浩司  氏

富士フイルムでは、「フレキシブル熱電変換
モジュール」以外にも、「高性能太陽電池用
色素」「リチウムイオン電池材料」など、様々
なグリーンエネルギー創出に貢献する技術
を開発している

化石燃料等から直接得られる一次エネルギーの約7割が、実は
“排熱”として捨てられています。資源・エネルギー問題が深刻化
するなか、国もこうした膨大な未利用エネルギーに注目し、熱電
変換技術をはじめ、蓄熱、断熱、ヒートポンプなど様々な熱マネジ
メント技術の開発に力を注ぎ始めています。資源をもたない日
本のグリーンイノベーションの推進には、未利用熱エネルギーの
革新的な技術開発が不可欠な状況と言えます。

高機能材料事業

熱を“捨てる”	から“変換する”へ
─世界最高性能、有機材料によるフレキシブル熱電変換モジュールの開発─

富士フイルム
フェロー

青合  利明

特 集

Part3
Special feature

Nano tech 2013国際ナ
ノテクノロジー総合展・
技術会議では、持続可
能な社会実現に貢献す
る技術開発を評価され、

「グリーン ナノテクノ
ロジー部門賞」を受賞

熱エネルギーを電気エネルギーに変換して発電する
システム。フィルム基板に有機材料を塗布し熱源に
貼り付けることで発電する。1℃以上の温度差があれ
ば発電できるため、人間の体温と外気温との温度差
からでも発電できる。加工性に富み低コストで生産
できるため、様々な分野での利用が見込まれている。
写真の装置は、手の温度でセンサーが反応すること
でミニカーが走る仕組み

軽量で柔らかいのが特徴 電灯の熱でも反応する

夢をみる力。
明日をつくる力。

未来ハウス　A1パネル

社会的課題・背景

●排熱分布─中低温（200℃以下）の
　排熱エネルギーの占める割合

出典：（財）省エネルギーセンター「工場群の
排熱実態調査」（平成12年度）を基に作成

国際ナノテクノロジー総合展でも展示された富士フイルムの先進・独自の様々な技術
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環境性能と印刷品質を両立する完全無処理CTP
　富士フイルムグローバルグラフィックシステムズは、2004年から現像工程が不要

で環境負荷の少ない無処理CTP（Computer To Plate）の開発に着手し、2006年には

初の無処理CTP「PRO-T」を発売。その後さらに、環境性能と印刷品質を向上する改良

を重ね、2011年には安定した印刷品質を実現する完全無処理CTP「PRO-T3」（国内

名称：XZ-R）を発表しました。無処理CTPは現像工程がないため、現像で出る廃液は

ゼロ、さらに機器のための電力、スペース、メンテナンス費用が軽減できるため、環

境負荷低減と印刷全体のコストダウンに貢献できます。

　環境性能面では認められている無処理CTPですが、その普及には印刷品質との両

立が壁となっていました。無処理CTPは、現像機の工程を印刷機上で行います。顧客

の印刷工程では、印刷機に加えてインク、紙など、様々なメーカーの様々な資材が使

われているため、多岐にわたる印刷資材のあらゆる組み合わせに対し安定した印刷

品質を提供する、「ロバストネス（守備範囲の広さ）の実現」に苦慮しました。本来、印

刷工程の領域はこれまで富士フイルムグループの製品がカバーしきれない範囲。そ

れゆえハードルも高く、高い印刷品質を求めるお客様の不安を一つひとつ解消しな

がら改良を重ねていきました。

WaterAidへの協賛で、環境企業「富士フイルム」を訴求
　現在、圧倒的な環境性能と印刷品質を持つPRO-T3は欧州諸国を中心にシェアを

伸ばし、欧州約1,000社、米州約600社、国内約350社、世界で約2,000社の印刷会社

に導入されています。しかし無処理CTPという新たな技術を世界に拡販するにあたっ

ては、その特徴にフィットするプロモーションが必要でした。そこでPRO-T3の最大の

特徴である環境性能を武器に、まずは環境意識の高い欧州で拡販する戦略を立てま

した。

　完全無処理CTPは、現像で使用する水使用量の削減にもつながる製品です。そ

の特徴と、富士フイルムの環境に対する考え方を分かりやすく訴求したいと考え、

PRO-T3の売上の一部を水資源の課題解決に取り組む「WaterAid」※1への協賛金

として寄付、お客様とともに社会貢献できる仕組みを構築しました。また、無処理

CTPの販売ターゲットである中小印刷会社に、環境性能や印刷品質、低コストを直

接アピールするために、専用ウェブサイト「PRO-T3.com」を立ち上げ、認知度アッ

プを図りました。2012年5月には、世界最大規模を誇る国際印刷・メディア産業展

「drupa2012」※2に出展しプロモーションを展開。大きな反響を呼び、環境意識の高

い欧州でのPRO-T3の認知度は飛躍的に高まっています。

　現在、WaterAidと富士フイルムグループは、世界各地での環境セミナーの開催

計画を進めています。環境保全への取り組みを訴求する活動を通じて当グループの

ブランディングを進めるとともに、地球規模での社会課題解決に貢献することが、グ

ローバル企業の使命だと考えています。
※1 WaterAid：安全な水の供給と公衆衛生や衛生教育に取り組む国際的なNGO団体
※2 drupa：4年に一度ドイツ・デュッセルドルフ見本市会場で開催される、世界最大規模の国際印刷・メディア産業展

欧州現地生産ラインの稼働で、納期を大幅に短縮
　プロモーション戦略に加え、PRO-T3を欧州で普及させる上で課題となったのが納

期の問題です。当初、日本で生産し各国に納品していましたが、この生産方式では受

注から納品まで3〜4カ月もの期間がかかってしまうこともありました。そこで、納品の

スピードアップを図るため2012年1月、FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.（オラ

ンダ）において、最新鋭技術と省エネ設備を導入した「CTP版」新生産ラインを稼働。

現地生産への切替えにより納期は1カ月まで短縮することができました。新ラインに

は独自開発の循環型エネルギーシステム「Co-generative Thermal Oxidizer（コー

ジェネレイティブ サーマル オキシダイザー、CTO）」をはじめ最新鋭の省エネ設備を

導入、また風力発電設備を稼働させるなど、生産時の環境負荷の低減にも積極的に

取り組んでいます。

2つの新技術の相乗効果により、品質と生産
性を両立。
FPD - Fine Particle Dispersion技術
感光層に特殊な微細粒子を分散させること
で、画像形成性と画像部強度を同時に確保
する新技術
RSS - Rapid Stable Start-up技術

「画像部の強度」と「非画像部の除去性」とい
う相反する性能を両立させ、印刷機上で高
速に安定した画像形成を実現する新技術

アルカリ現像はもちろん、ガム洗浄などの従
来の処理工程が一切必要ない“完全無処理”
を実現

様々な資源やエネルギー、薬品、溶剤などを大量
に消費する印刷業界では、環境への対応は大きな
経営課題となっています。印刷工程のデジタル化
によるフィルム削減など、環境負荷低減は進んで
はいますが、特に環境意識の高い欧州・日本・米国
などにおいては、現像処理が不要で廃液が出ない
無処理CTP版や現像処理工程の廃液量が削減で
きるケミカルフリーCTP版など、環境に配慮した製
品が強く求められています。

社会的課題・背景

グラフィックシステム事業

すべて“無”、オフセット印刷のエコを極める
─環境規制の厳しい欧州で支持を得る、完全無処理CTPによる社会貢献─

「新興国市場への浸透を
図り、メーカーとお客様で
Win-Winの関係を」
P R O - T 3 は 企 業 の 社 会 的 責 任

（CSR）を果たしていく上で、まさ
にフラグシップの製品。環境負荷
の低減という責任において、新興
国での啓蒙と浸透を図っていくの
が急務だと思います。環境教育面
でも技術面でもまだまだ課題は多
いですが、CSV（Creating Shared 
Value）を意識して富士フイルムと
お客様でWin-Winの関係を築きた
いですね。

「PRO-T3は環境負荷のない
究極のCTPです」
この製品開発に関わることで当社
の事業領域が広がり、印刷機の技
術 につ いて学 べ たことが 無 処 理
C T P の 改 良 にお いて大きな 糧 に
なっています。環境負荷のない究
極のCTPを開発し世界に広めてい
くことに社会的意義を感じていま
す。さらに印刷知識を強化し、業界
全般の環境負荷を軽減していきた
いです。

富士フイルム
グローバル
グラフィックシステムズ
技術一部
担当課長（当時）

中野  治夫

富士フイルム
グローバル
グラフィックシステムズ
技術一部

高橋  宏和

VOICE

VOICE

特 集

Part4
Special feature

●印刷工程の進化

「現像機が必要ないので、環境にやさしいだけではなく
コスト削減にもつながります」

　英国ウェストヨークシャー州ブリッグ
ハウスのAxis Printing Ltd.は、アートと
レジャー産業、商業印刷、ギフト包装紙
とグリーティングカードという３つの市
場に特化した商業印刷会社です。Axis 
Printing Ltd.では環境への責任が企業と
しての重大な行動指針となっており、経
営陣は環境負荷の率先した軽減を継続す
ることを約束しています。

　市場での徹底的な調査を経て、わが社
では富士フイルムの現像処理が不要な

「PRO-T」を導入しました。現像機を必要
としないということは、現像機が使用して
いた化学薬品、水、エネルギーなどを一
切使わないことになります。このことは単
に環境にやさしいだけでなく、ビジネス
的にもコスト削減につながっています。

Axis Printing Ltd.
共同経営者／販売責任者

アレックス・グリーンマン  氏

●PRO-T3のライフサイクル工程ごとのCO2排出量
　（0.24mm厚の場合）   　　　　 　  単位：kg-CO2

原材料調達 生産工程 流通販売 使用維持 廃棄リサイクル 合計（CFP値）
7.37 1.00 0.25 0.06 0.05 8.73

※CFPマークの数値は、1㎡あたりの換算値

「PRO-T3」は一連の環境
性 能 が 高く評 価され 、印
刷 資 材で 初 めて、カーボ
ンフットプリント（CFP）の
マークを付与されている「PRO-T3」は世界最大規模の国際印刷・メディア産業展「drupa2012」でもプロモーションを展開

DTP※登場後（CTF※）のワークフロー
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

フィルム出力 最終ポジ
フィルム現像

フィルムから
刷版に露光 刷版現像 印刷

フィルムセッター 現像機 露光機 現像機 印刷機

現行のCTP※のワークフロー
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

富士フイルムグループの製品対応範囲

刷版出力 刷版現像 印刷

CTPセッター

刷版出力

CTPセッター

現像機 印刷機

無処理CTPのワークフロー
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

印刷

印刷機刷版現像を印刷機
上で行うことで、現
像行程を省略

※DTP：Desktop publishing  印刷用データ作成までの行程をすべてパソコンで行う
※CTF：Computer to film  デジタルデータを製版フィルムに直接出力する
※CTP：Computer to plate  製版フィルムを使用せずに直接、印刷する版に出力する
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地球規模での環境問題解決に向け、新興国の環境意識を育む
　今後、環境負荷の少ない印刷を世界に広めていくためには、各国の地域特性、

ニーズを考慮した戦略を進めていく必要があります。欧州・米国では無処理CTPをメ

インにしていますが、日本では普及率の高いアルカリ処理システムでの環境負荷低

減にも力を注ぎ、大規模な設備更新をせず環境負荷低減を実現するソリューション

として、現像廃液削減装置「XR-1200F」※の導入を推進しています。また、新興国での

最大の課題は環境意識の遅れです。新興国の多くはいまだ廃液処理等の環境に対

する規制そのものがありません。さらに設備投資の低コスト化も重要です。そこで富

士フイルムグループでは、インドネシアやトルコ、ブラジルをはじめとした新興諸国

において、当社の環境製品の紹介を通して環境意識の底上げを図ろうとしています。

　特に新興国への普及では、環境教育と同時に価格の適正化、ロバストネス（守備

範囲）のさらなる拡大を図る必要があるなど、市場開拓に向けた課題は山積みです。

しかし、環境保全は世界共通の重要な課題であり、環境製品への需要は確実に伸び

ていることから、無処理CTPを筆頭にした環境負荷低減を実現するトータルソリュー

ションのさらなる普及、新技術の開発に向け、取り組みを継続していきます。
※ XR-1200F：現像廃液削減装置。現像液を水と濃縮液に分け、廃液の回収量を1/8〜1/10にまで削減。分別した水は再利

用することができる

「PRO-T3」専用のウェブサ
イト。お客様のWaterAidへ
の協賛活動への参画意識
を高めるために、販売数量
に 応じて積 み 上 がる協 賛
金を可視化している。また

「drupa2012」の展示ブー
スでもWaterAidへの協賛
活動を訴求

ユーザーの環境への意識を高めるため、新興諸
国を中心に環境対応製品、ソリューションをPRす
るセミナーを実施（上：トルコ、下：ポルトガル）

スージー・ケネディ氏（左）、吉澤恵吾（中央）、
グラハム ・リーソン（右）

特 集

Part4
グラフィックシステム事業

VOICE

VOICE

「フロンティア精神をもって
海外市場のシェアを
もっと伸ばしていきたい」
PRO-T3は欧州ではある程度受け入
れられていますが、世界的にはまだ
まだ認知度は低いという点で、チャ
レンジする価値は大きいと考えて
います。フラグシップの製品をもっ
て、アフリカをはじめ新興国を開拓
していきたいですね。環境製品開
発のチャレンジャーとして、会社の
成長に貢献していきたいです。

「環境技術をコアに、新たな
商機につなげていくチャンス」
昨年10月まで、アメリカの現地法人
でPRO-T3のマーケティング業務に
携わっていたのですが、環境負荷
の低減と印刷品質を同時に訴求す
ることでシェアが伸びたという実感
があります。どこの国でも環境を改
善したいというニーズは変わらな
いはずです。品質とともに環境訴求
をコアに考えることで、新たな商機
につなげていきたいと思います。

富士フイルム
グローバル
グラフィックシステムズ
海外営業部（当時）

野村  浩順

富士フイルム
グローバル
グラフィックシステムズ
海外営業部
担当課長

有岡   厳

全な水が不足し、人口の大半を占める農村
地域の多くで十分な食物を育てることがで
きません。また、人口のほぼ半数の人が安
全な水を利用できていません。そのため、
女性や子供が毎日2時間以上かけて水汲み
に行くことになります。トイレの利用率はさ
らに低く、人口のわずか25％に過ぎません。
このことは、無計画に広がった人口過密地
域の人々の健康にとって大きな問題となっ
ています。こうしたことが国民の健康に重大
な影響を与え、毎年、防止できるはずの下
痢性疾患によって20,000人もの子供たちが
5歳以下で命を落としています。
　こうしたなかWaterAidは、富士フイルム
の支援の下、スラム街のトイレを洗浄する
ための新型ポンプや、タンザニア全土の給
水所の場所と状態を記録できる革新的なシ

ステムなど、より長期間に渡って使用できる
水資源改善のための道具・サービスを導入
することができました。
──────────────────
　持続可能な取り組みの推進を支援していくため
に、富士フイルムは欧州、中東、アフリカで販売し
ているBrillia HD PRO-T3の㎡あたりの売上の一部
を2012年5月から「最貧地域での安全な水の供給
と衛生問題」に取り組んでいるNGO団体WaterAid
に寄付しています。 
　製版工程において従来必要な現像液、水がゼロ
になる無処理CTP「PRO-T3」のベネフィットが、この
WaterAidの活動につながるため協賛を開始しまし
たが、 開始後1年間の寄付総額は、PRO-T3の販売拡
大により、目標の30,000ユーロを大きく上回る65,025
ユーロとなりました。今後さらに拡販し、この社会活
動に間接的に貢献していきたいと考えています。

（FUJIFILM Europe GmbH  吉澤恵吾、グラハム ・
リーソン） 

　2012年から2013年までの富士フイル
ムの支援によって、WaterAidはアフリカの
最貧地域、例えばタンザニアのBarabara 
YaMwinyiなどの人々の生活を改善すること
ができました。タンザニアは東アフリカ最大
の国であり、4,000万人を超える人々が暮ら
しています。暑く乾燥した気候のために安

WaterAid、コーポレートアカウントマネジャー

スージー・ケネディ  氏


