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生産拠点での取り組み 

生産工程における LPG 使用量の削減 

エアコンの生産工程では、塗装や熱交換器の乾燥、銅配管

のロウ付け加工など多くのプロセスにおいて LPG を使用し

ています。そこで、これまでの LPGの使い方を検証し、徹底

したムダ取りを行いました。 

 富士通将軍(上海)有限公司では、熱交換器の組立工程にお

いて、休憩時間にボイラーや乾燥炉の稼働を停止させ、LPG

の消費を抑える取り組みを行いました。 

FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD. では、塗装工程

において、常温で塗装が可能な前処理剤を採用し、加熱のプ

ロセスを無くすることで、ボイラーの使用を無くし、LPGの

使用量を削減しました。 

また、FGA(THAILAND) CO., LTD.では、アルミダイキャス

ト溶解保持炉を LPG専用のタイプから、電気と併用可能なハ

イブリットタイプに更新することで、省燃料化を図りました。

これらの取り組みにより、富士通ゼネラルグループにおける

LPG使用量を年間約 315 トン削減しました。 

省エネエアコンへの更新による消費電力の削減 

 富士通ゼネラルグループでは、自社で開発した省エネ性能

が高いエアコンを積極的に採用することで、消費電力の削減

に取り組んでいます。 

富士通将軍中央空調(無錫)有限公司では、ビル用マルチエ

アコン（VRF）を更新することで、室内機台数を減らし、更新

前の電力の 41%にあたる年間約 60MWh を削減しました。 

また、FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.では、35

台のシングルエアコンをVRFに更新し、更新前の電力の13%

にあたる年間約 41MWhを削減しました。 

川崎本社での取り組み 

試験室の効率運用による電力削減 
エアコンの性能評価を行う試験室では、室内機側と室外

機側で温度条件を変動させ、冷房・暖房性能を測定するた

め、多くの電力を消費します。そこで、試験室の使用状況

を分析し、試験準備作業における予備運転時間の最適化や

休日・夜間のタイマー運転のしかたなど運用ルールの見直

しを図りました。さらには、試験室内の調和機を省エネ性

能が高いルームエアコンに変更する節電の施策を実施しま

した。 

これにより、2013 年度の試験室使用電力の 5.2％にあた

る年間約640MWhを削減しました。 

事業活動の取り組み 
温暖化対策 

本社のエアコン評価試験室

FGA(THAILAND)のアルミダイキャスト溶解保持炉

富士通将軍(上海)有限公司 
の乾燥炉 

FUJITSU GENERAL (THAILAND) 
の塗装工程 
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水資源 

漏水防止による節水 
 富士通ゼネラルグループでは、設備点検の徹底や従業員へ

の意識づけにより水使用量の削減に取り組んでいます。 

 FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.では、トイレ改

修時に給水主管をスチール管からポリエチレン管に更新す

ることで、さらなる漏水防止を図りました。 

 多くの従業員が働く生産グループ会社などでは、従業員の

節水意識を常に保つよう、教育やポスター掲示などで節水を

呼び掛けています。 

廃棄物削減の取り組み 
 各国・地域のグループ会社で廃棄物の徹底した分別を実践

しており、水銀による環境汚染が懸念される使用済み蛍光管

なども適切に廃棄しています。 

リユースへの取組み

回収フロンの再生 
 株式会社富士エコサイクルでは、エアコン、冷蔵庫から

回収したフロンを再利用可能なフロンとして再生させるた

め、2016 年 5 月に中京フロン株式会社様のフロン再生工場

を浜松事業所内に開設しました。この工場では、主に富士

エコサイクルで回収した冷媒について、フロン再生装置を

使用して不純物を取り除きフロンを再生します。また、再

生後のフロンは品質確保のため分析装置により成分分析を

行い、未使用フロンと同等の品質を確保しています。 

 再生フロンは、国内エアコンのサービス対応として 2016

年 6 月より、中京・東海地区を中心に全国へ出荷していま

す。  

資源循環 

FUJITSU GENERAL (THAILAND) の節水ポスター 
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グループ会社における廃棄物分別現場 
（左: 富士通将軍 (上海)の廃蛍光灯置き場、右：FGA(THAILAND)の廃棄物置き場）

浜松事業所内のフロン再生装置 

更新前（点線内：スチール管）   更新後（点線内：ポリエチレン管） 

FUJITSU GENERAL(THAILAND)の給水主管の更新 
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家電リサイクル（日本国内） 
 富士通ゼネラルは、他の家電メーカーと共同で日本国内に

約 344 か所の指定引取場所を設置し、使用済みの自社製品

（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）

を引き取っています。これらの使用済み製品は、全国 19 か

所のリサイクルプラントに委託して、再資源化やフロンの回

収を行っています。 

容器包装リサイクル（日本国内） 

 日本国内で販売される製品のうち、段ボールを除く容器包

装は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会を通じてリ

サイクルしています。2016 年度のプラスチック容器包装の

推計回収量は、13,768 ㎏となっています。富士通ゼネラル

では、今後も製品の容器包装の節減に努めていきます。 

日本以外の製品リサイクル 
 世界各地の国と地域で、製品リサイクルの法整備と枠組み

づくりが進められています。富士通ゼネラルは、輸出先国・

地域それぞれのリサイクル制度に適合した取り組みを行っ

ています。 

北海道エコリサイクルシステムズ（株） 
（株）エコリサイクル 
東日本リサイクルシステムズ（株） 
（株）関東エコリサイクル 
（株）富士エコサイクル 
グリーンサイクル（株） 
（株）アール・ビー・エヌ 
西日本家電リサイクル（株） 

 東京エコリサイクル（株） 
（株）ハイパーサイクルシステムズ 

同社 千葉工場 
（株）フューチャー・エコロジー 
ＪＦＥアーバンリサイクル（株） 
関西リサイクルシステムズ（株） 

  同社 第二工場 アクトビーリサイクリング（株）

（株）拓琉リサイクル研究センター 
   （株）拓琉金属 

 （株）拓琉金属 豊崎工場 

処理委託プラント 

EU の「ＷEEE 指令」に基づくマークの表示（EU 域内向け製品） 
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：グループ会社プラント 
：当社出資プラント 
：その他委託プラント 
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※自主算定による排出率により推計しています。
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化学物質対策の取り組み 
 現在、エアコンなどに使用するモーターは、青森事業所と

グループ会社の江蘇富天江電子電器有限公司、および FGA 

(THAILAND) CO., LTD.で生産しています。モーターの生産工

程ではトルエンやキシレンなどの有機溶剤を含む防錆剤を

使用しており、これら有機溶剤の生産時排出量削減を目的に、

含有率が低いものへの代替化に取り組んでいます。 

また、グループ会社の株式会社富士通ゼネラルエレクトロ

ニクスでは部品のお取引先にトルエンの代替化をお願いし、

サプライチェーンで排出量削減に取り組んでいます。 

生物多様性の保全 

植樹による構内緑地拡大 
 FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO,. LTD.では、工業団地

内の樹木が街路樹と構内緑地などに限られているため、生物

の生息環境を広げるとともに社員の憩いの場としても活用

できるように構内へ植樹を行い、緑地面積の拡大を図ってい

ます。 

ビオトープによる生態系ネットワークの構築 
 浜松事業所では、2012 年度に敷地内の緑地にビオトープ

を開設し、整備を行っています。現在、放流したヤリタナゴ

（静岡県 RDB 絶滅危惧ⅠA 類）の自然繁殖が確認され、ヒメ

コウゾ、ウツボグサといった固有種も開花するなど、多くの

動植物が生息・生育しています。今後も整備を続けながら、

事業所周辺との生態系ネットワークの構築と希少生物の生

育域外保全の実現に貢献していきます。 
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モーター回転子
（防腐剤塗布）

化学物質管理・環境社会貢献 

FUJITSU GENERAL(THAILAND) の植樹 

モーターのカットサンプル

浜松事業所のビオトープ外観 

ビオトープに生息・生育する動植物 
（左: ヤリタナゴ、右：ヒメコウゾ）
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環境に関する社会活動への参加 

富士通株式会社のボランティア活動への参加 
 富士通株式会社では、川崎市と共同で、都市近郊に残る貴

重な自然である栗木山王山地区特別緑地保全地区（川崎市麻

生区）の森林荒廃を防ぐボランティア活動を行っており、富

士通ゼネラル社員も活

動に参加しています。

2016 年度は、常緑樹

の若木を伐採し、下草

に日が当たる環境作り

に協力しました。 

地域の除草・清掃活動 
 富士通ゼネラルグループでは、事業所周辺の除草・清掃活

動を定期的に実施しています。本社では、事業所と隣接する

坂戸踏切から本社バイク置場までの歩道や、JR武蔵溝ノ口駅

から武蔵新城駅の歩道清掃を行っています。 

 また、株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクスでは、JR・

一ノ関駅周辺の清掃活動や、事業所周辺の除草作業を行って

います。 

地域社会への支援・交流 
 富士通ゼネラルグループでは、地域社会に対する支援や交

流を深める活動を積極的に行っています。 

 当社販売グループ会社である FUJITSU GENERAL NEW 

ZEALAND LTD.では、「地域社会に役立つビジネス」を方針

に掲げ、地域社会の様々なプロジェクトを積極的に支援して

います。2016 年度には、NGO団体Habitat For 

Humanity(注1)による劣悪な住環境で生活する人達への住宅

支援活動への支援として当社エアコンの寄贈を行いました。 

また、株式会社富士エコサイクルでは、家電リサイクルシ

ステムについて理解を深めていただくため、近隣の学校や自

治体などに向けたプラント見学会を開催しています。 

（注1）：世界70か国以上で活動する国際NGO   

各事業所における除草・清掃活動 
（左上：本社、右上：青森事業所、下：富士通ゼネラルエレクトロニクス） 

川崎市の緑地保全活動
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富士エコサイクルのプラント見学会の様子 




