
Sustainable Value Plan 2030 環境

（1）2030年度までに当社グループによる水投入量を30％削減（2013年度比）
（2）2030年度までに社会での水処理量35百万トン/年に貢献
（3）2030年度までに当社グループによる廃棄物発生量を30％削減（2013年度比）
（4）2030年度までに当社グループによる資源投入原単位を30％改善（2013年度比）

富士フイルムグループは、創業当初より、水使用量削減・リサ

イクル使用、銀等資源の回収再利用、複合機・複写機の循環

システム確立など、資源循環に積極的に取り組んでいます。

3R（リデュース、リユース、リサイクル）を考慮した製品設計、

製造段階でのロス削減、使用済み商品の回収・リユース・リサ

イクル、廃棄物の有価物化・リサイクル活用など、ライフサイ

クルでの総合的な取り組みにより、資源の有効利用、廃棄物

削減を進めています。

●…水投入量　15％削減（2013年度比）… ●…社会での水処理貢献量　8.7百万トン/年
●…廃棄物発生量　5％増（2013年度比）… ●…資源投入原単位　28％改善（2013年度比）
●…富士フイルムグループの水リスクへの取り組みについて、日本地下水学会60周年記念講演会で講演
●…富士フイルム九州の地下水保全活動について、日本地下水学会シンポジウムで講演
▶︎関連資料・データ： マネジメント編 P54…資源循環

●…各地域・拠点の状況に合わせた着実な削減の取り組みを推進

2030年
目標

2018年度
の活動
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資源循環の促進
重点課題2

水投入量と水処理貢献量
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水リスクへの対応
　富士フイルムグループは、創業の事業である映画や写真
フィルムの製造において、清浄な水を多く使用していたこ
とから、早くから水投入量の削減、水のリサイクル利用に取
り組んできました。近年、国際的な重要課題として水リスク
への関心が高まっていることも鑑み、さらなる水資源の削
減・効率使用を進めています。各拠点での継続的な取り組
みの結果、2018年度の水投入量は前年比で2.5％減少しま
した。目標「2030年度までに30％削減（2013年度基準）」
に対し、既に15％削減と順調に進んでいます。
　水リスクにおいては、問題を抱える地域がさらに拡大す
る懸念も指摘されているため、2014年より、「水ストレス
地域」状況と「水投入量を踏まえた事業影響度」の2指標マ
トリックスを使った「水リスク評価」の仕組みを構築し、富士
フイルムグループの全事業拠点においてリスク評価を継続

水の投入量、リサイクル量及び排水量の推移
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※1 事業活動で使用した水、雨水、その他含む　※2 冷却水の使用も含めたリサイクル比率

投入量グループ合計 排水量※1グループ合計 リサイクル比率※2
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　写真感光材料・サーマルCTPプレートなどの製造を行う
FUJIFILM…Manufacturing…U.S.A.,… Inc.（FA）は、5年連続で
グリーンウッドメトロポリタン地区の工場排水の前処理プログ
ラムを順守したとして、IPP（産業前処理プログラム）ゴールド
賞及びゴールドスター賞を受賞しました。この賞は、地区の事
業者に対し、定期的なモニタリングや報告により排水の質を
保証・維持する取り組みを評価するもので、同社の継続的な
活動が高く評価されました。ゴールドスター賞の受賞以前に

も、10年連続のプロ
グラム順守によって
与えられるPalmetto
賞を受賞しており、FA
はこれで15年連続で
の受賞となりました。
　富士フイルムグループは今後も各工場の排水の監視や前
処理などにより、工場排水の適正な管理に努めます。

工場排水の前処理による環境負荷軽減
工場排水の前処理プログラムの順守が評価され受賞

重点課題	
2

T O P I C S

して実施しています。2018年度も、相対的に水リスクが高
い拠点を中心に、水管理・削減取り組み状況の確認を行い、
当社グループへの影響が低いことを確認しました。一方、
製品・サービスによる「社会での水処理への貢献」に関して
は、フィルトレーション材料提供によるかん水淡水化や廃
水処理、印刷用の無処理CTP版によるお客様先での水使
用量削減などを着実に進めています。2018年度の貢献量
は8.7百万トンで、「2030年度までに水処理量35百万トン
に貢献」という目標に対し25%の進捗となりました。なお、
2018年度実績の算定に際し対象を特に貢献度の高い内容
に絞り込んだため、2017年度実績も再算定しています。今
後も、社会での水処理用途を拡大して行くことで、さらなる
製品・サービスを通した社会での水処理貢献を高めていき
ます。
　富士フイルムグループはこれらの「水リスクや機会」
に対する取り組みを通じて、環境プラットフォーム「We…
Mean…Business」の水イニシアチブ（IMPROVE…WATER…
SECURITY）にもコミットしています。

廃棄物削減
　富士フイルムグループでは、製造工程だけでなく製品の
ライフサイクル全体にわたり、資源の有効利用、廃棄物の
削減に取り組んでいます。リサイクルや省資源を考慮した
製品設計とともに、製造段階での廃棄物については、各地
域の社会状況を踏まえた削減活動を進めています。日本で
は2011年度からグループ全体最適の視点による、廃棄物
の有価物化・リサイクルの質向上の活動を、製造拠点だけ
でなく、オフィスや物流倉庫なども含めた事業全体で取り
組んでいます。富士フイルムオプトマテリアルズ吉田工場

製品開発

製品製造

排出物処理

総合的な取り組みで廃棄物削減、資源有効利用を推進

〈資源有効活用の推進〉 再利用する

〈製造ロス削減〉 製造時の廃棄物をできるだけ減らす

〈環境配慮設計〉 廃棄物が少ない製品を設計する

製品への再活用、リサイクルの質の向上
（熱回収⇒マテリアルリサイクル）

不良品発生率や製造工程でのロスを削減

リデュース、リユース、リサイクルを考慮

富士フイルムグループでの廃棄物削減への取り組み

富士ゼロックス　部品リユースによる新規資源投入抑制量※
（日本国内とアジア・パシフィック地域、中国の合計値）

※製造過程でリユース部品を活用したことによって、新規資源を抑制できた量
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廃棄物発生量※1、再資源化量及び最終処分量※2の推移
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表彰された排水処理担当メンバー。これまで15
年連続でプログラムを順守

では、原材料梱包材の材質変更により、これまで廃棄物と
なっていた梱包材を有価物として活用することで、廃棄物

※1… 廃棄物処理外部委託量とサイト内で単純焼却または単純埋め立てした量
※2… 外部委託及びサイト内で単純焼却または単純埋め立てした量
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　年月を経るごとに充実度が格段に増してきた富士フイ
ルムグループの環境への取り組みに改めて敬意を表しま
す。気候変動、資源循環、生物多様性などなど。更には、人
の健康までの満遍ない対応ぶりには目を見張る思いです。
　一方、世界に目を向けますと、続発する自然災害や様々
な地球社会の課題は一層過酷さを増し、国際社会はビジ
ネスにインパクトある対応を強く求め始めました。この9月
に国連主導の「責任銀行原則」が誕生する一方で、10代を
含む若者世代が国際世論を動かすなど、地球規模の課題
を巡る国際潮流は一変し、ビジネスの在り方が厳しく問い
直されています。
　既に様々な取り組みを実践してきた富士フイルムグ
ループにとって、これまで以上に欠かせないのが国際世
論と自社活動の結び付けです。その意味で2018年度の
RE100への参加は英断でした。
　自社の立ち位置を常に国際社会の中に求める企業姿勢
こそが、地球的課題の解決は固

もと

より、21世紀の新たな国
際競争に富士フイルムグループが勝ち残るために必要か
つ正しい道だと確信しています。

国連環境計画・金融イニシア
ティブ
特別顧問
末吉	竹二郎		氏
プロフィール

UNEP…FIに関わるほか、中央
環境審議会など各種審議会委
員、川崎市、鹿児島市の環境ア
ドバイザー、大学非常勤講師、
企業の社外役員、財団理事な
どを務めている。環境と金融、
企業の社会的責任などについ
て講演などで啓発に努める。

第三者意見を受けて

　当社が継続的に取り組んできた
気候変動や資源循環などの活動に
ついて、高く評価してくださり、誠に
ありがとうございます。
　気候変動に対する当社目標の実
現には、購入電力を再生可能エネル
ギー由来電力へ転換するだけでな
く、当社が保有するコジェネレーショ
ン自家発電の燃料について、水素燃
料の活用など今後開発されていく
新たな技術の開発・導入が欠かせま
せん。当社はRE100加盟を通じて、
脱炭素化へのアプローチを社会に
提示し、国際世論が求める脱炭素化
社会の実現をリードすることを目指
し、今後もオープンイノベーション
による技術革新を進めながら着実
に活動を行ってまいります。

（富士フイルムホールディングス
ESG推進部）

の削減につなげました。オフィスでは、富士ゼロックスのソ
リューションを導入・活用することで、過去5年間の紙の使
用量は毎年5～10%減となっています。
　しかし富士フイルムグループとして新規事業を拡大する
中、国際的なプラスチック輸入規制強化による排出プラス
チックの有価物リサイクル化率の低下などにより、2018年
度の廃棄物量は対前年2%増、「2030年度までに30％削減
（2013年度基準）」という目標に対しても5％増の状況で
す。今後は、各拠点の廃棄物とその処理方法を解析し、事
業ポートフォリオ変化も鑑み、富士フイルムグループ全体
での廃棄物削減についての長期戦略の検討、具体的施策
の立案と導入を進めます。

資源投入量削減
　富士フイルムグループは、資源投入量の削減状況を
把握するため、独自に設定した「資源投入原単位の評価
方法※1」に基づき評価をしています。2018年度は、省資源
化・小型化の環境配慮設計、生産拠点でのロス削減・端材
の原材料への再利用を継続して進め、前年比で4%投入量
が改善、「2030年度までに30％改善（2013年度基準）」と

いう目標に対しては28%改善と高い進捗率となりました。
　また、主力事業の一つであるドキュメント分野の複合機・
複写機については、「使用済み商品は廃棄物ではなく貴重
な資源である」との考えの下、お客様が使用した商品を回
収し、リユース・リサイクルする資源の有効化と、限りなく
廃棄ゼロを目指す資源循環活動を推進してきました。同製
品群における2018年度の使用済み商品再資源化率は、主
要海外拠点※2で廃棄ゼロ基準である99.5％以上、国内で
は99.9％を達成しています。一方、部品リユースによる新
規資源の投入抑制量は2,967トンになり、2017年度より
763トン減少しました。これは、生産台数が同じであっても、
小型軽量化（リデュース）によりリユース部品の活用重量が
減少傾向にあるためです。富士フイルムグループは、今後
も3Rトータルで資源投入量の抑制に努めます。

※1… 資源投入原単位の評価方法：富士フイルムグループの幅広い製品
ラインナップ(化学品、高機能材料、機器など)の資源投入量を同じ
指標で一律に評価をするため、省エネ法でも認められている「生産
時の使用エネルギー量を用いて種々製品の生産量を換算する換算
生産数量」を用いた「換算生産数量あたりの資源投入原材料重量」
を独自で設定。資源投入量の削減の指標にしている

※2… リサイクル拠点を変更した一部の海外地域を除く（当該地域で再資
源化率の数値が未確定のため）

O P I N I O N 	「環境」への第三者意見

Sustainable Value Plan 2030 環境
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