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まえがき

1997年12月に京都で開催された「気候変動枠組み条約第

３回締約国会議」（COP3）において「京都議定書」が採

択され，2000年以降における先進国の温室効果ガス排出量

の削減目標が規定された。

しかし，1999年に開催されたボンでの会議では，COP3

で合意した汚染防止協定をいつ，どのように批准するかに

ついて，米国，欧州連合，開発途上国は合意に達しなかっ

た。

また，二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量は，実際

には多くの先進国で増加しており，国際的な地球環境保全

への取組みは，遅々として進んでいないのが現状である。

国内に目を移してみると，COP3 での数値目標に対応し

て，「地球温暖化対策の推進に関する法律」が1999年 4 月

に公布され，地方公共団体，事業者，国民の責務として，

実行計画の策定・公表，ガス排出抑制，情報公開などの義

務ほかが通達された。また，2000年 5 月の国会では「循環

型社会形成推進基本法」が成立し，2000年が循環型社会元

年と位置づけられている。

COP3 の議長国として持続可能な開発を第一原則とする

地球サミットでのリオ宣言にのっとり，循環型社会の実現

に向けて，日本経済の潮流は環境指向型にシフトし始めて

いる。

富士電機は，1960年代から70年代にかけて整備された各

種の公害対策に対応する形で，エンドオブパイプ型（水質

汚濁防止装置などの対症療法型）の環境ビジネスにいち早

く取り組んできた。21世紀の環境技術は，温室効果ガス排

出の削減をも含めたゼロエミッション指向へと向かうと考

えられる。富士電機は，廃棄物の適正処理，廃棄物リサイ

クル，クリーンエネルギー・省エネルギー，環境情報関連

などの新しい環境分野で，地球環境保全に役立つために，

さまざまな技術開発と環境ビジネスの展開を推進している。

本稿では，新たな環境・省エネルギー技術の動向と富士

電機の取組みを紹介するとともに今後の展望について述べ

る。

各省庁の環境関連予算

2000年度の各省庁における地球環境保全関係予算は，総

額 6,699 億円で前年度比 4.1 ％の伸びとなった。

予算内容別では「国内の持続可能な社会の実現に向けた

取組み」が 17 ％，「調査研究，観測・監視」が 11 ％の伸

びとなっている。さらにその内訳を見ると，地球温暖化対

策事業が 5,531 億円となっており，新エネルギー・省エネ

ルギー地域活動支援事業（通商産業省），環境負荷軽減型

物流システムの開発・整備事業（運輸省），道路維持管理

作業の低公害化（建設省），地球変動予測に関する研究開

発の推進（科学技術庁），地球環境研究総合推進（環境庁）

などに重点がおかれており，このような地球環境保全予算

の拡大傾向は今後も継続されると考えられる。

（社）日本機械工業連合会が1998年度に実施した「環境ビ

ジネスに関する調査研究報告書」によれば，2010年の環境

関連ビジネスの市場は45兆円規模となると予測されている。

図１に環境ビジネスの市場規模を示す。

環境関連の法規制

環境に関する日本の法規制は，1970年代の公害問題に対

応する「公害対策基本法」があったが，環境問題のグロー

バル化に伴い，環境保全の基本理念とこれに基づく基本的
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図１　環境ビジネスの市場規模（通商産業省：産業環境ビジョンより）
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施策の総合的な枠組みを示す「環境基本法」が1993年11月

に成立した。1994年12月には「環境基本計画」が策定され，

そのなかで「21世紀初頭をめどに廃棄物のほとんどすべて

を，単に燃やして埋める処理から極力リサイクルを推進し，

焼却処理の際には熱エネルギーを活用するものへの転換を

進める」などの展望が示された。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正

する法律」（改正省エネ法），「環境影響評価法」（環境アセ

スメント法），「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律」（容器包装リサイクル法），「特定家庭

用機器再商品化法」（家電リサイクル法）など，環境・省

エネルギーにかかわる法整備が進められるなか，これに対

応する自治体の環境施策も活発化してきている。国のサス

テナブルシティ（持続可能な都市）構想に基づき，エコシ

ティ（建設省都市局），エコタウン（通商産業省・厚生省），

エコポリス（農林水産省），エコポート（運輸省）などと

いった諸施策が掲げられ，環境配慮型街づくりの取組みが

各地で具体化している。

持続可能な開発に向けたこういった新しい取組みに対し

て，環境・省エネルギーに関する新技術の開発，新事業の

開拓が今，強く求められている。

富士電機グループの環境事業への取組み

1990年代に入ってからの環境保全の新しい潮流に合わせ

て，富士電機グループは1992年に「環境保護基本方針」を

策定し，「ECOLOGYing」を合言葉に社内での環境保全へ

の取組みを強化した。その活動から得た有用な環境保全技

術をエネルギー，水環境，大気環境，ゼロエミッション・

リサイクル，環境情報システムの各分野において適用し，

地球環境保全のための幅広いトータルソリューションを提

供している。図２に富士電機グループの環境・省エネルギー

関連技術と製品を，図３にその適用イメージを示す。

４.１ エンドオブパイプ

有害物質を排出口で処理する技術をエンドオブパイプと

呼ぶ。日本でエンドオブパイプが発達した背景には，1960

年代から始まった公害対策の取組みがあるが，富士電機グ

ループでは，優れた水処理技術，水質・大気分析技術，電

気集じん技術を生かして，これまでに高度浄水処理システ

ム，下水汚泥処理システム，トンネル内換気システム，大

気環境分析装置，最終処分場プラントなどを提供してきた。

近年，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃掃法），

「大気汚染防止法」の改正，環境アセスメント法の制定な

ど，法規制の強化によって，この分野では環境測定関連お

よび浄化処理技術でのソリューションの要望が高まってい

る。

こういった要望にこたえ，バイオアッセイ技術を応用し

た水質センサ，耐環境型小型センサ，無線技術を利用した

エコモニタリングシステムなどを開発・製品化するととも

に，収集された情報をデータベース化し，環境関連情報管

理サービスに活用できるようにシステム化を実現している。

４.２ 廃棄物リサイクル

廃棄物リサイクル分野は，いわゆる静脈産業と呼ばれる

分野で，ゼロエミッション型の産業構造を実現するにあたっ

て，最も重要な位置づけとなる。リサイクルには，減容化，

分別・分解，再利用，再資源化，エネルギー利用などの技

術が必要となる。

富士電機グループでは，従来から粗大ごみ処理向け破枠

設備，誘導加熱技術を応用した廃プラスチック減容化シス

テムなど減容化，分別・分解を対象とした技術・製品を提

供してきた。これらの経験をもとに，新たにマテリアルリ

サイクル・サーマルリサイクルに焦点を当てた，空き缶・

空き瓶・ PET（Polyethylene Terephthalate）ボトルリサ

イクリングシステム，灰溶融システム，廃プラスチック乾

留システムなどの再利用・再資源化，RDF（Refuse De-
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水 

〔クリーンエネルギー〕 
　燃料電池発電システム 
　太陽光発電システム 
　風力発電システム 
　水素発電システム 
　地熱発電システム 
　波力発電システム 

〔火力発電〕 
　コンバインドサイクル発電 
　ガスタ－ビン発電 
 
〔水力発電〕 
　揚水発電 
　小水力発電 

〔省エネルギー〕 
　コージェネレーションシステム 省エネルギー型自動販売機 
　インバータ エコモニタリングシステム 
　モ－ルド変圧器 省エネルギー診断サービス 
　高効率モータ ISO14001取得支援サービス 
　直列補償型節電装置  
　氷蓄熱システム 

高度浄水処理システム 
下水汚泥処理システム 
下水処理統合管理システム 
し尿処理システム 

放射線機器 

バイオセルカウンタ 
トリハロメタン計 
オゾンCOD計 
海水淡水化システム 

リサイクル 
減容化・無害化 

粗大ごみ処理システム 
ホットバインド 
灰溶融システム 

大気 大気環境分析装置 
煙道排ガス分析装置 

その他 障害波防止用変圧器 

環境情報システム 環境情報支援システム 

オゾナイザ 
水質安全モニタ 
給水水質モニタ 
高感度濁度計 

容器回収処理システム 
生ごみバイオ処理システム 
バイオガス発電システム 

赤外線ガス分析計 
ごみ焼却炉用ガス分析計 

アクティブフィルタ 

動態監視情報サービス 

紫外線消毒装置 
水質計 
自動全リン測定装置 
凝集センサ 

ごみ空気輸送システム 
大出力YAGレーザ 
乾留システム 

電気浸透式パルプモールド形成機 

ダイオキシン類対策用粉じん除去装置 
トンネル内換気システム 

集じん装置 
低濃度NO  除去装置 x

図２　富士電機の環境・省エネルギー関連技術と製品
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rived Fuel）発電プラント，生ごみメタン発酵発電プラン

トなどのエネルギー利用技術にも積極的に取り組んでいる。

４.３ クリーンエネルギー・省エネルギー

地球温暖化防止のための温室効果ガス排出削減に向けて

クリーンエネルギーの導入，省エネルギーの推進が注目を

集めている。

富士電機グループは，太陽電池，燃料電池の技術開発に

いち早く取り組むとともに，風力，地熱，波力発電といっ

た幅広い自然エネルギーを利用し，IPP（Independent

Power Producer）発電事業向けから山小屋ハイブリッド

発電まで多種多様な発電システムを提供している。また，

省エネルギー分野では，インバータ，節電装置，高効率モー

タなどの省エネルギー機器，氷蓄熱，コージェネレーショ

ンなどの省エネルギーシステムを提供するとともに，後で

述べる自社での省エネルギー活動の成果をもとに，省エネ

ルギー診断サービス，ISO14001 取得支援サービスといっ

たソリューションサービスの提供にも取り組んでいる。

４.４ 環境情報支援システム

改正省エネ法，環境アセスメント法などの施行により，

環境・省エネルギーへの対応は待ったなしの状況となって

いる。ここでまず考えなければならないことは，環境関連

情報の把握と活用である。富士電機グループでは，各種の

環境センサと情報処理システムによって構築された環境情

報支援システムを提供する。この特長は，無線を利用した

フレキシブルな環境センシングと，先進の IT（Informa-

tion Technology）を活用した豊富なアプリケーションサー

ビスの統合支援を実現しているところにある。このシステ

ムを活用し，環境報告書の作成，環境会計の実施が可能と

なり，また，インターネットなどのネットワークと結合す

ることで，環境情報の公開システムへと展開することがで

きる。

富士電機の環境保護への取組み

富士電機は，1992年に図４に示す「富士電機の環境保護

基本方針」を制定し，富士電機が取り扱ういかなる事業に

おいても，地球環境との共生を前提として，環境保護への

具体的な目標を立て推進することを基本としている。

５.１ ISO14001の取得

事業活動が環境に与える影響を自らが把握し，自らの意

思で環境への影響を改善することを目的として，富士電機

のすべての工場が環境マネジメントシステムとして，国際

規格 ISO14001 の取得を完了（1998年）し，さらにレベル

アップさせながら地球環境の良き市民として，環境負荷を

低減していく活動を計画的，継続的に実践している。

５.２ 行動計画

オゾン層を守るための特定フロンなどの回収

自動販売機や冷凍ショーケースなどの冷媒として，長年

使用されてきた特定フロンや 1,1,1-トリクロロエタンなど

は，すでにその使用を全廃しているが，現在市場に出回っ
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環境情報センター 

地熱発電 
システム 

サービス 
　省エネルギー診断 
　エコモニタリング 
　システム 
　ISO14001取得支援 
　環境情報支援 

省エネルギー 
　コージェネレーション 
　氷蓄熱システム 
　直列補償型節電装置 

瓶選別機 
廃プラスチック乾留装置 
破砕機 
ホットバインド装置 

ごみ発電システム 
ガス分析計 
エアシャワー 
灰溶融システム 

排水処理 
省エネルギー 
ISO14001取得支援 

煙道排ガス分析装置 
低濃度NO  除去装置 x

下水道管きょ内 
光ファイバシステム 

給水水質モニタ 
水圧調整制御 

浸出水 
処理システム 

最終処分場 

清掃工場 

クリーンエネルギー 
　太陽光発電 
　燃料電池発電 

ヒートポンプ 
消化ガス発電 
省エネルギー機器 

オゾン処理 
コージェネ 
レーション 
小水力発電 
水質センサ 

リサイクル 
　容器回収システム 
　中水処理システム 

図３　富士電機の環境・省エネルギーへの取組み
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ている製品に使用されている特定フロンについても，自治

体や関係団体と協力しその回収について検討している。

地球温暖化を防ぐ省エネルギー化の推進

生産高エネルギー（原単位）を2000年度までに 20 ％削

減（1990年度実績比）することを目標に，製品の製造段階

でのエネルギー消費量の削減に努めている。具体的には，

空調システムや受変電設備，熱処理炉など各種設備の高効

率化，省エネルギー化を推進するとともに，設備投資時の

省エネルギーアセスメントや新エネルギーの導入にも積極

的に取り組んでいる。

産業廃棄物の減量化

紙くず・木くず，廃プラスチック，汚泥，廃油，廃酸，

廃アルカリなどの産業廃棄物の減量・減容化に取り組む一

方，分別回収の徹底や分別後の処理手順を整理し，再利

用・再資源化を推進している。また，解体しやすい製品設

計，再資源化可能な原材料の採用など製品のリサイクル率

向上に努めている。

主要製品に対する製品アセスメントの実施

製品の開発段階で，製品の設計から生産，使用，廃棄に

至る全ライフサイクルにおいて，環境への配慮が十分にな

されているかどうかについて厳しい製品アセスメント項目

に基づいて審査を実施している。

５.３ 環境シンボルマーク

富士電機グループは，環境保護に対して積極的に取り組

む姿勢を表すために，図５に示す環境シンボルマークを制

定している。

あとがき

富士電機の環境・省エネルギーの技術開発・事業化への

取組み，および企業としての環境保全への取組み両面につ

いてその概要を述べた。

以上の詳細については，本特集号の別稿によるが，誌面

の制約があり，富士電機におけるすべての取組みを網羅し

取り上げるに至らなかった。

以下に，今回掲載できなかったその他の富士電機の環

境・省エネルギーソリューションについて，その論文と内

容を紹介する。機会があれば是非ご一読願い，富士電機の

取組みの全容を理解いただければ幸いである。
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　富士電機グループは，地球社会の良き企業市民として企業の社 
会的責任の重要性を認識し，地球環境保護と環境汚染防止を進め 
るにあたり，次の基本方針に基づいて行動します。 
　これによって，グループ全体として健全な事業活動を行うこと 
を通じて，地域，顧客，パートナーとの信頼関係を深め，自然と 
の調和を実現します。 

1. 製品ライフサイクルにおける環境負荷の低減 
 富士電機グループの製品を市場に提供するにあたっては，開発， 
 設計，製造，包装，物流，使用，廃棄などの製品の全ライフサイ 
 クルにわたって，地球環境への負荷をできるだけ少なくするよう 
 に努める。 
 
2. 地球環境保護に貢献する製品・技術の提供 
 富士電機グループが得意とする省エネルギー機器，新エネルギー 
 機器，環境計測機器，環境対策機器およびそれらの関連技術など 
 を市場に提供することによって，地球環境保護に積極的に貢献す 
 る。 
 
3. 地球温暖化防止の推進 
 省エネルギー活動をさらに活性化することにより，富士電機グル 
 ープとしてエネルギー使用量の一層の低減を促進し，併せて炭酸 
 ガスの発生量を削減する。これらの施策によって地球温暖化防止 
 を推進する。 
 
4. 資源の節約と再利用の促進 
 地球上の限られた資源を有効に活用するため，製品，製造プロセ 
 ス，包装などの各段階において使用する資源の節約と，これらの 
 段階で発生する廃棄物の削減および回収に努める。 
 
5. 労働環境の向上 
 活力ある職場づくりの前提条件となる従業員の健康と安全を確保 
 するため，労働環境の改善，職場のアメニティーの向上，施設安 
 全の推進，新技術への早期対応などを行う。 
 
6. 新規立地時における環境アセスメントの実施 
 新規立地にあたっては，事前に適切なアセスメントを実施し，環 
 境保護に努める。 
 
7. 公害規制・基準の遵守 
 管理の向上によって，規制・基準の遵守をレベルアップさせ，公 
 害を未然に防止する。 
 
8. 内部監査の実施 
 富士電機グループの環境保護施策を確実にするため，内部監査を 
 実施する。 

図４　富士電機の環境保護基本方針 図５　環境シンボルマーク
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