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コーポレート・ガバナンス

　富士フイルムホールディングスでは、取締役会をグ

ループ経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行に

係る事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と位

置づけています。取締役は12名以内とすることを定款で

定め、現在の員数は12名で、うち1名が社外取締役です。

取締役の使命と責任をより明確にするため、任期は1年と

しています。また、業務執行の迅速化を図るため、執行役

員制度を採用し、執行役員は取締役会が決定した基本方

針に従って業務執行の任にあたっています。なお取締役

（社外取締役を除く）及び執行役員に対する報酬支給に

ついては、株価変動に関わる利害を株主の皆様と共有し、

企業価値向上への貢献意欲や士気を高めていくことを目

的に、ストックオプション制度※を導入しています。

※…ストックオプション制度：会社の取締役や従業員等に対し、職務執行の対価として、一定
期間内に、あらかじめ定められた価格で会社の株式を購入できる権利を付与する制度

◉コーポレート・ガバナンス体制

コンプライアンス＆リスク管理
CSR委員会

グループ企業行動憲章
相談窓口

グループ行動規範
各種ガイドライン

CSR部門（事務局）

業務執行

広報／IR部門 人事部門経営企画部門 総務部門 技術経営部門法務部門 CSR部門

富士ゼロックス株式会社 富山化学工業株式会社富士フイルム株式会社

執行役員 内部監査部門
経営会議

代表取締役社長・COO

代表取締役会長・CEO

取締役会
◎グループ経営方針・戦略の決定
◎重要な業務執行に係る事項の決定

◎業務執行の監督

株主総会

監査役会 会計監査人

●コーポレート・ガバナンスの体制

日本での国際環境会議と
北米・欧州・中国での地域環境会議を開催
　富士フイルム本社が定める環境重点課題の関係会社へ周
知、及び各社で抱える環境課題の共有化、解決に向けた議論
の場として、地域統括本社の環境担当者が集まる国際環境会
議（コアグループ会議）と各地域別に各社の環境担当者が集ま
る地域環境会議を設け、活動を推進しています。北米と欧州に
加え、2012年度は中国でも地域環境会議をスタート、各社の
環境担当者が会議に参加、本社方針の理解を進め、各社が進
める環境施策について議論しました。また、2012年10月には5

回目となるコアグループ会議を日本で開催、初めて中国本社
の環境担当者が参加し、各国・地域法規制の監視システムの
運用や、製品の環境データのワールドワイドでの活用方法等
について協議し、課題を共有しました。

日本・北米・欧州・中国で開催した環境会議（左：中国、右：日本）

CSRマネジメント
CSR活動報告

　富士フイルムグループの創業の原点と言える写真フィ

ルムは、製造時に「大量で清浄な水と空気」が不可欠であ

り、また、撮影前に試すことができない「信頼を買っていた

だく商品」であることから、環境保全、ステークホルダーか

らの信頼は当社ビジネスにとっての大前提という考え方

が、事業活動の根底にあります。これが富士フイルムのCSR

（企業の社会的責任）の原点であり、DNAとなっています。

　富士フイルムグループは、持株会社体制となった2006

年に「第二の創業」を掲げ、企業理念、ビジョンを制定、そ

の精神をベースとした全グループ会社に適用する企業行

動憲章、行動規範を定め、グループ全社で徹底しています。

企業行動憲章では、人権尊重を含む5つの原則を掲げてい

ます。また行動規範においては、コンプライアンスを「法律

に違反しないということだけではなく、常識や倫理に照ら

して正しい行動を行うこと」と定義し、トップを含む全従業

員がこれらに沿った行動を実践する宣言をしています。

　さらに富士フイルムグループの全従業員が日々の業

務の中でCSRを意識し実践できるよう、「誠実かつ公正な

事業活動を通じて企業理念を実践し、ビジョンを実現す

ることにより、社会の持続可能な発展に貢献する」という、

「CSRの考え方」を明確にしています。その活動を具体化

するために、2008年から2010年にかけて6つの活動方針

（グリーン・ポリシー、社会貢献方針、生物多様性方針、調

達方針、品質方針、労働安全衛生方針）を策定しました。

　これからも、CSRの考え方を国内外の全グループ会社で

共有し、実践することで、社会の持続的発展に貢献してい

きます。

◉富士フイルムグループのCSR

「大量で清浄な水と空気」の恵まれた環境の中にある神奈川工場足柄サイト、その
水源と水源かん養林

http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/index.html

持続可能な社会

新たな価値の創造

【企業理念】

企業行動原則に則った倫理行動

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮

事業を通じた
社会課題の解決

●富士フイルムグループのCSRの考え方

●富士フイルムグループのCSRの考え方と各種方針

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範

富士フイルムグループのCSRの考え方

※…「企業理念・ビジョン」…
……「企業行動憲章・行動規範」
　（P6、ウェブサイト参照）

グリーン・ポリシー
（環境方針）
2008年7月制定

▷ウェブサイト参照

品質方針
2010年1月制定

▷ウェブサイト参照

調達方針
2009年10月制定

▷ウェブサイト参照

生物多様性方針
2009年6月制定

▷ウェブサイト参照

社会貢献方針
2008年4月制定

▷ウェブサイト参照

労働安全衛生方針
2010年1月制定

▷P50参照

◉監査体制

　富士フイルムホールディングスは、監査役制度を採用し

ており、現在監査役5名（うち3名は社外監査役）によって監

査役会が構成されています。各監査役が取締役会に出席

する他、常勤監査役は経営会議にも常時出席するなど、業

務の遂行全般にわたって監査を実施しています。また富士

フイルムホールディングスは、業務執行部門から独立した

内部監査部門として、現在9名のスタッフからなる監査部

を設けています。持株会社の立場から、事業会社内の内部

監査部門と協業または分担して監査を行い、当社グループ

の業務の適正性について評価・検証を行っています。
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CSR活動報告

グスCSR委員会への活動報告等を行い、グループ全体で

PDCAサイクルに則ったCSR活動に努めています。

CSR活動報告

CSRマネジメント

　富士フイルムグループは、グループ全体のCSR活動を

円滑に行うために、富士フイルムホールディングス社長を

委員長とするCSR委員会を設置し、グループ全体のCSR活

動推進のための意思決定を行っています。CSR委員会事

務局である富士フイルムホールディングスのCSR部門は、

富士フイルムグループのCSR経営を徹底させる役割を担

当。活動基盤整備や社外への情報開示、ステークホルダー

とのコミュニケーションの他、グループ各社のCSR活動の

支援、進捗管理を行っています。

　グループ各社のCSR担当部門は、全社方針に基づいた

CSR活動計画の策定と実施や、コンプライアンスの徹底、

リスクマネジメントの実施、ステークホルダーとのコミュ

ニケーションの推進、並びに富士フイルムホールディン

　富士フイルムグループでは、社会の期待や要請を的確

に反映したCSR活動推進のため、持続可能性に関する課

題をリストアップし、「富士フイルムグループに与える影響

度」と、法令順守、業界基準、社会の期待や要請に対応し

たことで社会から受ける評価を「対応の評価度」とした2軸

で、重要性評価マップを作成、重要課題の設定を行ってい

ます。中期経営計画VISION80の達成を支え、事業の成長

と環境、社会への影響低減の両立、企業価値の向上を目指

すものとして、この重要性評価マップから「気候変動問題」

「化学物質管理」「人材育成」「情報開示と対話」「社会・文

化貢献」「生物多様性」を中心に重点課題を設定、中期CSR

　企業は様々なステークホルダーと関わりながら活動を

行っており、それぞれのご意見や期待を受け止めることは

重要です。富士フイルムグループでは、適切に情報を開示

するとともに、事業活動がステークホルダーの皆様の要

請や期待に応えているかを、様々な機会を通じて検証し、

活動に反映させています。また、CSR活動推進にもステー

クホルダーの皆様のご意見を反映させるため、サステナ

ビリティ・レポートでのレビューを行っています。

　活動全体に関するご意見に加え、「地球温暖化対策の

推進」等の重点課題に関しては、それぞれの課題につい

て個別に、社外の方にレポート原稿とともに活動内容を

説明し、評価やアドバイスをいただいています※。自社の

振り返りに加えて、社外の方からご意見をいただくことで、

活動を見直すよい機会となっています。今後も活動を推

進させるため、継続していく予定です。

※P36、P39、P43、P45、P49、P55参照

◉富士フイルムグループのCSR推進体制

◉ CSR重点課題の設定

◉ステークホルダーとのコミュニケーション

●富士フイルムグループのCSR推進体制

●富士フイルムグループのステークホルダー・コミュニケーション

●CSR推進における「重要性」評価マップ

高

対
応
の
評
価
度

富士フイルムグループに与える影響度
大低 小

社会の期待や要請

自主・業界基準

法令順守

社会・文化貢献 気候変動問題

高

対
応
の
評
価
度

富士フイルムグループに与える影響度 大

低

小

社会の期待や要請

業界基準

法令順守

生物多様性

社会・文化貢献 気候変動問題

内部統制強化

CSR調達
品質・製品安全

重要度：中

重要度：小

重要度：大

重要度：大

情報開示と対話

人権・雇用

人材育成

労働安全衛生

化学物質管理

CSR活動の客観的評価

生物多様性

内部統制強化

CSR調達
品質・製品安全

情報開示と対話

人権・雇用

人材育成

労働安全衛生

化学物質管理

CSR活動の客観的評価

計画を策定しました。中期CSR計画をベースに各事業会社

において年度計画を策定、毎年活動を振り返り、翌年度の

目標を設定、計画の達成に向けて活動を推進しています。

シェアード
サービス

富士
フイルム
株式会社

富士
ゼロックス
株式会社

富山
化学工業
株式会社

富士フイルム
ビジネスエキスパート

株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

CSR委員会
全グループに関わるCSR関連事項について
●基本方針の審議・決定
●重点課題・施策の審議・決定

委員長：富士フイルムホールディングス…社長

各社 CSR担当部門
活動遂行に伴う
● CSR活動計画の策定と実施
●コンプライアンスの徹底、リスクマネジメントの実施
●ステークホルダーとのコミュニケーションの推進
● …富士フイルムホールディングス…CSR委員会へのCSR活動報告

事業会社

CSR委員会事務局
富士フイルム
ホールディングス
総務部  CSRグループ

● …CSRガバナンスの全
グループ適用（CSR
委員会決定の方針、
戦略目的の展開）

● …CSR委員会決定の
重点課題・施策の
展開と進捗管理

● …各社のCSR活動の
支援（情報の収集
と分析評価）

● …社会への情報開示
とステークホルダー
との対話

● …全グループのCSR
活動の監査

主なステークホルダー 主な責任と課題 コミュニケーション手段

お客様

デジタルカメラ、化粧品からオフィス
プリンター、メディカルシステム、医
薬品、高機能材料、印刷用機器・材料
など幅広い商品群を持ち、ほぼ全世
界で事業展開する富士フイルムグ
ループのお客様は、個人、企業、官公
庁など多岐に渡ります。

・商品の安全性、品質の確保
・環境配慮製品・サービスの提供
……★P37
・適切な商品・サービスの情報の
……提供
・お客様満足度の向上★P56
・お客様への対応・サポート★P57

・カスタマーセンター（お問い合わせ窓口）
・ユーザビリティ評価会、モニター調査
・顧客満足度調査
・商品購入者アンケート
・ショールーム、展示会
・セミナーの開催
・ウェブサイト、ソーシャルメディア

従業員

富士フイルムグループで働く従業
員は、282社、約8万人。構成比は、国
内：49％、米州：8％、欧州：6％、アジ
ア他：37％で、世界各地で活躍して
います。（2013年3月末）

・労働安全衛生の確保★P50
・人権の尊重★P46
・多様性の尊重★P47
・人材の育成と活用★P47

・経営トップとの語り合いの場
・人事部窓口、人事部面談
・コンプライアンス・セクハラ・ヘルプライン
・労働組合と会社の定例会
・安全衛生委員会
・社内報、イントラネット

株主・
投資家

富士フイルムホールディングスの株
主数は89,244名。機関投資家及び
海外からの投資比率が高いことが特
徴です。持株比率は外国法人などが
38.0%、日本の金融機関が34.6%と
なっています。（2013年3月末）

・企業価値の維持、増大
・適正な利益還元
・適時、適切な情報の開示
・社会的責任投資（SRI）への対応

・株主総会
・決算説明会
・投資家向け説明会
・IRカンファレンス
・個別ミーティング
・アニュアルレポート
・株主通信
・IR情報のウェブサイト
・お問い合わせ窓口（コーポレートコミュニケーション室）

取引先

富士フイルムグループは、原材料、
部品の調達先、製品の販売先など世
界各国で取り引きをしています。

・公正で公明な取り引きの徹底
・サプライチェーンにおける環境や
……人権などCSRの推進★P30、46

・調達先向けの説明会（グリーン調達、含有
……化学物質管理など）
・CSRアンケート（自己監査）
・取引先専用ウェブサイト
・取引先との定期的な協議
・お問い合わせ窓口（各調達部門、販売部門）

地域社会
将来世代

富士フイルムグループは、世界約40
カ国に拠点を置き、それぞれの地域
の文化、慣習を尊重して活動すると
ともに、将来世代への教育支援にも
力を注いでいます。

・本業を生かした貢献活動★P52
・地域の文化や慣習の尊重、環境
……保全
・事業場での災害、事故防止
・将来世代への教育支援

・環境対話集会
・工場見学
・地域でのボランティア活動
・自治体（市役所や市長、自治会長など）との
……定期的な協議
・お問い合わせ窓口（各事業所、各工場）
・学術機関への講師派遣、寄付講座
・NGO/NPOと協働した環境教育活動

行政・
業界団体

富士フイルムグループはほぼ全世
界で事業を展開。事業ごとに数々の
業界団体にも所属、行政とも協業、
情報交換を含め積極的に関わりを
持って活動しています。

・法令順守★P32
・社会課題の解決に向けた公共政策
……への協力、共同研究開発

・業界各種委員会への参画
・業界などガイドラインづくりへの参画
・業界団体を通じたパブリックコメントの
……表明
・行政、業界団体との共同研究
・社会課題の解決に向けた提案

NGO/NPO

環境保全や社会課題の解決など、
持続可能な社会を目指し活動する
NPO／NGOと対話、情報交換を行っ
ています。

・社会・環境課題の解決に向けた
……対話、協働、支援

・サステナビリティレポートへのご意見
・ステークホルダー・ダイアログの参画
・公益信託富士フイルム・グリーンファンド
・様々なCSR課題の検討会
・NPOと連携した被災地支援活動

★：詳細をサステナビリティレポートに掲載
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CSRマネジメント

目指す姿
1. 経営課題の達成を支援するCSRを富士フイルムグループ事業会社間の連携強化のもとに推進する。 

2. 事業の成長と環境への影響低減の両立、CSRブランド価値のさらなる向上を目指す。

●中期CSR計画（2010年度～2013年度※）

推進方針 重点課題 中期目標 2012年度の主な実績（進捗状況）

構 造 改 革 を
支える組織風
土としての健
全性の確保

（組織基盤の
強化）

グループ各社の
コンプライアン
ス／
リスクマネジメ
ントの質的向上

①企業行動憲章、行動規範の周知徹底
②リスク課題の管理システムの充実

●国内各社役職者経由の全従業員向けコンプライアンス説明会の実施
　（役職者向け説明会約60回・3,000人対象）
●腐敗防止規程の導入（日本、北米、欧州、東南アジア、中国の一部の会社）
●震災など自然災害を含む全社リスク課題の見直し
●グループ全体の情報セキュリティ規程、ガイドラインの導入準備

ス テ ー ク ホ
ル ダ ー の コ
ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 充
実

①サステナビリティレポートの充実
②ステークホルダー・ダイアログの有効

活用

●CSR広報の積極実施（リリース：4件、講演・発表：27件、寄稿：3件）
●日・英・中版サステナビリティレポートの発行（第三者意見を受け、当社グループ方針の掲載）
●ステークホルダー・ダイアログの実施（印刷事業部門に対して、環境への取組みの啓発として実施）
●お客様の声を反映し、製品、サービスの改善の実施（医療用機器、化粧品、デジタルカメラなど）
●セルフチェックによるCSR調達調査

グ ル ー プ 総
合 力 強 化 の
た め の 人 材
の 活 用 と 育
成の推進（人
的 基 盤 の 強
化）

多 様 な 人 材
の 活 用 と 育
成

①変革リーダーの育成
②基幹経営人材の育成
③グローバル人材の重点配置・早期育

成強化

●基幹経営人材の育成のため、
  ・選抜役職者を塾生とする富士フイルム経営塾を開校
  ・富士フイルムグループ会社次期経営者候補を集めた中核人材研修及び基幹人材研修を実施 
  ・優秀人材の発掘・育成・登用に向けた海外幹部社員向け研修「Global Leadership Seminer」の実施
●グローバル人材育成強化のため、
  ・日本人社員のグローバル化強化に向けた、各種研修（海外ベーシック研修、海外マネジメント研修等）の実施
   ・語学習得を含めた派遣の強化（海外トレーニー制度、海外短期テーマ派遣制度等）の実施
   ・「FUJIFILM WAY」を海外でも浸透させるために海外現地法人向けの研修を開始
●営業、生産等、各分野の変革リーダー育成のため、
  ・営業基礎研修、営業マネジメント研修を事業部、グループ会社に対して展開
  ・階層研修や技術/技能研修を工場部門や生産系グループ会社に対して実施
  ・グループでの人材交流活発化を目指して、グループ共通社員制度の導入

環 境 訴 求 に
よ る 市 場 で
の差別化

（生活の質の
向 上 に 寄 与
す る 環 境 配
慮製品・サー
ビス）

地 球 温 暖
化 対 策 の グ
ル ー プ 一 丸
となった取り
組み

①富士フイルム：
　国内主要6工場でCO2原単位40％改善
   （1990年度比、換算生産量ベース）
②富士ゼロックス：
　国内主要5事業場のCO2原単位35％改

善（1990年度比、実質生産高ベース）
③従業員及び家族へのCO2削減啓発活

動
★長期目標：ワールドワイドでのライフ

サイクルCO2排出量を2020年度まで
に30％削減

●富士フイルム：国内主要6工場における、生産エネルギー原単位30％改善及び燃料転換 （ガス
化）などの施策により、2012年度のCO2排出原単位40％改善目標を達成

   ・生産ラインにおける省エネ施策の全社水平展開（継続）
   ・オフィス等非生産拠点でのルール共通化による省エネの推進（空調条件、照明条件）
●富士ゼロックス：CO2原単位20％改善
   ・事業所空調、照明設備の更新、運転条件見直しによる省エネの実施
   ・生産プロセス変更（夜間シフト、タクトタイム改善）による省エネの実施
●富士フイルムグループ従業員と家族が参加したCO2削減啓発活動（アイスチャレンジ）を推進
  ・アイスチャレンジの活動結果：延べ9万人の従業員とその家族が参加、約25,000トンのCO2削減

（2008～2010年）と45万kwhの節電・節電率30%以上（2011～2012年分）を達成
   ・「省エネ大賞（省エネ事例部門）」、「ワットセンスアワード」受賞
●スコープ3基準での温室効果ガス算定に対応した社内ガイドラインの制定

環 境 に 配 慮
し た 製 品・
サ ー ビ ス の
開発と普及

①主力製品において、現行品を超える、
市場要求に合致した環境性能を持つ
製品・サービスの開発・販売

②環境配慮設計の100％実施継続

●CO2排出削減貢献量の算定ガイドラインを社内手順として策定
●環境負荷の少ない材料及び製品の開発、環境配慮内容の積極的な発信
  （オフィス向けフルカラーデジタル複合機、レフィルタイプの化粧品（アスタリフト）、レーザー光源

搭載内視鏡など）

生 物 多 様 性
の 保 全 へ の
取り組み

①製品開発に「生物多様性の保全」観点
の追加と運用

②地域の環境保全活動の着実な実行
③用紙調達先企業との取引基準を新た

に策定

●生物多様性保全への当社取り組みの全体像まとめ、強化ポイント明確化
●生態系に対する安全性評価レベルの向上
●環境配慮設計規則に則した生物多様性保全評価の着実な実施
●地域の環境保全活動の着実な実施（継続）
●生物多様性保全に向けて用紙調達の管理範囲を拡大

資 源 の 有 効
利用

CO2削減活動とも連動し、資源投入量の
削減も含めた3Rを強化する
目標：全 社エネ ルギー原 単 位（＝エネ
ルギー使用量/製造数量）18％改善（対
2009年度比）

●動燃費削減プロジェクトの推進
●廃棄物削減プロジェクトの推進：グループ全体での処理委託の全体最適化
　（リサイクルの高品位化、廃棄物の有価物化）
●CTP版/PS版のクローズドループリサイクル：端材含め約15%まで拡大
●冷却水等の再利用促進、節水による水投入原単位の維持
●製膜工程から発生するVOC排出量原単位の改善

化 学 物 質 管
理 の レ ベ ル
アップ

①サプライチェーン全体にわたる製品の
化学物質安全管理の強化

②化学物質の新たなリスク評価法の採用
③法規制のグローバルガバナンス強化（日・

米・欧に加え、中国他新興国への拡大）

●化学品の安全要約書を開示
●製品含有化学管理の情報基盤利用が取引先へ浸透
●業界横断の仕組みの国際普及活動へ協力
●中国他新興国拠点との法規制情報交換を拡充

事 業 に 付 加
価値を与える
社会貢献

（ステークホ
ル ダ ー の 視
点 に よ る 事
業の成果）

本 業 と 社 会
貢献の連動

社会貢献方針に基づく活動の継続 ●「10,000人の写真展」
●ピンクリボン運動
●拡大教科書制作支援
●若者世代への写真教室
●中国植林ボランティア
●東日本大震災復興支援（新入社員による復興支援、写真救済、イベント運営支援、放射線の知識を

生かした支援）

評価 レポート
掲載ページ 2013年度の主な施策・計画

○

活動報告
P32～33

資料P60

●国内全従業員向けのコンプライアンス説明会の実施（年１回、継続実施）
●未導入会社への腐敗防止規程の導入（欧州、南米など）、導入グループ会社における適切な運用
●全社リスク課題への対応
●グローバルな全社情報セキュリティ規程、ガイドラインの導入と適切な管理

○

活動報告
P26～27、36、38、
39、43、45、49、52、
55、56～58
資料P60

●CSR広報の積極実施
●サステナビリティレポートの充実
●お客様の声を反映した、製品・サービスの改善
●ステークホルダー・ダイアログの有効活用
●セルフチェックによるCSR調達調査の拡大

○

活動報告
P47～49

資料P62～63

●自律型プロフェッショナル人材育成強化のための各種研修やローテーションの仕組みの再構築
●社員制度改定とグループ会社展開による人材交流、人材強化のためのグループ共通基盤を整備
●販売、生産分野での人材強化と能力発揮度アップ
●女性活用施策推進
●トップライン強化推進
●ローカル人材の活用と強化
●日本人社員のグローバル化強化

○

活動報告P34～36
資料P64～65

●「エネルギー戦略推進委員会」を新たに発足し、海外現法を含む全社を挙げた省エネ・コスト削減目標を立てて推進
　 ・自家発電（コージェネ）など社内のインフラの最大活用と燃料転換効率改善 
 　・生産ラインの省エネ施策の全社展開（継続）、運用改善による固定エネルギー削減
 　・オフィス等非生産拠点でのルール共通化による省エネの推進（空調条件、照明条件）
●長期目標（ワールドワイドでのライフサイクルCO2排出量を2020年度までに30％削減）
 　・最新のCO2排出係数を用いた中間目標(2015）達成シナリオ策定

○

活動報告
P37～39

●製品・サービスでのCO2排出削減貢献効果（環境貢献効果）の見える化、積極的な推進
●ウォーターフットプリントの算定準備
●環境負荷の少ない材料及び製品（ハードウェア/ソフトウェア）の開発を推進

△

活動報告
P42～43

●生態系に対する安全性評価体制の確立と実践
●生物資源の調達アセスメントの徹底（名古屋議定書発効への対応準備を含む）

○

活動報告
P40～41

資料P66

●エネルギーの効率的活用によるCO2排出量と動燃費の削減推進
●3R推進による資源の有効利用（製品、包装材料）
●廃棄物削減プロジェクトの推進
●CTP版/PS版のクローズドループリサイクルのさらなる拡大

○

活動報告
P44～45

資料P67

●サプライチェーンへの製品含有化学物質管理の考え方と仕組みの普及継続
●化学品のリスク情報の積極的な開示
●化学物質の使用、届出、登録に関る知識と経験のグループ全体での活用強化
●法の制改定情報の早期入手とグループ内相互通知の実践強化

○

活動報告
P13、52～55

●社会貢献方針に基づく活動の実施

【自己評価】
○：成果を上げました　△：あと一歩で評価につながります　×：努力をしています※中期経営計画と合わせるため、中期CSR計画を2013年度まで延長

◉2012年度 CSR活動報告
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CSR活動報告

富士フイルムグループが社会・環境に与える影響

＊1 原材料の「調達」による環境負荷（原材料の資源採掘／輸送／精製・精錬
／合成／加工／輸送等で発生するCO2）は、主な調達原材料に対し計算

＊2 製品の「製造」の環境負荷は、製造工程で用いたエネルギー（電力、石
油、ガス）総量から計算

＊3 製品の「輸送」での環境負荷は、国内外の輸送手段・移動距離を想定
し、それぞれに対する標準的な単位重量・単位移動距離あたりのCO2

発生量の単価、及び、歩留まり等の補正因子を「調達」原材料の重量に
掛けて計算

＊4 製品の「使用」による環境負荷は、コピー・プリンター・ファクスは本年
度投入機の5年間稼動消費電力として計算し、その他の製品は稼働台
数等の推定値に標準的な消費電力を掛けて計算

＊5 製品の「廃棄」による環境負荷は、調達原材料の廃棄負荷を推定して計算
＊6 事業活動で使用した水の排出量
＊7 公共用水へ排出した量
＊8 A重油、C重油、灯油、軽油、ガソリンの合計（石油類をそれぞれエネル

ギー換算して足し合わせ、総計をA重油の量で表した）
＊9 天然ガス、液化天然ガス（LNG）、都市ガス、ブタン、液化石油ガス

（LPG）等の合計（ガス類をエネルギー換算して足し合わせ、総計を都
市ガスの量で表した）

＊10 冷却水の使用量を含む
（上記において、CO2発生量の原単位は、産業連関表等に基づいたデータ
ベースを使用）

◉社会に与える影響の全体像

「スコープ3基準」での温室効果ガス算定に対応した
社内ガイドラインを制定
　富士フイルムでは、投資家や顧客からの開示要求が高まっ
ている「スコープ3※基準」での温室効果ガス算定に対応す
るため、2012年3月に環境省／経済産業省連名で公表された
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関す
る基本ガイドライン」に沿って具体的な算定方法を整理した、
社内ガイドラインを制定しました。富士フイルムグループで
は、2007年度から製造工程での排出だけでなく、原材料調達
～製造～輸送～使用～廃棄に至るライフサイクル全体での
CO2排出量を算定しており、既に15カテゴリ中7カテゴリは結
果を評価、情報を開示しています。今回実施した基本ガイドラ
インに沿った検証により、これまで収集してきた情報で、非該
当の「投資」「フランチャイズ」を除く13カテゴリ（出張、通勤等
を含む）すべてで算定可能であること、資本財を除けば、残り5
カテゴリは寄与が小さく、現在評価しているCO2排出量とほと
んど同じであることを確認しました。
　今後、本ガイドラインを活用し、タイムリーな情報開示を進め
ていきます。
※…スコープ3：サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定の基準。ス
コープ3は、企業の直接排出（スコープ1）、エネルギー利用による間接排出
（スコープ2）以外の間接排出で、原料調達、輸送、使用、廃棄の他、従業員の
通勤、出張なども含まれる。

富士フイルムグループでは、原材料調達、製造、輸送、使用、廃棄に至るまでの企業活動のすべてのプロセス（バリュー
チェーン）において、社会や環境に与える影響の認識に努めています。
企業活動が与える影響をバリューチェーン全体でとらえ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。

調達先でのCSR推進…P51

生物多様性の保全…P42 資源の有効利用…P40環境に配慮した製品・サービス
の開発と普及…P37

お客様の声を反映した製品・サービス…P56

本業と社会貢献の連動…P52

多様な人材の活用と育成…P47
労働安全保全…P50

地球温暖化対策の推進…P34
化学物質管理のレベルアップ…P44

調達バリューチェーン
（企業活動のプロセス）

ステークホルダー

R &D・製造 輸送 お客様使用時 廃棄・回収

LCAに基づいた環境負荷
（富士フイルムグループの
  2012年度の実績）

資源採掘/輸送/精製・精錬/
合成/加工、輸送等

アルミニウム / 
アルミニウム合金  124千t
銀  0.422千t
紙（製品に使用するもの）  61.4千t
PET＊  30.7千t
TAC＊  45.8千t
その他  212千t

電気の使用、石油、ガスの燃焼
水の使用

大気排出

電力量 1,229 百万kWh
重油等＊8 65.2 千ｋL
ガス＊9 249 百万㎥
水 52.7 百万t

CO2 ＊2 ………… 1,338千t
VOC…………… 0.94千t
SOx …………… 20.2t
NOx ………… 457t
ばいじん …… 6.49t

排水 富士フイルムグループの
環境負荷の
直接的な管理領域

水＊6……… 49.7百万t
BOD＊7………… 46.5t
COD＊7……………109t
総窒素＊7…………259t
総リン＊7 ……… 2.50t

大気排出
CO2 ＊1 … 2,116千t

大気排出
CO2 ＊3 … 455千t

大気排出
CO2 ＊4 … 616千t

大気排出
CO2 ＊5 … 226千t

重油・ガソリンの燃焼、
電気の使用

電気の使用、水の使用 廃棄物の焼却

＊PET ：ポリエチレンテレフタレート
　TAC ：トリアセチルセルロース

材料再生

排水 廃棄物 廃棄物

廃棄物
77.1千t

材料再生
アルミ/PET/銀/TAC

水の
循環使用量＊10

74.7百万t

電気 水電気 水

取引先

従業員

お客様　

地域社会・将来世代　

環境

富士フイルムグループ…グリーン・ポリシー（環境方針）
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/greenpolicy/
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コンプライアンス／リスクマネジメントの質的向上

富士フイルムグループは「コンプライアンス」を「法律に違反しないということだけでな
く、常識や倫理に照らして、企業や個人が正しい行動を行うこと」と定義しています。組織
に向けられた社会的要請に応えて、しなやかに鋭敏に反応し、目的を実現していくことが
「コンプライアンス」に通じると考えています。
またコンプライアンス意識の欠如がリスク発生につながることも多く、コンプライアンス
とリスクは表裏の関係にあります。富士フイルムグループではコンプライアンス推進と
事業活動遂行に関連するリスクマネジメントは表裏一体の活動ととらえ、各事業会社の
専門部署が総合・一体的に管理し、富士フイルム、富士ゼロックスの両事業会社を中心
に、国内外の関係会社を含めてグループ一丸となって推進しています。
富士フイルムグループのコンプライアンス宣言… http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/

企業行動憲章・行動規範冊子

●●● 基本的な考え方

富士フイルムグループのコンプライアンス

　富士フイルムグループでは企業活動の基本ポリシーと

して、「富士フイルムグループ…企業行動憲章・…行動規範」

を制定し、法令や社会倫理に則った活動の徹底を図ると

ともに、コンプライアンス宣言を通じて、事業活動におい

てコンプライアンスが優先することを明示しています。富

士フイルム、富士ゼロックスの両事業会社には専任部門

を設置し、定期的な教育などを通じて、グループ全体にお

けるコンプライアンス意識の浸透と向上を図っています。

　その他、相談・通報受付窓口を各事業会社内外に設置

し、違反行為の早期発見に努めるとともに、相談・通報に

は相談者保護を配慮した上で、適切に対処し、社長を委員

長としたCSR委員会に内容を報告しています。

●富士フイルム

　富士フイルムはコンプライアンス推進、リスクマネジメ

ントをはじめとする内部統制を総合的、一元的に管理・運

営するために、2004年4月に専任組織としてコンプライア

ンス&リスク管理部（CP&RM）を設置しました。

　コンプライアンス教育については、国内関係会社に加

え、近年は海外関係会社の経営層などに対する教育を強

化しています。これにより、グループ従業員全体のコンプ

ライアンス意識浸透を図るとともに、その浸透度を従業員

の意識調査で確認しています。また、近年の世界的な腐敗

防止法の執行強化を受け、グループ全体に改めて腐敗防

止方針を周知するとともに、2012年4月からは、富士フイ

ルムと国内外の一部関係会社に対し、腐敗防止規程を導

入しました。今後、グループ全体に展開していく予定です。

●富士ゼロックス

　富士ゼロックスでは、倫理・コンプライアンスに関する

行動指針を定め、役員及び従業員一人ひとりの行動に定

着させるよう、体制・仕組みの充実を図っています。2008

年度から一般法務教育を展開、教材には富士フイルム

●●● 2012年度の活動概要
富士フイルムグループのリスク管理

　富士フイルムグループでは各事業会社において適切な

リスク管理体制を構築しています。リスク予防や発生した

リスク案件への対応等は、所定の手続きに従って各事業

会社からCSR委員会事務局に報告されます。重要なリスク

案件については、CSR委員会において適切な対応策を検

討・推進しています。持株会社である富士フイルムホール

ディングスは、子会社の業務執行を株主の立場から監督

しつつ、グループに共通する業務の統一化を図り、効率的

かつ適切な業務遂行を目指しています。

●富士フイルム

　富士フイルムでは、各事業部に関わるリスクを基に、全

社共通のリスク課題を設定し、それに対する対応策を講じ

てきました。2012年3月期は東日本大震災に加え、東海・

東南海・南海の連動型地震（南海トラフ）、首都圏直下型、

富士山噴火の災害想定による全社リスク課題を見直し、

対応策を追加、強化しています。また2013年度から反社

会的勢力排除への体制強化を実施しています。

●富士ゼロックス

　富士ゼロックスでは、「ALL-…FXリスクマネジメント規程」に

基づき、クライシス（緊急事態）対応はもちろん、通常時のリ

スクを管理する活動にも重点を置いています。潜在リスクに

関しては、リスクの発生確率と経営への影響度で管理し、そ

れぞれに対して責任権限、対策の立案と実施を定めていま

す。2012年度は、東日本大震災に対する復旧・復興活動の継

続及び大震災を教訓とした防災対策を推進するとともに、会

社が重点的に取り組む重大リスクの特定を行い、対応状況に

ついてCSR会議で審議しました。2013年度も、東日本大震災

の経験と教訓を風化させることのないよう、取り組みをさら

に強化し、CSR会議において定期的にレビューを行います。

●コンプライアンス・リスクマネジメント推進体制
　（富士フイルムとその関係会社）

●企業倫理・コンプライアンス推進体制
　（富士ゼロックスとその関係会社）

役割
①リスクが顕在化・拡大化
　しないように対処
②事前対応
③予防活動

CSR推進部
コンプライアンス＆
リスク管理部

役割
①企業行動憲章・行動規範の
　周知活動
②行動規範浸透のフォローアップ
③行動規範の違反への対応

総合危機管理委員会 コンプライアンス委員会

事務局
コンプライアンス＆リスク管理部長

事務局
コンプライアンス＆リスク管理部長

コンプライアンス＆
リスク管理部長

委員長：会長
● 副委員長：社長
● 常任委員：
　CSR推進管掌執行役員　
　連結経営管理管掌執行役員
　総務管掌執行役員
　法務管掌執行役員
　広報管掌執行役員

委員長：社長
● 副委員長：
　CSR推進管掌執行役員
● 常任委員：
　連結経営管理管掌執行役員
　人事管掌執行役員
　総務管掌執行役員
　法務管掌執行役員

総務部 法務部人事部

富士ゼロックス及び関係会社の各組織

倫理・コンプライアンス委員会

CSR会議

業務執行（社長）

取締役会

内部監査部門

監査役会

●リスク情報収集及びコンプライアンス相談の仕組み
　（富士フイルム）

●リスクマネジメント推進体制（富士ゼロックス）

●経営が管理するリスクマップ（富士ゼロックス）

コンプライアンス相談窓口
富士フイルム

コンプライアンス＆リスク管理部

社内相談窓口
富士フイルムの
関係会社ごとにある

コンプライアンス相談窓口
外部委託先※

上長

富士フイルムの従業員

上長

富士フイルムの関係会社従業員

富士フイルムの従業員 富士フイルムの関係会社従業員

富士フイルムの関係会社の社長富士フイルムの各部門長

総合危機管理委員会事務局（富士フイルム、コンプライアンス＆リスク管理部長）

コンプライアンス委員会事務局（富士フイルム、コンプライアンス＆リスク管理部長）

富士フイルムコンプライアンス＆リスク管理

リスク
マネジメント
委員会

CSR会議

経営執行会議

社長

事務局
法務部

事務局
総務部

倫理・
コンプライアンス

委員会

情報
セキュリティ
委員会

事務局
総務部
CSR部
人事部

総合企画部

大

小

低 高

経
営
へ
の
影
響
度

発生確率

まず発生しない
（低い発生確率）

1回/10年ぐらい 1回/数年ぐらい 1回/年ぐらい 頻繁に発生
（高い発生確率）

富士ゼロックスの経営が管理するリスク

1週間から1カ月事業が中断、お客様や社会からの
信用喪失による事業撤退・事業自粛となるリスクなど

統括組織が管理するリスク

1日から数日業務が中断、
一部メディアで報道、負傷者が発生など

部門が管理するリスク

※…リスク情報を察知しても、何らかの理由で会社や上長に報告できない場合、直接外
部の相談窓口が利用できるよう整備しています

ホールディングス、富士フイルムと合同で作成した「法務

リスク診断テスト」を使用しています。2010年度からは、

不祥事の発生防止を目的に不正防止教育（不正事例と不

正防止チェックポイントの紹介）、さらに2011年度からは

ハラスメントの発生防止を目的とした教育を実施してい

ます。2012年度は、海外赴任者及び出張者が増加してい

ることから、公私両面で現地の法律に違反しないよう、「海

外赴任者のための現地法令ガイド（中国編・シンガポール

編）」を作成、教育を展開しました。
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富士フイルムグループでは、「CO2排出量を製品のライフサイ
クル全体で、2020年度までに30％削減（2005年度比）」すると
いう長期目標を2010年4月に定めました。企業活動における
CO2削減の対象領域を直接的な活動だけでなく、製品・サー
ビスのライフサイクル全体（原材料の「調達」、製品の「製造」、
「輸送」、「使用」、「廃棄」）まで広げ、基準年2005年度のCO2排
出量5,049千t／年を絶対量で1,524千t／年削減し、2020年度
には3,525千t／年以下にするよう様々な活動を行っています。

●●● 基本的な考え方

　2012年度は、依然厳しい経済環境でしたが、当社グ

ループの生産量は、基準年の2005年度に対し増加しまし

た。一方、グループ全体のCO2排出量は、基準年に対して

298千トン（6％）削減しました。日本国内の電気事業者の

CO2排出係数※が対2005年比で12％以上増加するなか、

自家発電設備の活用により「製造」ステージでは149千ト

ン（10％）削減。また「使用」ステージでは、さらに進化し

た消費電力の少ない複合機の開発などにより、496千ト

ン（45％）削減しました。「調達」ステージは継続して増加

傾向ですが、対2011年度では346千トン（14％）と大幅削

減しました。これは、CTP版/PS版（印刷用刷版材料）のク

ローズドループリサイクルの運用拡大などの効果による

ものです。2013年度も積極的な省エネ生産技術の導入

や、運用改善などにより、エネルギー由来のCO2排出量削

減を推進する計画です。

※…CO2排出係数
国内：毎年発表される環境省ホームページ…温室効果ガス排出量算定・報告公表制
度の電気事業者別のCO2排出係数を使用。
海外：…CO2…EMISSIONSFROM…FUEL…COMBUSTION…2012…(IEA)を使用

全社を挙げた省エネによるCO2排出削減と
燃料費の削減活動

　富士フイルムグループは、2007年度に「地球温暖化対

策推進委員会」を発足し、CO2排出量の多い国内主要6工

場を対象に、対1990年度の生産エネルギー原単位30％改

善、CO2排出原単位40％改善を目標に活動を進めてきま

した。加えて、2010年度からは、生産の拡大や燃料、電力料

富士フイルムおよび
その関係会社

[目標値]
30%減（対2005年度）

■富士フイルムおよびその関係会社  ■富士ゼロックス

CO2（千t/年） CO2（千t/年）
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環境負荷合計：
5,049千t-CO2/年

環境負荷合計：
3,525千t-CO2/年
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30%減
（対2005年度）

■富士フイルム及びその関係会社  ■富士ゼロックス

CO2（千t/年）
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■富士フイルムおよびその関係会社  ■富士ゼロックス

環境
負荷合計

3,525
千t-CO2/年

環境
負荷合計
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金の高騰を予測し、動燃費増加分の半減を目指す「動燃費

削減プロジェクト」を発足、海外も含めたグループ全体で

活動を推進してきました。コスト削減を全社目標として掲

げることで、目標達成の進捗状況をより見える化し、エネル

ギー及びCO2排出削減に拍車をかけようというものです。

　これらの活動により、生産規模の大きなフラットパネル

材料生産ラインへの新規省エネ技術の導入やオランダ工

場における風力発電の稼働、生産工程のクリーンルーム

温湿度制御システムの改善など、生産プロセスの省エネ

施策を積極的に展開してきました。加えてオフィスの集約

やタスクライト採用などの照明器具の見直し、居室の空調

負荷削減など、2011年度までに導入した施策を2012年度

も継続し効果拡大を図りました。

　さらに、生産に直結しないエネルギー（生産量によら

ず消費される固定エネルギーや非生産時の待機エネル

ギー）削減にも新たに注力し、省エネとコスト削減を全社

挙げて推進した結果、「地球温暖化対策推進委員会」と「動

燃費削減プロジェクト」の目標をいずれも達成することが

できました。動燃費増加抑制効果は、グループ全体の年間

動燃費の約17％に相当します。

　2013年度以降も省エネと動燃費削減を両立すべく推

進体制を刷新し、新たな目標を掲げ活動を推進していき

ます。

標とし、全国主要拠点の使用電力がイントラネットを介し

てリアルタイム集計・管理できる体制を増強、結果として

18%のピーク削減を達成しました。この間の電力使用量

の削減総量は24千MWh、CO2換算※で約12千トンでした。

またオフィス系拠点でも前年に引き続いてタスクアンビ

エント照明や時間外空調の管理を徹底しました。

　なお、2011年夏に展開した節電活動とその成果が認め

られ、「2012年度省エネ大賞…資源エネルギー庁長官賞」

を、オフィス系での取り組みについて「watt… sense…award…

2012…環境大臣賞」を受賞しています。

※…CO2換算：電事連の2011年排出係数0.476t-CO2/MWhを採用。国内全事業所で使
用電力削減活動を継続

蓄熱水槽導入による冷凍機の省エネで
約200t-CO2/年の削減を実現

　神奈川工場では、建物の空調や製造工程の安定条件確

保のために冷凍機で製造した冷水を使用しています。製

造設備を安定して動かすためには冷水温度を一定に保

つ必要があり、従来は冷凍機を常時運転するため大きな

電力を消費していました。そこで、冷凍機と製造設備の間

に「蓄熱水槽」を導入し、運転時間の短縮による省エネを

図りました。蓄熱水槽とは、製造設備から戻ってくる温か

い水と冷凍機で製造した冷たい水が混ざらない構造の水

槽で、水槽に蓄えた冷水を使用している間は冷凍機を停

止することができます。2012年度は蓄熱水槽の導入によ

り、約400MWh/年（約200t-CO2の削減に相当）の省エネ

を実現しました。このような蓄熱水槽を利用した冷凍機の

省エネは、2013年度以降も他設備・他工場でも導入を進

めています。省エネの他にも、徹底した騒音対策やオゾン

層を破壊しない新冷媒の採用、水の再利用による節水な

ど、環境に配慮した設備づくりをしています。

国内全事業所で使用電力削減活動を継続

　2012年度も前年度に引き続いて電力需給が逼迫し、夏

期（7～9月）には一部電力会社管内で10％、7％、5％等の

ピーク削減目標を掲げた節電要請が寄せられました。こ

れに対して富士フイルム及び国内関係会社では、全社を

挙げた節電活動を展開しました。まず大口需要拠点（契

約電力500kW以上）では、全国の大口25拠点全体での使

用電力ピークを15%以上削減（対2010年夏）することを目

水槽が冷える

製造設備冷凍機

水槽が温まる

停止

製造設備冷凍機

蓄熱水槽導入後（蓄熱時）
蓄熱水槽に冷水が蓄えられる

蓄熱水槽導入後（放熱時）
蓄熱水槽の冷水で賄う間は冷凍機を停止できる

生産プロセス効率改善チーム

オフィス・海外生産部会 （富士ゼロックスと協働）

エネルギー調達・供給効率改善チーム

工場・生産プロセス部会

富士ゼロックス環境委員会生産部会エネルギー戦略推進委員会
委員長：
富士フイルムホールディングス
CSR管掌役員
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●エネルギー戦略推進委員会

●蓄熱水槽による省エネの仕組み
●富士フイルムグループの主なCO2削減施策

●富士フイルムグループの2020年度（目標年）の目標

取り組み分野 該当するステージ 主なCO2排出削減施策

環境負荷の少ない
製品の開発と普及

「調達」「使用」
「廃棄」

●消費電力を少なくした複合機（コピー/プリンター/ファクス）（ドキュ
メント分野）　●現像液を必要としない完全無処理CTP版（グラフィッ
クシステム分野）

工場やオフィス
におけるCO 2
排出量削減

「製造」

●重油からガスへの燃料転換（日本）　●廃棄物の埋立処分場から発
生するメタンガスの燃料利用（アメリカ）　●工場敷地内での風力発
電（オランダ）　●排熱回収、蒸気回収等の省エネ技術の開発と導入
（日本、欧米、中国等の生産拠点）　●太陽光発電の導入（アメリカ）

リサイクル 「調達」「廃棄」 ●PS/CTP版の製造工程で発生する端材アルミのリサイクルシステム
の開発と導入及び適用範囲の拡大（グラフィックシステム分野）

物流の効率化 「輸送」 ●経路の最適化　●積載率の向上　●モーダルシフトの推進
●梱包の軽量・コンパクト化　●エコドライブの推進

●富士フイルムグループの2012年度の実績

●CO2排出量*の推移

省エネのポイント：「蓄熱水槽」に冷水を貯めておくことで、冷凍機の運転時間が短
縮、省エネを実現している

●●● 2012年度の活動概要 ●●● 活動トピックス

※算定方法はP65「CO2排出量の推移」と同様
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インク製造会社による環境への取り組みが
イギリスの印刷用インク製造業者団体から評価

　FUJIFILM…Speciality… Ink…Systems…Limited（イギリス）

は、2013年1月の新しいデジタルインク製造プラントの完

成に続き、50％を超えるUVインクの生産増に対応するた

め、高い生産性をもつ最先端のデジタル印刷用インク製

造設備を導入しました。デジタル印刷は、デジタル画像と

コンピューターソフトを用いて、印刷媒体にのせるインク

をコントロールすることにより、化学薬品や水を含む画像

形成材料を最小限に抑えています。さらに従来の印刷に

比べ50％未満のインク使用で済むため、インクと印刷媒

体の廃棄も大幅に減らすことができます。

　この新設備の導入に際し、環境負荷を削減するための

新しい技術を導入、環境改善に大きく寄与するよう設計

しました。製造工程で排出される熱エネルギーは、新しい

熱交換システムで作られた圧縮空気とともに利用され、

工場全体で必要な熱の70％を供給することができます。

また、新しいボイラーは高い効率で圧縮変調が可能なた

め、従来のシステムが必要とする化石燃料を40％減らす

ことができます。

　こうした新しいデジタル印刷用インク製造設備の刷新

は、富士フイルムの最先端技術と一貫した製造管理によ

る高品質なものづくり及び環境や持続可能性に対する積

極的な取り組み姿勢を示すものです。こうした業界をリー

ドする環境に対する姿勢が高く評価され、BCF※による

Sustainable… Innovation…Award…2012の最終選考に残り

ました。

※…BCF（British Coatings Federation）：イギリスの印刷用インク製造業者の主要な
業界団体であり、Sustainable…Innovation…Awardはこの団体が与える重要な賞

高まるビジネスへの要求

　2010年に定めた2020年目標に向かって着実
に成果を積み重ねている経営姿勢は立派です。
練達のメーカーとしての様々な工夫や技術革新
に節電努力なども加わり、CO2排出やコストの削
減で大きな成果を挙げているからです。その素晴
らしさは様々な受賞が証明しています。
　ところで、大気中のCO2濃度が遂に400ppmの
大台に乗り、平均温度の上昇が2℃を超える懸念
が強まるなか、CO2排出削減への要求はますます
高まります。加えて、生物多様性、水や資源の枯
渇、貧困や感染症、人権など、様々な問題解決へ
の要求がビジネスに向かってきます。健康な地球
があってこそビジネスの繁栄があるとすれば、ビ
ジネスは地球を守り、自らを守るためにも、これら
の問題解決に取り組まねばなりません。
　こうした社会からの期待に富士フイルムグルー
プがその総合力を持って応えるとすれば、それは
地球社会にとって大歓迎です。と同時に、貴社グ
ループの一層の「繁栄への約束」でもあるのです。

第三者意見を受けて

　製造業である当社グループは、エネルギー由来のCO2

排出量が90％を占めており、工場や生産プロセスの省エ
ネ技術を継続的に導入しつつ、製品のライフサイクル全
体で、かつ海外現地法人も含めたワールドワイドでのCO2

排出削減目標を立て、活動の幅を広げています。また、生
物多様性、水や資源の枯渇も見据えた準備にも着手して
いますが、末吉先生のご指摘は、もっと大きな視野で「地
球環境」を見据え、「ビジネスは地球を守り、自らを守るた
めにも」、これらの問題解決に主体的に取り組むことを、
リーディングカンパニーとして期待されていると受け止め
ています。当社グループの一層の「繁栄への約束」を勝ち
取るべく、一丸となって推進いたします。

（富士フイルムホールディングス 総務部CSRグループ）

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に関わる他、中央環境審議会
など各種審議会の委員、川崎市、鹿児
島市のアドヴァイザー、東京大学大学
院非常勤講師なども務める。また企業
の社外役員を務め、環境問題や企業
の社会的責任について、講演、著書、
新聞、ＴＶ等で啓蒙に努める。

「地球温暖化対策の推進」への第三者意見OPINIONCSR活動報告

地球温暖化対策の推進

●UVデジタル印刷のワークフロー

新工場にあるクリーンなハイテク環境のインク
ミキシングタンク

Artwork RIP Printer ※…JAMP＝アーティクルマネジメント推進協議会

環境に配慮した製品・サービスの開発と普及
CSR活動報告

事例も付属書として作成し、算定しやすくしました。ガイド

ラインに則った具体的事例として、化粧品（アスタリフト）

のレフィルやレーザー光源搭載の内視鏡などを試算し、い

ずれも大きなCO2排出削減への貢献が期待できることが

分かりました。今後、算出したCO2排出削減貢献量を製品

の環境付加情報としてお客様に提供を進めていきます。

　なお、日本化学工業協会が2012年3月に発行した「CO2

排出削減貢献量算定のガイドライン※2」にも、富士フイル

ムはワーキンググループメンバーとして参画しました。今

後も社内のみならず、社会全体に環境配慮の考え方が広

まるよう取り組みを継続していきます。

※1…ガイドライン：（1）日本化学工業協会「CO2排出削減貢献量算定のガイドライン」、
（2）日本電機工業会「温室効果ガス排出削減（抑制貢献）算定方法論」、（3）総務省
「地球温暖化に向けたICT政策に関する研究会報告書」（2008年）

※2…CO2排出削減貢献量算定のガイドライン：…｢第9回LCA日本フォーラム表彰｣経済
産業省産業技術環境局長賞受賞

　富士フイルムでは、2003年から、すべての新製品、改良

品について「環境配慮設計規則」に則って、製品の環境影

響低減に取り組んでいます。2012年度には、環境配慮の取

り組みが社内製造工程での環境負荷低減だけでなく、社会

に貢献していることを分かりやすくお伝えするために、お客

様の使用時を含めたライフサイクル全体でのCO2排出削

減分を貢献効果として定量的に「見える化」するための考

え方、方法をまとめた社内ガイドラインを策定しました。

　本ガイドラインは、当社の多様な製品群をカバーでき

るよう製品機能により、①化学製品・部品・部材、②機器製

品（使用時にエネルギーを使うもの）、③ITシステムの3つ

の環境負荷削減貢献とともに、④創エネ製品（太陽光発

電）も含めた計4つに分け、各業界での考え方やガイドラ

イン※1に準拠しています。さらに、各分野での具体的算出

●●● 2012年度の活動概要

富士フイルムグループでは、すべての製品において調達、製造、物流、お客様使用時、
廃棄に至る製品のライフサイクル全体を考慮し設計段階から安全／コンプライアン
ス、3R（リデュース・リユース・リサイクル）、含有化学物質、省電力、生物多様性保全な
どの観点で目標設定し、開発後に目標達成度を審査する環境配慮設計の仕組みに基
づき、環境に配慮した製品開発を行っています。さらに材料や機器単体のみならず、ソ
フトウエアやソリューションまで拡大し、社会全体での環境負荷低減への貢献に努め
ています。また、LCA※による環境負荷の定量的かつ客観的な評価とともに、環境ラベ
ルも活用し、積極的な情報発信を進めています。
※…LCA：ライフサイクルアセスメント

レフィル対応容器
により大きなCO2
排出量削減が算
定される「アスタ
リフト」

●●● 基本的な考え方

●環境配慮設計の経緯

環境配慮
設計全般

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

含有化学
物質管理

環境ラベル
推進

規則制定

改定
（生物多様性
を組み込む）

規則見直し改定
（目標/評価の可視化）

ABS対応の
仕組み構築

すべての新製品・改良品で運用実施（FF）

可視化運用、活用環境貢献効果
算定法策定

規則制定

化学物質の情報提供

自己監査

エコリーフ カーボンフットプリント

PLATE to PLATE ラベル（TypeⅡ）

JAMP※の仕組み導入

規則改定

運用定着推進
（サプライヤーからの情報入手、海外展開）
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環境に配慮した製品・サービスの開発と普及

●環境貢献効果算出事例①　アスタリフト（化粧品）

　「アスタリフト」は新パッケージからレフィル対応容器に

変更しました。レフィルでは、美容液について試算※し、年

間1人あたり約160gのCO2排出削減となること、2013年度

のレフィル品全体では約100トンのCO2排出削減貢献量

が想定されることが分かりました。また、プラスチック量と

しても約70%削減でき、年間約100トンの省資源化となり

ます。

　なおアスタリフトは、

こうした環境に配慮した

パッケージデザインを評

価され、2012年度グッド

デザイン賞を受賞して

います。

※…美容液についての試算：本品1本に対しレフィル3回の使用方法で試算

●環境貢献効果算出事例②　レザリオ（内視鏡システム）

　レーザー光源搭載内視鏡「レザリオ」は、光源装置をキ

セノン光源からレーザー光源に置き換えることで使用時の

印刷業界に求められる
今後の環境への取り組みを討論
　2012年7月23日、吉田南工場…開発センターの研究者を対象
に、市場の環境要求動向を知り、環境意識を高め、環境への取
り組みのきっかけとなることを狙って、「環境面から見た印刷
業界の変化と今後の私たちの取り組み」をテーマに外部有識
者をお招きしたダイアログを実施しました。東京都市大学・伊
坪教授の講義、実際のお客様の声をお聞きした後、今後の印
刷業界の行方やそのために富士フイルムグループが対応す
べきことについて、パネルディスカッションで討論しました。
　今回のダイアログを通じて、カーボンフットプリント算定に
よる環境負荷削減、またCO2以外の指標も含めた環境対応を
組み込んだ製品設計と、そのことをアピールしていく必要性な
どについて提言をいただきました。今後は、顧客満足度と環境

対応の両立を目指し、環境配慮設計を推進していくことで、ダ
イアログで出された意見を生かしていく予定です。

①ファシリテーターはLCA研究で
著名な東京都市大学・伊坪徳宏教
授…②お客様の声の代表として大
日本印刷の長谷川浩様（左端）を
交え、パネルディスカッションを実
施…③当日は吉田南工場…開発セン
ターの研究者約40名が参加

「環境に配慮した製品・サービスの開発と普及」
への第三者意見

●●● 活動トピックス

富士ゼロックスのデジタルカラー複合機が
省エネ機能を評価され様々な賞を受賞

　富士ゼロックスのデジタルカラー複合機が、2012年第9

回エコプロダクツ大賞（主催：エコプロダクツ大賞推進協

議会）において「節電大賞（エコプロダクツ大賞推進協議

会特別賞）」（エコプロダクツ部門）、さらに2012年度「省

エネ大賞」（主催：一般財団法人省エネルギーセンター）

において「製品・ビジネスモデル部門」で「省エネルギー

センター会長賞」を受賞しました。

　富士ゼロックスは「RealGreen」というコンセプトを掲げ、

「省エネ」と「使いやすさ」を両立する製品の開発に取り組

んでいます。受賞したオフィス向けフルカラーデジタル複

合機「ApeosPort-Ⅳ」シリーズ及び「DocuCentre-IVシリー

ズ」は、消費電力を大幅に低減できるスリープモードがあ

るにもかかわらず、立ち上がりまでのわずかな待ち時間を

嫌われ、多くのお客様に使われていないという課題を受け

て開発されました。そこで3つの省エネ技術を統合的に運

用することで、スリープモードからの『体感待ち時間ゼロ』

を実現。これにより、お客様はスリープモードからでも待ち

時間を感じずに、ストレスなく複合機を使用できます。

　なお富士ゼロックスの省エネ大賞受賞は、1999年に初

めて受賞して以来今回で12回目となり、これは業界最多と

なります。今後も社会全体の地球環境負荷低減を目指し、

省エネ型製品の開発を積極的に推進していきます。

●❶ ●❷

●❸

●環境貢献効果算出事例③　病院向けITソリューション

「SYNAPSE」

　検査画像をデジタル化し画像ファイリングシステム

（PACS）に保管、病院内でデータ共有することで、診察室

で閲覧できます。これにより、フィルムの購入・保管・運搬・

検索に伴うCO2排出量を削減できます。日本の病院全体

では約7万トンのCO2排出削減を期待できます。

0
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CO2（t）

現行製品のまま レザリオに切り替え

CO2排出
削減量

約70t
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　WelcomEyes

2. スマート
　節電

3. スリープ
　高速復帰

『体感待ち時間ゼロ』『体感待ち時間ゼロ』
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フィルム運搬

フィルム運搬

フィルム運搬

過去フィルムの検索

保管スペース

【導入前】

検査室
（撮影）

診察室
（診断）

データ転送 データ転送

過去データの検索
（オンライン検索）

PACS

【導入後】

電力消費を削減。年間1台あたりで

約100kgのCO2排出削減が可能で、

2016年度には約70トンのCO2排出削

減貢献になる試算結果を得ました。

●『体感待ち時間ゼロ』を実現する3つの技術

●ネットワーク医療「SYNAPSE」を導入した場合

●省エネ製品（レザリオ）による
　CO2排出削減貢献（2016年時点試算）

1.Smart WelcomEyes：自動センシングによりお客様を検知すると、スリープ状態か
らでも自動復帰する技術

2.スマート節電：複合機の使用サービスに対して必要な機能モジュールだけに電気
エネルギーを供給する省エネ技術

3.スリープ高速復帰：スリープ状態から出力装置を高速に立上げる制御技術

ApeosPort-Ⅳ…C5575

「製品ライフサイクルに基づく
攻めの環境経営」

　富士フイルムグループは、昨年、純度99.5%以
上という高い品質要求を満たすアルミニウム製
のPS版のリサイクルシステムを開発するという画
期的なエコイノベーションを確立しました。一見
不可能とも思えるシステムを実現したのは、「製品
ライフサイクル評価」に注目した環境マネジメン
トを富士フイルムグループが継続的に、かつ、真
摯に取り組んだことが結実したものであり、大変
高く評価されるものです。
　製品ライフサイクル評価は、自動車や電気電子
機器、食品など様々な商品にすでに活用されてい
ますが、消費者向け(BtoC)の商品が多く、企業間
(BtoB)やサービスを対象にした分析は必ずしも
十分であるとは言えません。富士フイルムグルー
プは、BtoBの好例としてPS版のほか、医療機器や
ソリューションといったサービス、消費者向けで
あってもこれまで環境配慮製品の開発が遅れて
いた化粧品についても積極的に取り組み、環境負
荷の削減に大きく貢献しています。富士フイルム
グループは、学際的にも行われることの少なかっ
た評価対象について積極的に取り組むだけでな
く、製品機能を高めつつ、環境影響の大幅な削減
に寄与するエコイノベーションを様々な分野で展
開しています。今後も継続した「攻め」の環境経営
をライフサイクルの視点から「クール」に実践して
いくことを強く期待します。

第三者意見を受けて
　弊社がこれまで約10年前より継続的に進めてきた、製
品ライフサイクル全体に渡って環境に配慮する取り組みと
ともに、医療機器、ソリューションサービスや化粧品での
環境負荷削減への貢献についても高く評価していただい
たことは、今後の活動推進の力になります。
　今後も製品開発プロセスに組み込んだ環境配慮設計の
仕組み等を活用して、製品ライフサイクルに基づく「攻め」
の環境経営を積極的に推進し、グループ全体で環境に配
慮した製品やサービスを提供してまいります。

（富士フイルム CSR推進部 環境・品質マネジメント部）

東京都市大学 
環境学部 教授
博士（工学）

伊坪 徳宏  氏
プロフィール
独立行政法人 産業技術総合研究所 
LCA手法研究チーム長を経て、2005
年、東京都市大学 環境情報学部 准教
授、2013年4月より教授。
LCAを中心とした環境影響の評価手
法開発や事例研究を通じて、企業の
EMS構築や循環型社会の形成に貢献
するための研究活動を行っている。

OPINION
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資源の有効利用

富士フイルムグループでは、限りある資源の重要性を認識し、創業当初
から主力製品である写真感光材料の原料である銀の回収、再利用には
じまり、複合機、複写機での資源循環システムを確立させるなど、資源
投入量の削減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、廃棄物の有価物化やリサイクル活用に
わたるライフサイクル全体での総合的な取り組みを通して、資源の有効
利用、廃棄物削減に取り組んでいます。

中国・蘇州のリサイクル拠点「富士ゼロックスエコマ
ニュファクチャリング蘇州」

●●● 基本的な考え方

●廃棄物削減の取り組み

　富士フイルムグループでは、製品の設計から製造、廃棄

のライフサイクル全体にわたって、総合的に資源の有効

利用、廃棄物の削減に取り組んでいます。設計段階での省

資源やリサイクルを考慮した設計、製造段階での製造ロ

ス削減により、資源の有効利用を考え、できるだけ廃棄物

の発生を抑える一方、排出される廃棄物に関しても、2011

年度からグループ全体でのプロジェクト活動を行い、廃棄

物の有価物化や有価物の価値向上を進めています。

　プロジェクト活動は、富士フイルム／富士ゼロックス他富

士フイルムグループが一体となって、製造拠点での主な廃

棄物である、廃プラスチック、廃油、汚泥の3分野を対象に

行っています。これまでは製造拠点ごとに外部処理委託し

ていたため、排出量が少なくて廃棄物として処理されてい

たり、焼却での熱回収しかできなかった廃棄物を、富士フイ

ルムグループで集約し、かつ委託先を最適化することで、有

価物化や、高品位のリサイクル（マテリアルリサイクル）化

も可能になり、資源の有効利用がレベルアップしました。

　具体的には、廃油は蒸留再生の可否で区別し、可能な

ものは蒸留再生業者でマテリアルリサイクル、困難なも

のは焼却業者で熱回収する、委託先最適化を行い、資源

有効利用の最大化を図りました。また、廃プラスチックは、

富士ゼロックスが回収機器のリサイクルで活用している

処理業者を富士フイルムグループ全体に展開すること

で、廃棄物の有価物化促進や有価物の価値向上を進めま

した。本活動により、2012年度末までで、外部委託してい

る廃棄物処理費用も2010年度比で20%削減できました。

今後は、オフィス系や販売・倉庫系廃棄物についても、資

源有効利用の取り組みを広げていきます。

●商品の廃棄ゼロへの取り組み

　富士ゼロックスは、｢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、使用済み商品を回収し、

●●● 2012年度の活動概要

リユース※1・リサイクル※2を行っています。資源循環活動

の推進によって資源の有効利用を図り、“限りなく廃棄ゼ

ロ”を目指します。

　日本市場では、リユース部品を活用するなど、回収した

使用済み商品の“廃棄ゼロ”を達成。現在、これをモデル

とする資源循環対応拠点を海外に拡大しています。2004

年度には、東アジアや太平洋諸国のリサイクル処理を担

う拠点としてタイに、2007年度には台湾に、2008年度に

製品開発

〈資源有効活用の推進〉 再利用する
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）

〈製造ロス削減〉 製造時の廃棄物をできるだけ減らす
不良品発生率や製造工程でのロス を削減

〈環境配慮設計〉 廃棄物が少ない製品を設計する
リデュース、リユース、リサイクルを考慮

製品製造

排出物処理

総合的な取組みで廃棄物削減、資源有用利用を推進

●富士フイルムグループでの廃棄物削減の取り組み

●富士ゼロックスの廃棄ゼロへの取り組み

製造ロス削減と有価物化により
工場の廃棄物発生量を2003年度比10％に削減

　工場における廃棄物削減は、発生させない（リデュース）

を取り組みの最上位に置き、製造ロス削減に向けて、不良

品発生率の削減、製造ライン停止回数減、工程ロス削減等

の活動を継続的に行っています。富士フイルム静岡では、

PETフィルムの塗布液製造工程において、「新調液システ

ム」を開発（図参照）し、調液設備をコンパクト化、配管残液

を特殊エアーで押し出す仕組みや、物性測定したサンプル

を捨てずに戻す仕組みを導入し、物測と配管残液ロスだけ

でも、270トン/年の削減を達成しました。

　発生してしまった製品や原料のロスについては、リサイ

クルの質を上げる取り組みを推進しています。燃料として

サーマルリサイクルしていたインクジェットペーパーの端

材は、紙とラミネート樹脂に分離して、それぞれの原料に

戻す方法を確立し、廃棄物を有価物に転換しました。富士

フイルム静岡単独で処理会社に委託していた廃油も、本

社のサポートを受け、他のサイトと連携して一つの委託

先にまとめることで、スケールメリットによる有価物化を

達成。これらの活動の結果、2012年度の廃棄物発生量は

2003年度の10％まで削減することができました。

資源循環のグローバル体制の強化で
廃棄ゼロ・汚染ゼロ・不法投棄ゼロを継続

　昨今、バーゼル条約※改正案（BAN…Amendment）や有

害廃棄物輸出に関する各国個別規制等の動向から、OECD

（経済協力開発機構）加盟国から非OECD諸国への廃棄

物越境移動の問題が懸念されています。富士ゼロックス

ではこうした社会的背景も踏まえ、これまでタイの統合リ

サイクル拠点に運搬していた韓国・オーストラリア・ニュー

ジーランドの販売会社の使用済み商品についも、自国内

で再資源化できるリサイクルシステムを稼働しました。

2011年度よりトライアルを開始、2012年1月より正式稼働、

同年6月には廃棄・汚染・不法投棄ゼロを達成しています。

　なお今回の各国リサイクルシステムは、各国販売会社

の責任において、①使用済みカートリッジの回収、②自社

または委託先での分解／分別から再資源化までの処理

実行、③それら一連の管理を行う仕組みとなっています。

※…バーゼル条約：正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に
関するバーゼル条約」。バーゼル条約改正案では、経済協力開発機構（OECD）加盟
の先進国が有害廃棄物を非OECD諸国へ輸出することが原則として全面的に禁止

1995年2008年

2004年

2012年

2012年

2012年

日本
韓国

中国

タイ

オーストラリア

ニュージーランド

2007年

台湾

●製造ロス削減事例（新調液システムによる液ロス削減）

は中国・蘇州にリサイクル拠点を開設。また2012年度か

らは、タイで対応してきたオーストラリア、ニュージーラン

ド、韓国の3カ国について、それぞれ自国内での再資源化

処理を開始しました。今後は、テリトリー全域で均質なリ

サイクルシステムの構築を進めるとともに、国内同様のリ

ユース部品を採用した商品も計画していきます。
※1…リユース：部品を再利用する方法と、素材に戻して再生し採用する方法がある
※2 リサイクル：リユースできなかった部材は、別の用途の資源に再生

●●● 活動トピックス

従来のシステム

新調液システム

大量調液、大量ストックのため、
液の余りやロスが多く発生

設備をコンパクト化。少量ずつ
の調液・ストックで液の余りや
ロスを削減
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生物多様性の保全

富士フイルムグループでは、「環境配慮・環境保全は、企業の根幹を成
す」という考え方に基づき、様々な環境保全活動に取り組み、生物多様
性の維持・保全に努めています。2009年6月にグループ共通の取り組み
方針を明確化し、富士フイルムグループ「生物多様性の保全に関する基
本認識と行動指針（略称「:…生物多様性方針」）」を制定しました。私たち
人類が享受している生態系サービスを将来に向けて存続させるため、
社内外での取り組みを進めています。
富士フイルムグループ…生物多様性の保全に関する基本認識と行動指針
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/creature.html

2010年度より富士フイルム九州が参加を続けている
「水田お助け隊」

◎各工場における水資源保全活動

◎自然観察指導員講習会の共催
2001年度より富士ゼロックスが日本自然保護協会と共
催し、過去300名以上の社員が参加

◎モニタリングサイト1000への支援
哺乳類調査で使用するセンサーカメラ用の高感度ネ
ガフィルムを2007年から提供

◎生物多様性保全に向けた生産拠点の土地利用調査
富士ゼロックスが2010年4月より開始

◎水田お助け隊
南阿蘇村の地下保全のための地域協働活動。2010年
度より富士フイルム九州が参加

◎次世代向け生物多様性保全教育に携わるNPO/NGO 
　への事業支援

生物多様性保全のための主な活動

　富士フイルムグループの製品･サービスには、多くの天

然資源を活用していることから、生物多様性を気候変動と

並ぶ地球規模の重要問題と認識しています。2005年から

有識者などとのステークホルダー・ダイアログ、従業員の

啓発等を行い、他者と自己の認識差を縮める働きかけ、問

題の共有化などをスタートしました。2009年にはグルー

プの「生物多様性方針」を制定し、具体的な活動を開始し

ています。富士フイルムでは、2010年から環境配慮設計

規則に生物多様性の保全を組み込んで運用開始。富士ゼ

ロックスでは、2010年から生産開発事業所の生物多様性

保全のための土地利用調査を開始し、国内だけでなく海

外へも活動を広げています。

　2012年度は、さらなるレベルアップを狙い、活動の体系

化と中期目標の設定を行いました。体系化にあたって、生

物多様性方針にある生物多様性への影響の最小化と資

源の持続的確保はもとより、生物多様性の維持回復を事

業運営上の企業の社会的責任であるとの考え方も前提に

しました。その結果、メーカーとして生物多様性に影響を

与える大きな要素である「事業場」「製品」と、企業の社会

的責任として「社会貢献」「コミュニケーション」の4つの軸

にまとめました（図）。それぞれの軸に対応する様々な活

動の中でも、今後補強する活動や継続的に重点として意

識すべき活動を明確にし、環境配慮と事業運営を両立さ

せた生物多様性保全の目標を設定、今後はメリハリのあ

る活動を実践していきます。

　また、富士ゼロックスにとって「用紙」は欠かせない商材で

あり、その調達に関しては持続可能な責任ある調達を目指し

て活動してきました。自社が調達、使用または販売する用紙

の調達先企業に対して、2004年度に「調達先に対する環境・

健康・安全に関する調達規程」を制定しています。さらに、社

会的に要請が高まる生物多様性保全を踏まえて改定、2012

年6月より運用を開始しました。

　これまでの規程は「調達する用紙自体に対する基準」のみ

を設けていましたが、今回の改定では調達先の事業活動全

●●● 2012年度の活動概要

●●● 基本的な考え方

2005～2008年

自己認識・他者認識の確認、
問題の共有化

●グループ内でアンケート
●ステークホルダー・ダイア
ログ、勉強会の開催など

2008～2009年

富士フイルムグループの取り
組み姿勢と戦略の明確化

●富士フイルムグループの
生物多様性方針の策定、
制定

●従業員への啓発

2010～2011年

具体的な取り組みの開始

●全製品設計に「生物多様
性の保全」を追加（FF）
●生物多様性保全のための
土地利用調査実施（FX）

2012～2013年

レベルアップのための目標策定

●グループ全体の中期目標
の策定開始
●生物多様性保全に向けて
用紙調達の管理範囲を拡
大（FX）

FF：富士フイルム　FX：富士ゼロックス

体に生物多様性保全や地域住民の権利尊重など「CSRの観

点を重視した操業を求める取引基準」を加えています。これ

により、生物多様性保全に貢献し、責任ある用紙調達を実行

していきたいと考えています。

●生物多様性保全への取り組み（全体像）

○：生物多様性保全に係る取り組み（実施中）……◎：生物多様性保全に係る取り組み（今後補強）　・…：間接的な生物多様性保全取り組み

ビジネス拡大に伴う
今後のグローバルな視点に期待

一般社団法人  コンサベーション・イン
ターナショナル・ジャパン  代表理事

日比 保史  氏
プロフィール

（株）野村総合研究所、国連開発計画（UNDP）を
経て、2003年4月より、国際NGOコンサベーショ
ン・インターナショナル･ジャパン代表。生物多
様性保全を通じた持続可能な社会づくりを目指
し、国際機関、政府、企業等とのパートナーシッ
プ構築等に取り組む。国内リーディング企業多
数の環境経営アドバイザーも務める。

「生物多様性の保全」への第三者意見OPINION

　生物多様性はもはや生き物だけの問題ではなく、社
会・経済を支える自然資本の重要な構成要素として位置
づけられています。これまで富士フイルムグループが各
分野で進められてきた生物多様性保全の取り組みは継

続することが望まれますが、今後は、貴社の長期的なビ
ジネスの継続のためにも「本業を推進することが、環境・
生物多様性の保全を促進」するビジネスモデルへの転
換を期待したいと思います。
　これは、「本業を通じたCSR」とは本質的に異なり、「新
たな価値を創造するリーディングカンパニーであり続け
る」という貴社の企業理念を、生物多様性を含めた環境
分野にまで拡げて実践することです。貴社は、創業以来、
最も重要な生態系サービスである「水」の保全に力を注
いでこられていますが、例えば「本業が成長すればする
ほど水環境が豊かになる」企業へとビジネスモデルを変
革していくことで、リーディングカンパニーとしてのCSR
を果たされることを期待します。

第三者意見を受けて

　富士フイルムグループが「環境配慮･保全は企業の根幹を成
す」との基本的な考え方に基づき、種々の観点で進めてきた生
物多様性保全の取り組みを評価いただいた上で、今後、企業と
して生物多様性にどのように関わっていくべきかについて良い
アドバイスをいただき、ありがとうございます。

　「本業の推進が環境保全を促進するようなビジネスモデル」
への変革も視野に、ビジョンに掲げた先進独自の技術により、
一歩ずつ進んでいけるように取り組んでいきます。

（富士フイルムホールディングス 総務部CSRグループ）

本業の推進が環境・生物多様性の保全を促進する
ビジネスモデルへの転換を期待

事業場

製品

社会貢献

コミュニ
ケーション

生
物
多
様
性
保
全

●
事
業
活
動
に
よ
る
影
響
の
極
小
化 【
守
】

●
生
物
多
様
性
の
維
持
・
回
復
へ
の
貢
献 【
攻
】

社内／地域への
啓発・浸透

資金／物品／労力
の提供による貢献

生物多様性保全に
貢献する製品提供

お客様先での
影響の極小化

資源保全

地域の環境保全

影響の極小化

◎社内教育プログラム　○地域対話集会

○公益信託（富士フイルム・グリーンファンド）　○地域やNPO・NGOとの連携　
○次世代の環境教育事業支援

直接貢献（生態モニター機器など）

・CO2削減を通した間接貢献（太陽光発電 など）

・省エネ製品　◎省資源／製品リサイクル

◎CSR調達（生物多様性組込）
◎ABS（生物資源調達での利益配分）（TMR：関与物質総量）

○かん養林保全　○水源保全　○水田（ビオトープ）、（緑地化）

影響の把握・対策
 ・化学物質管理   ◎排水管理   ・大気排出   ・CO2排出   ◎廃棄物   ◎土地利用
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CSR活動報告

化学物質管理のレベルアップ

●富士フイルム

　富士フイルムは、化学物質の管理規定を1995年に制定、

法律・ハザード及び管理方針に基づく分類基準と区分ごと

の取扱方法を定めています。また、グループの富山化学や

富士ゼロックスとも分類基準を共通化し、化学物質に関す

る管理方法の整合を図っています。製造で使用する化学物

質はすべてデータベースに登録して使用状況を監視してお

り、2012年度は数百件の新規登録や登録情報の更新を行

うなど、最新の情報に基づく確実な管理を継続しています。

　製品に含まれる化学物質の情報の管理では、アーティ

クルマネジメント推進協議会（JAMP）※1が提案する情報

●富士ゼロックス

　富士ゼロックスでは、富士フイルムグループ共通で規

定する安全性分類に基づいた化学物質管理規程を制定、

富士ゼロックスと国内外の関係会社で統一した化学物質

管理を行うとともに、製品に含まれる化学物質の管理、世

界各国で増加される化学物質規制への対応強化に力を

入れています。

　2012年度は、取引先への含有化学物質管理状況の監

査手法の見直しを行いました。従来からの書類審査項目

は仕組みの機能に関わる実行性を確認する項目を強化

し、現場監査も積極的に実施することを開始しました。

　また、中国での生産、販売の拡大に伴い、より迅速に確

実に法規制に対応するため、情報収集拠点の設置を進め

ています。政府や現地の業界団体からの情報ルートを確

立し、統括的に情報収集する体制を整えました。新規化学

物質の届出に関しては、中国現地法人が実施できるよう

な体制を確立し、届出のスピードアップとコスト削減につ

ながりました。今後も、効率的かつ確実な法対応に向け

て、体制を強化していきます。

伝達の仕組みを利用しています。2012年度は、2010年度

に導入した情報管理システムの利用促進に向け、取引先

説明会を実施するとともに、取引先と化学物質情報を伝え

る上での課題解決に取り組み、その結果、情報管理システ

ムの利用率が大きく向上しました。JAMPには発足当初か

ら参画し、化学物質情報の伝達の仕組みづくりや仕組みの

国際的な普及活動にも関わっています。2012年度は中国

及び韓国で開催されたカンファレンスでJAMPが提案する

仕組みの事例紹介を行い、その理解の促進を図りました。

　化学品の安全性情報を顧客へ伝達する手段である安

全性データシートに関しては、法律で規定された化学物

質のみならず、より広い化学物質情報をお客様に伝達す

るとともに、ウェブサイトでの公開を継続しています。さら

に、社会に対し広く化学品の安全性情報を公開する自主

活動JIPS※2にも参画し、混合物（複数の成分からなる化学

品）の安全性要約書を公開しました。

※1…アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）：サプライチェーンに沿って製品に
含まれる化学物質の情報を円滑に伝達、管理することを目的に、2006年に設立
された業界横断の組織

※2 ジャパンイニシアチブ オブ プロダクトスチュワードシップ（JIPS）：サプライチェー
ン全体で適正に化学品を管理することを目的に、企業が自主的に化学品のリス
ク評価を行い、情報を公開する活動。日本化学工業協会が推進している。

グローバルな事業拡大に対応し、
確実な法遵守の体制を強化

　世界的な化学物質規制の強化及び電気・電子製品への

安全要求の高まりにより、製品との関わりの観点で調べる

環境・安全法規制の制定・改定件数はここ数年で倍増して

います。加えて、そのうち約2割の法律文書は日英中以外

の言語であり、件数増とともに言語対応が課題になってい

ます。確実な法順守のためには各国、地域の言語による

法律の正しい理解が必要であり、海外現地法人との協働

が欠かせません。

　2012年度は、特に法制化が急速に進む新興国への対

応として、UAE、インド、ブラジルなどの事業所と環境と

安全に関わる法規制情報の交換や対応を協議する仕組

みを構築し、法順守の体制強化を図りました。今後も事

業のグローバル化に対応し、法順守の体制を強化してい

きます。

川上・川中・川下でものづくりに携わる
企業としての管理に期待

　ものづくりに関わる企業はどこでも化学物質管
理に取り組む必要がありますが、化学物質との関
わり方により管理の内容やポイントは変わります。
富士フイルムグループは、川上・川中・川下の様々
な立場において、調達品や製造工程、製品に応じ
た管理を進めています。その取り組みは、化学物質
管理を行う他の企業の参考となるものと思います。
そのような富士フイルムグループが、共通的な管
理の仕組み作りやその普及推進、業界の自主活動
に携わることは、非常に意味のあることですので、
引き続き積極的に活動していただきたいと思いま
す。特に、サプライチェーンを通じた化学物質管理
では、情報伝達が不可欠であり、情報伝達の効率
化により負荷が低減されれば、サプライチェーン全
体での適切な管理の推進にもつながるはずです。
　生活に欠かせないものである一方、固有の有害
性もある化学物質の管理について、企業としてア
ピールするのは難しい面がありますが、タイトルの

「レベルアップ」には、より適切な管理をしていこう
とする思いが込められているのではないでしょう
か。さらなるレベルアップを期待しております。

第三者意見を受けて

　ものづくりにおいて使用する化学物質の種類やその使い
方が多様化しています。タイトルには、最新の情報に基づき、
化学物質の管理を継続的に改善していくとの意志を込めて
います。製品のライフサイクルを通じて適切な化学物質管理
を行うには、サプライチェーン全体の協力が必要です。共通
な管理の仕組みは、サプライチェーン各企業の負担を軽減す
るばかりでなく、正確な情報の伝達を促進すると考え、その
仕組みの利用と普及を積極的に行っています。今後も、サプ
ライチェーン全体での化学物質管理に取り組んでいきます。

（富士フイルム CSR推進部 環境・品質マネジメント部）

みずほ情報総研株式会社
環境エネルギー第2部
シニアマネジャー

菅谷 隆夫  氏
プロフィール
JAMP管理ガイドライン作成技術委員
会委員長。JIS Z 7201:2012の制定に
も携わった。サプライチェーン全体で
の適切な製品化学物質管理の実践を
志向して、コンサルティングやリサー
チの業務に従事している。

「化学物質管理のレベルアップ」への第三者意見OPINION富士フイルムグループは、化学品、機能性材料、光
学機器、オフィス機器、医療機器等、幅広い製品を
製造しているため、化学物質の取り扱いの管理及
び化学物質情報の管理の観点で、製品の成り立ち
に応じた管理規定を策定、運用しています。
2010年からの中期計画では、製品に含まれる化学
物質の情報をサプライチェーンに沿って把握、管
理、伝達する仕組みの定着と普及、世界各国・地域
の法規制情報を的確に把握、確実かつ効率的に対
応できる体制の強化を重点課題として取り組んで
います。

●●● 活動トピックス

●●● 基本的な考え方

含有化学物質
の管理

化学物質の
環境安全管理 川

上

川
中

川
下

調達

●原材料
●調剤

富
士
フ
イ
ル
ム
グ
リ
ー
ン
調
達
基
準

化
学
製
品
材
料
製
品
機
器
製
品

●…部品
●…部材

化学物質情報の入手・管理・伝達（JAMP※1の仕組みの利用）

製造 販売

●●● 2012年度の活動概要

富士フイルム…ロジスティックスで
開催された取引先向け含有化学物
質情報伝達システムの説明会

分類 分類基準 管理内容

C0 法律及び管理方針により取扱禁止 （禁止）

C1 管理方針により中止、使用量・排出量削減（六
価クロム、ホルマリン、ジクロロメタンなど）

中止または使用量・
排出量削減

C2

●…法律により届出/認可が必要
●…特定の強いハザードを有する
　（発ガン性、爆発性など）
●…管理方針により取扱限定（鉛化合物など）

密閉化または限定管
理

C3 特定の法規制該当、特定のハザードを有する リスク評価に基づく
管理

C4 C0-C3分類以外 一 般 管 理（ 法 令 、
MSDSに基づく管理）

S 特別管理物質：法規制・ハザードが明確でな
いが、リスクが懸念される

代替化、使用・排出・
暴露低減などの研究
開始

●化学物質の分類基準と分類に基づく管理方法
（分類基準：ハザード、国内外の法規制、管理方針）
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人権の尊重

●人権デューディリジェンスに向けた取り組み

　富士フイルムホールディングスは、人権デューディリ

ジェンスに向けた取り組みとして、2012年9月から「ニッポ

ンCSRコンソーシアム」において開催された「人権デュー

デリジェンスワークショップ」に参加し、複数の企業関係

者、NGO、CSR専門家とともに、人権課題について議論を

重ねてきました。まず、第一ステップは企業とNGOの対話

と題して、複数の人権課題解決に向けた活動をするNGO

から話を聞き、人権課題に関し意見交換を行いました。第

二ステップでは、国際連合人権理事会で認められた「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」に則り、UNEP… FI（国連

環境計画・金融イニシアチブ）が2011年11月に策定した

Human…Rights…Guidance…Toolを参考に、人権リスクを洗

い出し、業界別に重要な課題を特定しました。

　本ワークショップでは、富士フイルムグループは、重点

事業である高機能材料、ヘルスケアに関連する化学・製薬

業の議論に参加、自社やサプライチェーン上での「職場に

おける待遇」や地域コミュニティにおける「資源」等を重要

課題であると認識しました。今後は、本ワークショップでの

議論をグループ内に展開し、富士フイルムグループの既

存の取り組みの収集と整理、人権への影響の特定・調査

活動を開始していきます。

※…「人権デューデリジェンスワークショップ」参加団体：〈NGO/NPO〉アムネスティ・イ
ンターナショナル、ACE、エクシャテ、オックスファム・ジャパン、CSOネットワーク、
Change…Fusion、ポラリスプロジェクトジャパンなど計11団体、〈企業（業種）〉化
学、金融・証券、自動車、重工業、商社、情報機器、情報通信、食品、シンクタンク、繊
維･アパレル、電気機器、物流、流通･小売など計39社

※…同ワークショップ及び策定プロセスについては経済人コー円卓会議日本委員会
のウェブサイトを参照

http://www.crt-japan.jp/index.html

会議を実施し、グローバルな視点での人材の把握・選抜・育

成・人材プールに向けて、具体的な施策を進める予定です。

●富士ゼロックス

　グローバル対応力強化に向け、海外業務研修の派遣者

数の拡大など、これまでも充実を図ってきましたが、2012

年度に掲げた「グローバル連結経営」の下、グローバル市

場での成長をリードできる人材の獲得・育成・活用の重要

性はますます高まっています。

　2012年2月に創立50周年を迎え、次の50年に向けた

"成長と変化に挑む"ため「企業風土改革運動」の一環と

して、同年4月に新しい人事諸制度や仕組みを導入しまし

●富士フイルム

　2011年から本格的に始動したグローバル人材育成

のための取り組みは、「グローバルなスキルとマインド

の計画的育成」「グローバルに働く機会の創出」を基本

に、施策を進めています。日本人社員には海外赴任予定

者向けの計画的な事前研修、実地で経験を積む海外派

遣型研修、技術者向け研修など、実践的研修を実施して

います。また海外の現地法人社員向けには、幹部社員向

け研修「FUJIFILM…Global…Leadership…Seminar」を実施。

「FUJIFILM…WAY」を全世界の従業員に浸透させる研修

（P48参照）も展開中です。さらに、優秀な人材が国籍・性

別等に関係なく、全社人材としてワールドワイドに最適配

置・活用されるグロ—バルな人事を目指し、優秀人材を計

画的に発掘・育成・登用するための仕組みの構築も開始し

ました。

　2013年度には北米・欧州・中国の人事担当者を集めた
化学業において重要と考える人権課題 具体的懸念事項 
事業/サプライチェーン
職場における健康及び安全

●化学物質を扱うことによる皮膚被害や発がんリ
スク

コミュニティ
天然資源の利用

●有害物質の漸進的排出・漏洩、企業敷地内や危険物
質の運搬・貯蔵時事故による土地や水大気の汚染

コミュニティ
自主的な土地移転を促す協議と補償

●拠点開発のため移住に対する補償が十分でな
く、現地と緊張を引き起こすおそれ

製薬業において重要と考える人権課題 具体的懸念事項 

事業/サプライチェーン
労働条件

●化合物もしくは医薬品の扱いにおいて、…従業員
の健康や安全を損なうおそれ

●医薬品の臨床開発段階で、受託臨床試験機関に
おいて、被験者の健康と安全が十分に管理され
ていないおそれ

コミュニティ
天然資源の利用

●天然化合物を求めることにより、コミュニティと
の間に緊張状態を生じさせるおそれ

コミュニティ
コミュニティ…への投資

●疾病啓発活動の実施など公衆衛生に対するポジ
ティブな働きかけ…

社会と政府
人権に対する認識が低い国との関係

●国・地域の公衆衛生施策への協力が、人権を軽
視する当局のプロパガンダに利用されるおそれ

消費者課題
患者様の健康及び安全

●偽造医薬品撲滅への積極的な取り組み
●副作用報告の遅延、製品不良による回収

●●● 2012年度の活動概要

●●● 2012年度の活動概要

多様な人材の活用と育成
CSR活動報告

富士フイルムグループが掲げる成長事業の創出・育成、
グローバル展開の加速を実現するためには、それを支
える人材の育成と多様な人材が能力を最大限に発揮で
きる環境づくりが重要です。そのため、次世代の事業の
変革と成長を担い、グローバル社会における多様性を
前提に"自ら物事を考え、行動できる"グローバル人材・
基幹人材の育成を最重要テーマとし、グループ全体を
通したワールドワイドな視点での人材の発掘、育成、登
用できる仕組みづくり、研修を行っています。 各国から選抜された参加者が集った富士ゼロックスの変革リーダー育成研修

●●● 基本的な考え方

役職者対象 中堅層対象 若年層対象
短期派遣制度 

インドMOT
（技術経営）研修

FUJIFILM Global Leadership Seminar
（グローバルリーダー育成）

欧米ビジネススクール
短期MOT（技術経営）

トレーニー制度

海外留学制度
海外ベーシック研修派遣地別コース

海外マネジメント研修
海外経営人材育成研修

グローバル・コミュニケーション・スキル研修
語学教育制度

FUJIFILM WAY研修（企業理念の浸透）

日本人
社員向け

海外現地法人
社員向け

目指す人材像
「成長と変化に挑む」ことを体現し、そのために「自ら考え、行動する」人材

リアルチェンジ
リーダー

一人ひとりの成長

チャレンジを促す
人事制度

マネジメント/
リーダーシップ

体質強化
短期

グローバル人事力

従業員 経営

長期

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
★変革リーダー育成に対応した各社の研修プログラム開始

●ALL-FXによる研修開始
●ALL-FXによる変革リーダー育成の仕組み構築

●ALL-FXにより
  本格スタート

富士ゼロックス
ALL-FX

（富士ゼロックス
及び関連会社・
販売会社）

国内関連・販売会社

海外（アジア・オセアニア）
関連・販売会社

★

★

★

●富士フイルム　グローバル人材育成研修

●化学・製薬業において重要と考える人権課題
●富士ゼロックスグループの目指す人材像

●変革リーダー人材・グローバル人材育成の展開経緯

「基本的人権の尊重」は、当然果たすべき基本的な概念として認識し、
「富士フイルムグループ企業行動憲章、行動規範」に明確にうたってい
ます。不当な人権侵害、性別、国籍、人種、思想信条、宗教、社会的身分、
身体的特徴などによる差別、ハラスメント行為の禁止、プライバシーの
保護、労働基本権の尊重・擁護、強制労働・児童労働禁止、労働安全衛生
の促進が明記され、巻末にある宣言書にサインをして全員の理解を促
しています。さらに定期的に、人権尊重や差別撤廃を目的とした研修会
を開催、人権教育を推進しています。

「人権デューデリジェンスワークショップ」で発表する
富士フイルムグループCSR担当社員

●●● 基本的な考え方

【エンドースメント】
人権デューデリジェンス ステイタスチェック
経済人コー円卓会議日本委員会は、御社がニッポンCSR
コンソーシアムの人権デューデリジェンスワークショップ
に参加され、活動されたことを確認します。ワークショップ
において、御社（CSRグループ）は、NGOやCSR有識者との
ディスカッションに参加し、化学業および製造業における
人権課題の特定作業を行うとともに、その知見を他業界か
らの参加者と共有しました。今後は、事業戦略、および日々
の業務において人権を尊重した取組みを進めるべく、バ
リューチェーンに沿った形での優先順位の特定を行われ
ることを期待します。

経済人コー円卓会議日本委員会
専務理事兼事務局長

石田  寛  氏
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多様な人材の活用と育成

た。成長と変化を担う次世代の変革リーダー人材（リアル

チェンジリーダー）については、国内外を問わず、一般職・

マネジャー層など各階層から発掘・育成・任用できる仕

組みを構築しています。また、こうした人材育成で研修と

ともに重要視しているのが「ローテーションの活性化」で

FUJIFILM WAY研修の海外展開を開始
富士フイルム共通マインドの浸透を図る

　富士フイルムでは、グループ共通の経営理念やビジョ

ン、社員としてあるべき人材像、取り組むべき仕事のやり

方・進め方をまとめた「FUJIFILM…WAY」を海外でも浸透さ

せるために、海外現地法人社員向けの研修を開始しまし

た。北米では2012年5月～11月で計5回、10拠点の人事部

長を含む現地エグゼクティブ層を対象に研修を行い、中

国では2012年12月に8拠点の人事部長、2013年3月には

幹部層を対象に実施、計150名以上が参加しました。2013

年度は、北米・中国のマネジメント層へ展開、欧州地域で

す。計画的な人事ローテーションで様々な職務、環境を経

験することで、社員が多様で幅広い視点を持ち、個人及び

会社の成長、企業体質の強化につながると考えています。

　2013年度以降、新制度による育成施策を積極的に推進

していく予定です。

のスタートを予定しています。

　グループ経営に参画できるような幹部社員育成を目

指す「Global…Leadership…Seminar」とは違い、FUJIFILM…

WAY研修は全社員に向けてのものです。海外現地法人社

員の重要な育成施策として、今後は研修に参加したトッ

プ層により、現場スタッフへの浸透・定着を図っていきま

す。さらには、FUJIFILM…WAYという共通軸を通じて"One…

Company,…One…FUJIFILM"を意識し、世界各地のグルー

プ社員が同じ目標に向かって連携を強化していくことを

期待しています。

変革リーダーとしてグローバルに活躍する
次世代リーダー育成プログラムの開始

　富士ゼロックスはリーダー育成研修を見直し、次の50

年に向けた成長と変革を担うリーダー育成のための研修

を改めて2008年度に立ち上げました。さらに2012年度に

●●● 活動トピックス は対象先を販社・関連会社まで拡大して実施しています。

　その中で先行しているのが、経営的視点に立ちリー

ダーシップを発揮できる中堅マネジャークラスを対象とし

た研修です。グローバルに活躍する変革リーダー育成の

研修として、国内のみならず海外の関連会社と合同で実

施しています。2012年度は日本から21名、海外（アジア・

オセアニア）から13名が参加しました。日本は7月、海外は

10月からスタートし、11月に合同ワークショップを開催。

その後2014年8月まで、各国から選抜された参加者がと

もに実践的な経営課題と向き合い、解決策を立案・実行し

ます。すでに実績のある国内マネジメント層も、「グロー

バル」を体感することで一気に視野が拡大、危機感が高ま

り、連携の重要性を強く認識したと述べています。

　今後はその他の階層でも同様のALL-FX（富士ゼロック

ス及び関連会社・販売会社）研修を随時進めていきます。

国・国籍を超えた採用を目指し
海外からのインターンシップ受け入れを拡大

　富士ゼロックス（日本）では現在、計10カ国の多様な

人材が活躍しており、2013年度4月入社の社員のうち約

10％は外国籍社員となっています。こうした海外からの

優秀人材発掘の一つとなっているのが、1998年から導入

したインターンシッププログラム「Visiting… Fellowship…

Program」です。中国から毎年10名程度の学生を受け入

れ、中国著名大学との産学連携を深めるとともに、優秀

な技術系人材確保に貢献しています。開始から14年間で

122名が参加、正社員としても25名（2012年4月現在）が採

用されています。

現場力を向上させる「G-up」活動の一環として
中嶋社長自らが参加する「語り合いの場」を開催
　富士フイルムでは、中期経営計画「VISION80」達成に向け
て、各部門・各人が「What」を明確にして課題を着実に解決し、
現場力を向上させる「G-up」活動を2012年夏から開始しまし
た。「G-up」活動のキーポイントの一つである「活動活性化、コ
ミュニケーションの活性化」を目的に、経営層と従業員、組織
を越えた従業員同士がフェイス・トゥ・フェイスでフランクに話
し合う「語り合いの場」を定期的に開催しています。
　2012年8月、富士フイルム本社を皮切りに、国内工場、関係
会社、海外現地法人など各地で開催、2013年5月までに30回
以上、延べ1,000名以上が参加しました。参加者各々の業務課
題や日頃の悩みに対し、中嶋社長が自らの経験に基づき大切
にしている「３つのC（Curiosity：好奇心、Communication力、

Courage：勇気）」の話をするなど、直接、応えることにより、各
人の自主的な解決を促すとともにモチベーションアップにも
つながっています。今後も「語り合いの場」を継続し、従業員の
成長と会社の成長を目指していきます。

多くの社員が中嶋社長とざっくばらんに話し合う場となった

北米、中国で開催し150名以上が参加したFUJIFILM…WAY研修

2013年度からアジアからの受け入れを拡大したイ
ンターンシッププログラム

「G-up」のGは、Genba-ryoku（現場
力）、Genki（元気）、Growth（成長）の
頭文字で、これらをすべて上向き（up）
にすることで、「VISION80」達成させ、
会社も自分自身も成長することを表す

　2013年度からは、現場のニーズやダイバーシティによ

る競争力強化の観点から、アジアを中心に優秀な人材の

採用を狙い、他の国からの受け入れも行うことにしまし

た。2013年度はトライアルとして、優秀なICT人材を多く輩

出しているインド、富士ゼロックスの販売・研究の重要拠

点の一つであるシンガポールからの受け入れが決定して

います。この2013年度の実績を基に、今後本格的な展開

を検討していく予定です。

すべての多様な人材を活用する
サステナブルな人事施策に期待

　富士フイルムグループが取り組むビジネス展開に
あわせたグローバル教育、特にリーダー向けプログ
ラムが、現在のマネジメント層だけではなく、次世代、
次々世代の育成まで含めて体系的に構築されている
ことは、極めて高く評価できると思います。それを踏ま
えた上であえて申し上げたいことは、メーカーとしてサ
ステナブルな事業展開を目指すなかで、一般社員を
中心とする中間層の多様な人材活用・育成をより強化
していただきたいという点です。
　グロ―バルで多様な人材育成を考えるとき、日本人
と外国人、リーダー層と一般層という4つの焦点があ
りますが、メーカーには一般社員を中心とする中間層
が極めて多く、現場で物を作り、売っているたくさんの
社員が、理念を共有しプライドを持って働けることが
長期的には最も重要です。企業の生命線だともいえま
す。今後は、中間層の多様なグローバル人材の活性化
や育成にも注力していくことで、本当の意味でグロー
バル企業が取り組むべき“恒常的にサステナビリティ
を生む人事施策”につながるのではないでしょうか。

第三者意見を受けて
　これまで進めてきた次世代経営人材育成の取り組みを高
く評価いただき、ありがとうございます。富士フイルムホー
ルディングスが掲げる重点施策の一つである「ビジネスの
グローバル展開の加速」を力強く進めていく上で欠かすこ
とのできない取り組みと捉えています。
　ご指摘の通り今後中間層のグローバル人材を育成してい
くため、社員に求められる行動指針を示した「FUJIFILM WAY」
の一般層への展開に取り組み、グローバル企業としてのサス
テナビリティにつながる人材育成にも注力してまいります。

 （富士フイルムホールディングス 人事部）

一橋大学 大学院
商学研究科 教授

守島 基博  氏
プロフィール
米国イリノイ大学産業労使関係研究
所博士課程修了。人的資源管理論で
Ph.D.を取得後、カナダ国サイモン・フ
レーザー大学経営学部助教授。慶應
義塾大学総合政策学部助教授、同大
大学院経営管理研究科教授を経て、
2001年より現職。専門は、戦略人事論。

「多様な人材の活用と育成」への第三者意見OPINION

国内・海外の関連会社と合同で中堅マネジャークラス対象の研修を開催

CSR活動報告



C  olumn

50 ◉ FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2013

CSR活動報告

FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2013 ◉ 51

C
S
R
活
動

報
告

特
集

資
料
・

デ
ー
タ

労働安全衛生

「労働安全は事業活動の原点である」という考えのもと、安全最優先で従業員の労
働安全の確保に努め、安全衛生関連の諸法令の順守を徹底しています。

労働安全衛生方針
富士フイルムグループは、従業員の労働安全衛生の確保が企業活動の最重要基
盤であると考え、本方針に基づき事業を展開する。
1.…事業活動において、従業員の労働安全衛生を最優先する。…
2.…従業員の健康維持・増進を積極的に支援する。…
3.…最高水準の労働安全衛生の実現により社会の要請に応える。…
4.…労働安全衛生に関する従業員と会社との円滑なコミュニケーションを図る。…
5.…労働安全衛生に関する従業員教育を積極的に実施する。 安全行動共通ルールの順守活動を評価

され、富士フイルム神奈川事業場が「第
6回レスポンシブル・ケア賞」を受賞

●●● 基本的な考え方

●富士フイルム

　富士フイルムは、労使での安全巡視、社外の専門家を

交えた職場点検、改善、設備の設計・導入・稼働までの各

段階における安全審査、災害防止活動、従業員への啓発

など、事業所ごとに定められた安全方針に基づき、安心し

て健康に働ける職場づくりの取り組みを実施しています。

　2012年度は、これまで各事業所間で行っていた、労災、

ヒヤリ事例及びその再発防止策の情報共有を国内の関

係会社へ拡大させ、知見を共有し、類似災害の発生防止

のみならず、危険源特定や原因究明の手法などの安全活

動の底上げを進めました。

●富士ゼロックス

　2012年度は、「労働災害の防止」、「長時間労働による健

康影響の防止」、「メンタルヘルス関連教育の展開」、「国

内事業所における屋内禁煙化に向けた活動」、「健康指標

の見える化」などを重点目標とし活動しました。労働災害

の防止について、各事業所の安全衛生委員会活動を通じ

て災害原因の究明、再発防止策の検討と周知徹底により

昨年度より労働災害が減少※、今後も注意喚起を継続して

いきます。

　労働安全衛生・健康推進の全般的な活動については、

活動の可視化、特に健康指標の見える化を行い、2013年

度の活動目標設定に反映しました。

※…富士ゼロックスの労働災害度数率・労働災害強度率は、P63参照

メタボ所見者低減のための健康指導を強化

　富士フイルム九州は、平均年齢28歳の若い会社ながら

有所見者（異常の所見があると診断された人）の85％が

メタボの症状をもつ状況でした。このため有所見者20％

以内という目標を立て、取り組みました。ポイントは体力

測定に加え、筋肉と脂肪の割合などの変化を明確に表せ

る体組成測定データを活用したことです。健診機関、社

内健康管理部門、直属の上長が体制を組み、各人任せに

なっていた改善活動を管理。2週間に1回の体組成測定の

義務づけ、データ入力シートの運用による密なサポート、

社内での運動教室の開催（上長からの業務配慮により参

加）、会社近隣の公共運動施設との複数契約などを実施し

ました。結果、今回の取り組みに参加した26名のうち目標

達成5名、健康診断所見消失者4名、健康診断数値改善者

12名など、大きな成果が得られました。

　今後も2015年までに有所見率20％達成を会社方針と

し、活動を強化していきます。

●●● 2012年度の活動概要 ●●● 活動トピックス

●体組成測定データ結果と指導

調達先でのCSR推進
CSR活動報告

90%以上を目標に、訪問診断にて経営層へ啓発を強化し

ましたが、新規取引先が約7％あったため、達成率は前年

度より若干下がり、93.8%（前年95.6%）となりました。さら

に、これまでの訪問診断の結果、取引先のセルフチェック

と実態に乖離が大きいことがわかった中国において、現

地バイヤーが自身の担当取引先の基礎的な確認を行える

よう、CSR調達基礎訪問教育を実施し、網羅的に確認を行

える体制を構築しました。

　物流分野では、国内すべてのCSR調達対象の物流会社

において、セルフチェックの提出、最重要項目（100項目）

の適合率90％以上の目標をすべての会社が達成しました

（前年度98.5％）。今後は、国内の取り組みの定着に加え、

アジア・パシフィック地域のハブ倉庫から先の物流でセル

フチェックを段階的に進めていく予定です。

●富士フイルム

　2000年より環境に配慮したグリーン調達に取り組んで

きました。その後、CSR調達に向けた検討を開始、2009年

に「富士フイルムグループ…調達方針」の制定を機に、これ

までの「企業グリーン度調査」に企業倫理、人権・労働など

「調達方針」と整合した社会性項目を加えた「CSRセルフ

チェック」に拡大させ、主要取引先70社に先行し調査を試

行しました。取引先各社が自身で行う「CSRセルフチェッ

ク」により、当社のCSRに対する考え方をご理解いただく

とともに、セルフチェックを評価しフィードバックするこ

とで、CSRの維持・改善に取り組んでいただいています。

2012年度は、取引先、富士フイルム調達部門のCSRセルフ

チェックの効率化を狙い、新たにウェブシステムを導入し、

システムを使った調査手順を確立させました。2013年度

は、本システムを用いて、調査の充実を図っていきます。

●富士ゼロックス

　富士ゼロックスは、生産資材に加え物流やその他間接

材（用紙、一般購買物など）などすべての調達活動におい

て、取引先とともにCSR調達に取り組んでいます。

　CSR調達を進めるにあたり、説明会開催、セルフチェッ

クの実施、分析結果に基づいた改善活動計画の策定と

改善活動の支援などを取引先と協働で実施しています。

2012年度、生産資材分野では、取引先の負荷に配慮し、取

引先のセルフチェックと富士ゼロックスの評価の適合率

向上に向け、継続取引先には前年度不適合項目の改善活

動計画書の提出、新規取引先にはすべての項目のセルフ

チェックを依頼しました。最重要項目（57項目）の適合率

●●● 2012年度の活動概要

●●● 基本的な考え方

富士フイルムグループでは、社会的責任や企業倫理の重要性を認識した事業活動を自
社のみならず、取引先にもご理解いただき、ともに発展していくことを目指し、公平で公
正な取り引きの実践とお取引先とのパートナーシップ強化を推進しています。2009年に
はCSRに配慮した調達に対する考えを示した「富士フイルムグループ…調達方針」を制定
し、取引先とともにCSRの向上に努めています。
富士フイルムグループ…調達方針……http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html

富士ゼロックスがCSR調達を推進するためのツール
「取引先のベストプラクティス事例集」

紛争鉱物への対応
　コンゴ民主共和国（DRC）とその周辺国では、現地武装勢力が
特定鉱物の採掘で収益を得るため、非人道的な犯罪行為を働き、
重大な人権侵害及び環境破壊を引き起こしていると伝えられてい
ます。現地で産出される鉱物には、電機・電子産業に不可欠な金、
タンタル、タングステン及びスズが含まれ、これらの鉱物、いわゆ
る紛争鉱物が現地武装勢力の直接的、間接的な資金源となること
が懸念されています。富士フイルムは、このような不法に採掘、処
理された鉱物の使用、さらには、そのような不法な活動を直接的、
間接的に利するような行為には加担しないことを宣言し、2013年
8月に関連部門の責任、役割を明確にした社内ガイドラインを策
定しました。2013年度から電機・電子、自動車業界等が推奨する
EICC/GeSIテンプレートなどの業界共通の枠組みの活用、さらにそ
の枠組みのサプライチェーン全体への普及を促進していきます。
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本業と社会貢献の連動

富士フイルムグループでは、企業が社会に対して果たすべき責
任として、社会の持続可能な発展に貢献し、良き企業市民として
社会とともに歩み、社会の要請や期待に誠実に応えることを掲
げています。2008年に社会貢献方針を定め、活動の対象として、
「学術・教育」、「文化・芸術・スポーツ」、「健康」、「自然環境保全」
の分野を中心とし、NPO／NGO、地域社会等との協働・連携、そ
して従業員の自発的参加による貢献を大切に活動しています。
富士フイルムグループ　社会貢献方針
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/society.html

テーマ（目的）
●本業を通じた社会貢献
●将来世代の教育支援
●環境保全・
   生物多様性保全

・NPO/NGO
・慈善団体

・地域社会
・教育機関

・公共団体
・従業員・家族

主要分野
●学術・教育
●文化・芸術・スポーツ
●健康
●自然環境保全

連携・協働

●●● 基本的な考え方

　富士フイルムグループでは、事業活動を通じて社会に

貢献するとともに、企業市民として地域社会とも積極的に

交流を行い、社会の持続的発展に貢献する活動を行って

います。事業の特性を生かし、「写真でつながるプロジェク

ト（P53）」や文化財・美術品のアーカイブ化（記録保存）、

拡大教科書の製作支援、古文書復元など、富士フイルムグ

ループならではの特徴的な活動を多く実施している他、環

境教育をはじめとした教育支援活動、地域との共生を図る

様々な活動を行っています。また、ボランティア休暇など

の社内制度も整備し、従業員一人ひとりのボランティアマ

インドを高める仕組み・環境づくりにも注力しています。

　今後も、様々なステークホルダーとのコミュニケーショ

ンやパートナーシップをより重視し、本業を生かした社会

課題の解決に資する社会貢献活動を推進していきます。

●●● 2012年度の活動概要

本
業
を
通
じ
た
社
会
貢
献

●写真でつながるプロジェクト（富士フイルム）
●文化財のデジタルアーカイブ化（富士フイルム）
●“PHOTO…IS”10,000人の写真展（富士フイルム）
●アルバムカフェ（富士フイルム）
●古文書復元への取り組み（富士ゼロックス）
●ピンクリボン運動（富士フイルム）

将
来
世
代
の
教
育
支
援

●若者世代への写真教室（富士フイルム）
●拡大教科書製作支援（富士ゼロックス）
●情報塾（富士ゼロックス）

●小林節太郎記念基金（富士ゼロックス）
●版画コレクション（富士ゼロックス）
●スペシャルオリンピックス（富士ゼロックス）

環
境
保
全
・
生
物
多
様
性
保
全

●聞き書き甲子園（富士フイルム）
●「みどりの小道」環境日記（富士フイルム）
●わたしの自然観察路コンクール（富士フイルム）
●「Kid's…ISO」プログラム（富士ゼロックス）

●公益信託…富士フイルムグリーン・ファンド（富士フイルム）
●南阿蘇「水田お助け隊」（富士フイルム）
●中国植林ボランティア活動（富士フイルム労働組合）
●里山保全活動（富士ゼロックス）
●自然観察指導員講習会（富士ゼロックス）

●継続的に実施している主な社会貢献活動

神奈川県開成地区の富士フイルムグループ4社合同で
地域の方との環境対話集会を開催
　神奈川県開成地区にある富士フイルム開成地区、富士ゼ
ロックス・富士ゼロックスマニュファクチャリング竹松事業
所、富士フイルムテクノプロダクツは、2012年6月に合同で
近隣の方との意見交換会及び環境報告会を行いました。近
隣の4社が連携することで、グループ全体としての取り組みを
ご理解いただけるよう、今回から合同での開催としました。
　当日は、地域の自治会の方29名の参加を得て、富士フイ
ルム先進研究所の見学、その後、各社から事業活動の紹介と
環境活動の報告を行いました。地域の方々からは、「温暖化
対策、騒音、汚染防止等きめ細かに配慮されている様子が分

新人社員を被災地支援に動員し、本業を生かした復興支援を展開
　富士ゼロックスは新入社員を研修の一環として被災地に派遣し、東日本大震災の復興支
援活動を継続しています。2011年度の宮城県気仙沼大島に引き続き、2012年度は宮城県石
巻市に富士ゼロックスと関連会社から260名を派遣しました。研修という形で一度に多人数
を動員することで支援活動を加速化させるとともに、地域住民や復興支援NGOの方々との
コミュニケーションが、貴重な社員教育の場となっています。約1週間の研修のうち、メイン
の活動となったのは被災文書の洗浄作業です。文書等救済支援のためのボランティア組織
「東京文書救援隊」、現地のボランティア組織「プロジェクト結コンソーシアム」、富士ゼロッ
クスの協働で行われたもので、石巻市内の被災した学校が所有する公文書約24,000枚の復
旧作業に着手、最終的には、47冊・4,500枚（うち製本26冊）の文書が復旧した他、1冊・181
枚はスキャンによる電子化で復旧しました。またこの作業手順を新入社員がマニュアル化、
その後のボランティア活動にも役立てています。
　まだ現地には大量の文書が残されています。富士ゼロックスはプロジェクト結コンソーシ
アムと連携し、社員ボランティアの現地への派遣、社内の復興支援イベント等における文書
洗浄の実施など、今後も継続的に活動していく予定です。

イベントの運営支援を通じて観光復興を支援
　富士ゼロックスは、2012年5月27日に宮城県気仙沼大島で開催された復興支援マラソン
「気仙沼大島ランフェスタ」を支援、87名の社員がボランティアに参加しました。当日は富士
ゼロックスの技術を生かした想い出プリントサービス約2,300枚、フォトカレンダーサービス
約600枚、聴き旅（音声ガイドコンテンツ）などを実施し、参加者への楽しみを提供しました。
　また同じ気仙沼大島での2年ぶりとなる海開きも支援、東北被災地での初めての海水浴
場の再開をサポートしました。12名の社員がボランティアとして参加、更衣室設営や海岸清
掃、同じく海水浴客向けのフォトカレンダーサービス、聴き旅サービスなどを行いました。

写真を通じた支援活動「写真でつながるプロジェクト」（旧写真救済プロジェクト）

　富士フイルムが震災直後からスタートした写真救済プロジェクトは、2012年度は各被災
地の写真返却団体及び全国の写真洗浄ボランティアの支援に重点を移しています。「写真
救済サミット」を定期的に開催し、各団体の連携強化やノウハウの共有を続けています。
　また、九州北部豪雨では福岡県八女市での洪水被害写真の救済活動、インドネシアの洪
水の際にはグローバルウェブサイトでの英文の写真洗浄法の説明が現地で活用されるな
ど、他の災害へも写真救済活動が広がっています。2013年度は、「写真でつながるプロジェ
クト」に名称を変更し、写真を通じた復興支援に重点を移して、写真を活用した「復興活動
アーカイブ」「継続的な現地情報発信」「写真返却促進支援」などをポイントに活動していく
予定です。なお、写真救済プロジェクトサイトは、「第6回…企業ウェブ・グランプリ」の「社会貢
献&CSR部門」グランプリを受賞しています。

放射線の知識を生かして地域とともに復興を推進
　東京電力福島第1原子力発電所から21kmの福島県広野町内に位置する、富士フイルム
ファインケミカルズ広野工場では、放射性医薬品の研究開発・製造・販売を行っている富士
フイルムRIファーマの協力を得ながら徹底的な除染を実施、2012年度は14万㎡の敷地で
国の基準値以下を達成しています。また地域住民等への放射能教育のほか、広野町長や大
学関係者なども参加する「双葉郡復興シンポジウム」を工場内で開催するなど、地域ととも
に復興活動を行っています。
　2012年11月に全国経済同友会の代表幹事円卓会議が福島県いわき市で開催された際
には、完全復旧を遂げた広野工場の視察が行われ、また、2013年3月11日に仙台で開催さ
れた東日本大震災追悼シンポジウムでは、富士フイルムファインケミカルズの川本社長が
パネラーで発表、経済同友会発行の広報誌に掲載されました。

かった」「4社が統一されていると感じた」等の感想をいただ
き、地域の方とのよい意見交換の場になったと評価していま
す。今後もグループで連携し、こうした活動を継続していき
ます。

富士フイルム先進研究所の見学後、各社の報告と地域の方との意見交換を実施

文書復旧のためのドライクリーニングを行
う新入社員（上）と復旧前後の文書（下）…

気仙沼大島ランフェスタの受付（上）及び
海開き前日に砂浜を清掃する社員ボラン
ティア（下）

「写真でつながるプロジェクト」（旧写真救
済プロジェクト）
http://fujifilm.jp/support/fukkoshien/
index.html
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企業の社会貢献は企業理念の具現化として
事業と共にあるもの

　企業の社会貢献は企業理念の具現化として事
業と共にあるものです。その視点から本レポート
を読むと、その気概と覚悟が伝わってきます。東
日本大震災復興支援活動報告はその証左だと思
います。支援の風化が言われるなか、企業として
の使命を果たしてこられた成果と今後への意欲
が読み取れ、「強くなければ生きていけない、や
さしくなければ生きていく資格がない」というレ
イモンド・チャンドラーの言葉を思い出します。ス
テークホルダー・ダイアログ報告も、社会の中の
企業としての役割を確認するものとして重要で
す。今後、このダイアログが各地で展開されること
を期待します。各事業所での活動報告も多岐に亘
り、他地域へのヒントになるものとして貴重です。
ただ、テーマ・分野別に整理して掲載したほうが
わかりやすいのではないでしょうか。
　本業や地域の特性を生かした支援活動は、グ
ローバル展開でも、ステークホルダーの理解促
進のためにも大いに役立つものです。これまでの
個々の社会貢献を、よりテーマに即して進めるこ
とで、「強くやさしい企業」へのさらなる発展を期
待しています。

第三者意見を受けて

　当社グループの社会貢献方針である、「社会とともに歩
み、社会の要請や期待に誠実に応える社会貢献」の志を、
活動報告を通してご理解いただけたことは、今後の活動
推進の励みになりました。これからも各地域のステークホ
ルダーの方々との関わりを一層深め、社会貢献方針に掲
げたテーマに則し、当社グループの特徴を生かした貢献
活動を戦略的に進められるよう、取り組んでいきます。

（富士フイルムホールディングス 総務部CSRグループ）

公益社団法人
日本フィランソロピー協会
理事長

高橋 陽子  氏
プロフィール
心理カウンセラーとして生徒・教師・父
母のカウンセリングに従事。1991年社団
法人日本フィランソロピー協会に入職。
主に、企業の社会貢献を中心としたCSR
の推進に従事。「民間の果たす公益」の
促進に寄与することを目指している。

「本業と社会貢献の連動」への第三者意見OPINION
 ポーランド  

【文化・芸術・スポーツ】
ポーランド人ジャーナリストとの協働に
よる"Exciting Experience" project 
プロカメラマンや写真誌記者をネパールとイン
ドに派遣。デジタルカメラ「FUJIFILM…X-Pro1」の
実証テストを行う一方で、現地の子供たち向け
に写真撮影のワークショップを開催しています。

 アメリカ
【健康】

乳がん予防・検診を支援する 
キャンペーンを実施
アメリカ全土の富士フイルムグル―プ従業員
による寄付とImages… of…Health…walkへの参
加による募金活動で、National…Breast…Cancer…
Foundationに…13,480ドルが寄付されました…。

 日本  
【文化・芸術・スポーツ】

30,000点に拡大し、日本最大級の 
参加型写真展を開催
写真で想いをつなげる参加型写真展として、
2006年より全国各地で開催してきた富士フイル
ム「“PHOTO…IS”10,000人の写真展」。2013年は、
より多くの方に写真の価値を実感していただく
ために、規模を拡大して「“PHOTO…IS”想いをつな
ぐ。30,000人の写真展」として開催しています。

 中国
【健康】

中国でもピンクリボン運動を展開
富士フイルムグループでは、乳がんの早期発
見・診断・治療の大切さを啓発する「ピンクリ
ボン運動」を2003年より継続的に支援。中国で
は、2012年も10月を乳がん予防治療月と位置
づけ、2011年から導入したオフィシャルミニブ
ログで乳がん予防を呼びかけました。

 インド 
【健康】　

女児中絶に反対するマラソン 
「SAVE THE GIRL CHILD」を支援
富士フイルムは、インド国内での女児中絶の傾
向が多いことに反対する運動の一つとして開催
されたマラソンを支援。参加社員も「SAVE…THE…
GIRL…CHILD」と書かれたTシャツとキャップをか
ぶってアピールしました。

 ミャンマー
【文化・芸術・スポーツ】

歴史的仏塔内の写真記念館の 
改装・写真修復を実施
ミャンマー・ヤンゴンにある、歴史的仏塔「シュ
エダゴン・パゴダ（Shwedagon…Pagoda）」の写
真記念館に展示され、劣化が進んでいた仏塔の
貴重な記録写真を富士フイルムが独自の技術
で修復、併せて写真記念館の改装を実施してい
ます。…3月13日にリニューアルの記念式典が開
催されました。

 インドネシア
【文化・芸術・スポーツ】

若い世代へ写真の魅力を伝える 
「Fujifilm Goes to School」 
2012年10月にインドネシア・ジャカルタの中学
校で第一回を開催。約40名が参加し、プロのカメ
ラマンからの指導のもと、撮影を楽しみました。

 マレーシア
【文化・芸術・スポーツ】

若者への写真撮影のワークショップ 
「Youth Photography Camp」
写真撮影への興味を抱いてもらい、写真として
残す重要性を理解してもらうために、富士フイ
ルムが2007年から開催。マレーシア各地の中
学生を対象に実施しており、これまで延べ5,000
名以上の学生が参加しています。

 中国
【自然環境保全】

活動15周年を迎えた植樹活動 
「緑の協力隊」
中国・内モンゴルのホルチン砂漠でNPOと富士
フイルム労働組合が共同で行っている緑化活
動。日本及び中国の富士フイルムグループ社員
が参加し、毎年行われています。

 日本  
【学術・教育】

震災後のまちづくりを担う 
次世代リーダー育成を支援
富士ゼロックス宮城は震災時のお客様の声に
応え、2011年より、東北福祉大学からインター
ンシップ生を受け入れています。震災後の新し
いまちづくりを担う次世代リーダー育成を目的
に実施しているもので、他の東北地域の大学か
らの受け入れもはじまっています。

 マレーシア
【学術・教育】

児童福祉施設をサポートする 
“Make my home beautifulプロジェクト”
虐待を受けたり孤児になった子供たちにシェル
ター（住居）を提供するボランティア福祉施設
“SHELTER”サポートのため、富士ゼロックスマ
レーシアは2011年にシェルターの外装をきれ
いにするプロジェクトを立ち上げました。2012年
度は43名の従業員がペンキ塗りに参加、食料品
の寄付等も行っています。

 日本
【文化・芸術・スポーツ】

社内に外国人向け観光案内所を開設し、
地域観光に貢献
富士ゼロックス広島では、本社ショールーム内
に外国人旅行者のための「外国人向け観光案
内所」を開設。2012年12月からは、広島市による
「外国人旅行者向け街角観光案内所」の認定案
内所として、多くの観光客に利用されています。

 タイ
【学術・教育】

日本での拡大教科書の取り組みをタイへ
富士ゼロックスプリンターチャネルオペレーショ
ンズ（タイ）では、2011年から弱視の生徒が使用
する書籍や雑誌など教材を無償製作・配布する
“拡大文字”プログラムを開始。2012年以降は大
学の学生と連携し、拡大文字の季刊誌を出版し
ています。

本業と社会貢献の連動
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お客様の声を反映した製品・サービス

富士フイルムグループは、企業理念でうたっているように、「顧客満足（CS：Customer　
Satisfaction）」を経営の基本とし、お客様にとって安全・安心で魅力ある「最高品質の商品、
サービス」の提供を目指しています。お客様に満足していただくためには、お客様の多様な
声を拾い上げ、効果的に商品・サービスに反映できる仕組みが重要です。そのため、お客様
との接点となる窓口でのコミュニケーションを大切にし、迅速・親切・的確・公平性を基本と
した対応を図るとともに、お客様の声を正しく把握し、業務プロセスや製品開発の改善につ
なげる体制を構築しています。

商品でのユニバーサルデザイン取り組み内容をまと
めたユニバーサルデザインブック（富士ゼロックス）

●●● 基本的な考え方

お客様満足度向上に向けた取り組み

●富士フイルム

　様々な事業を展開する富士フイルムは、企業、病院、一

般消費者など多様なお客様があり、それぞれの商品の特

性に適した対応を行っています。各お客様相談窓口では、

お客様からのご提案やご要望を製品主管部門へ連絡し、

製品主管部門はその内容を評価して、製品・サービスの改

善や新製品の開発に反映しています。2012年度には、化

粧品・サプリメントを取り扱うライフサイエンス事業部で、

お客様のご要望をうかがう「お客様ミーティング」を開催

し、お客様から直接ご意見をおうかがいする機会をいた

だくなど、様々な形で顧客満足度アップに向けた取り組み

を推進しています。

●富士ゼロックス

　富士ゼロックスは、CSが企業活動のすべての起点にな

ると考えています。CSを高めるためには、お客様の期待

や要望を知ることが重要です。そのため、お客様との接点

におけるコミュニケーションを大切にし、①お客様統合サ

ポートセンター（主なお問い合わせ窓口）、②VOC（Voice…

of… Customer：お客様からの総合的な情報収集の仕組

み）、③公式ホームページ、④各種市場調査、⑤CSプログ

ラム（CS調査に基づく改善活動）の5つの仕組みで、お客

様の生の声を真摯に受け止めています。さらに社内では、

CS向上委員会／お客様接点CS委員会・品質会議／CS会

議の三層の体制を設けてCS活動を推進しています。

　このうち、お客様に提供する商品や営業活動などを評

価いただくCSプログラムは、1975年から継続しています。

これを定期的・継続的に行い、CSの実態を正しく把握し、

業務プロセスや仕組みを改善することで、より高い満足や

長期的な信頼関係の構築に役立てています。またこれら

の調査結果は、お客様を担当する営業部門や保守部門だ

けでなく、開発部門へもフィードバックし、新しい商品開発

に反映しています。

●●● 2012年度の活動概要

マンモグラフィ検査に対する不安感に配慮し
受診者の気持ちに寄り添った製品を開発

　乳がんは女性がかかりやすいがんでありながら、発症

率の高い40歳以上の女性の受診率はまだ31.4％※にとど

まっています。その原因の一つとして、マンモグラフィ撮

影時に乳房を圧迫して固定する際の痛み・不快感が挙げ

られています。マンモグラフィ撮影時には乳房を押し広げ

て固定することが必須なのですが、その際、乳房の最も厚

みがある部分に集中して圧力が加わってしまうことが原

因で、その部分に強い痛みが発生してしまう傾向があるこ

とが分かりました。

　富士フイルムは、こうしたマンモグラフィ検査に対す

る「痛い」という不安感を低減し、より受診しやすい環境

の提供を目指して、乳がん検査用デジタルX線撮影装置

「AMULET」シリーズを展開しています。特に2013年4月に

発売された新構造圧迫板「FS（FitSweet）圧迫板」は、乳房

を圧迫する際の圧力が面内で分散される設計により、乳房

を優しく包み込みながら圧迫固定する構造になっていま

す。今後もお客様の声を取り入れ、受診者への快適性と技

師への操作性、医師への診断しやすい画像提供に配慮し、

乳がんの早期発見につながる製品を展開していきます｡

※…受診率31.4％：国立がん研究センターがん対策情報センター「国民生活基礎調査
による都道府県別がん検診受診率データ（2010年）」より。

●●● 活動トピックス

多様なお客様に対応するものづくり

●富士フイルム

　製品デザインを担当するデザインセンターのユーザビ

リティデザイングループでは、2001年から“使いやすさ”と

いう観点から製品のユーザビリティ評価を行っています。

製品の対象・用途等様々な要素を考慮して選抜した複数

のユーザーによる評価の他、利用現場での検証などを実

施。グローバルに展開する製品の場合は、国ごとの文化・

環境などの違いなども検証し、分析結果を製品デザイン

に生かしています。例えば印刷工程のワークフローシステ

ム「XMF…V5.0」は、日・米・欧の3カ国の現場エンジニアに

使ってもらい満足度・効率性などを検証。長時間の使用に

配慮した配色、視認性の良いアイコン、ミスを減らすため

の必要な画面のみの表示などを採用しました。こうした多

様なオペレーターが使いやすいシンプルで機能的なデザ

インが評価され、XMFは2012年度のグッドデザイン賞を

受賞しています。

　当初はなかなか浸透しなかったユーザビリティ評価

も、現在では開発初期の段階から担当者がプロジェクトに

参加することが増え、医療機器をはじめ様々な分野の製

品開発で定着しています。

●富士ゼロックス

　使えない部分を使える状態にする「アクセシビリティ」、

使いにくい部分を使いやすくする「ユーザビリティ」、対象

となるお客様を広げる「ユーザーダイバーシティ」の3つ

をユニバーサルデザインと考え、商品開発を進めていま

す。当社に寄せられたお客様の声、お客様訪問などで収

集した情報を基に、使いやすさと美しさが両立するデザイ

ンを検討。ISOやJISと連携・反映した社内各種ガイドライ

ンなどを基に、デザイナー自身が行う弱視や車いすの方

の操作性の疑似体験なども交えながら、開発・設計、操作

性テストなどの評価を経た上で商品化しています。

補完関係

2つのCSプログラム 調査結果の活用目的

●A

●C

●C

●P

●A●P

●D

●D

企業比較CSプログラム

富士ゼロックスユーザー
CSプログラム

企業と比較して課題を
抽出するCS改善活動

現場/各機能
全社の改善活動

個々のお客様の評価に
基づくCS改善活動

お
客
様

1）企業比較CS調査
CSの市場ポジションを把握し、強みをさらに
伸ばし、弱みを改善する活動へとつなげていく。

2）富士ゼロックスユーザーCS調査
お客様からの評価をもとに改善を促進し、
個々のお客様との関係性を強化する。

●富士ゼロックスのCSプログラム（CS調査に基づく改善活動）

調査 件数

企業比較CSプログラム 約12,600件

富士ゼロックス
ユーザーCSプログラム 約85,000件

優しく乳房（乳腺）全体に
フィットすることで圧力が
分散され痛みを軽減するFS
（Fit… Sweet）圧迫板（写真
上）、受診者にリラックスし
てもらうために撮影室の雰
囲気に合わせたデザイン
を選択できる5種類のデコ
レーションラベル（写真下）

複合機「ApeosPort-IV…C3375」（写真左）には、立っていても座っていても操作でき
る高さのUDモデル（3段用紙トレイ）、「DocuCentre-IV…C2263」（写真右）には、座り
ながら操作しやすい高さのショートモデルを採用（2段用紙トレイ）

2012年度のお客様満足度調査実施状況
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外部機関の顧客満足度調査で
富士ゼロックスが第1位を獲得

　富士ゼロックスは、『日経コンピュータ』2012年8月16日

号「第17回顧客満足度調査」の「複合機部門」において、3

年連続で総合満足度第1位を獲得しました。

　さらに、CSに関する調査・コンサルティングの国際的な

専門機関である株式会社J.D.…パワー　アジア・パシフィッ

クが発表した「2012年日本ITソリューションプロバイダー

顧客満足度調査SM」の事務機メーカー系事業者セグメント

でも、第1位になりました。同調査は、全国の従業員規模50

名以上の企業を対象に、情報システムの導入・構築事業

者に対する満足度を明らかにするものです。また、同社に

よる「2012年日本カラーコピー機顧客満足度調査SM」及び

「2012年日本カラープリンター顧客満足度調査SM」におい

ても、それぞれ3年連続で第1位になりました。

　富士ゼロックスは、今後も業界トップの評価にふさわし

い商品・サービスをお客様にお届けしていきます。

お客様との新たな価値創造を目指す
お客様共創ラボラトリー
　富士ゼロックスは、お客様の様々な課題解決支援を強化す
るため、神奈川県横浜市に「お客様価値創造センター」「お客
様統合サポートセンター」「お客様共創ラボラトリー」の3つの
場を設けました。その中でも、2010年に富士ゼロックスR&D…
スクエアにオープンしたお客様共創ラボラトリーは、「徹底し
たお客様視点での新たな価値創造」を目指し、これまでにない
新たな価値創造の芽を育てる場として注目を集めています。
　お客様共創ラボラトリーは、「オープンラボラトリー」「セキュ
アラボラトリー」で構成されます。オープンラボラトリーは、お
客様が抱える経営課題やまだ気づいていない潜在的な課題
を明らかにしていく場です。富士ゼロックスが社内やお客様の
経営課題解決のために取り組んだ最新の実践事例と関連技
術を紹介し、次にその事例をベースにお客様の抱える経営課
題を重ね、ディスカッションを行っていきます。セキュアラボラ
トリーでは、オープンラボラトリーのテーマで選抜された新た
な価値創造の種を、お客様、パートナー、富士ゼロックスで検
証・議論を重ねながら、実際のソリューションに結び付けてい
きます。オープンラボラトリーには、オープンから約3年間で約

1,000社・4,000人が訪れました。特に最近ではお客様、営業部
門での認知度も高まり、来訪者が増加しています。
　富士ゼロックスにとっては、お客様（特に経営層の方々）から
直接、経営課題をうかがうことで、これまでにないお客様との
接点・ニーズ把握の機会となっています。また、研究開発部門
の社員にとっては、まだ製品化されていない最新技術を直接
お客様に紹介し、議論する機会をもつことで、新たな気づきと
モチベーションアップにつながっています。
　今後は、自治体や地域の方々との連携も強め、産学官の多
様な知の融合を推進し、社会の課題を解決するイノベーショ
ンの場の構築を目指します。




