
コーポレートロゴの変更に込めた 
企業変革への強い意志

　富士ゼロックスは2008年4月、コーポレートロゴを一
新しました。これには、お客様の経営課題を解決するパー
トナーとして、お客様とともに考え、解決するためのサー
ビス・ソリューションをグローバルに提供していくという、
ビジネスモデル変革の意志が込められています。
　オフィス業務を劇的に革新する普通紙複写機を国内で
初めて商品化した富士ゼロックスですが、そのビジネスモ
デルは当初から、機器はレンタルとし、オフィス業務の生
産性向上やコミュニケーション促進などの効用を提供する
ことを基本としてきました。1962年に国内で初代モデル
発売以降、普通紙複写機は急速に普及。ネットワークや

▶  富士ゼロックスが提供するオフィスプロダクトの進化
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パソコンの普及とともにデジタル化、複合化、カラー化、
ネットワーク化、ポータル化と進化を続けました。しかし、
参入企業が増えて競争が激化、スピードや画質といった性
能だけで優位性を維持することは難しくなってきました。お
客様の経営や業務における課題が多様化、高度化する中、
富士ゼロックスはこれまで培った “ドキュメント”を扱うノ
ウハウや技術を生かし、新しい価値をお届けするソリュー
ション提供企業へと進化を始めたのです。

“ドキュメント”の流れを追えば 
コミュニケーションフローが見えてくる

　提案書や報告書、契約書。また納品書、領収書、カタ
ログやパンフレットなど、企業活動の中では様々な書類や
帳票が発生します。紙だけでなく、ネットワーク上でやりと

を一元管理するととも
に、ドキュメントフロー
の中から企業統治の問題
点を発見し、その解決や
業務改善につなげるもの
で、J-SOX対応の支援
や、統合リスク管理（ERM）に関するコンサルティングや
ソリューションを提供しています。
　2007年4月にスタートしたグローバルサービス事業で
は、お客様のドキュメントに関わるコストや業務プロセス
に着目したアウトソーシングサービスを展開しています。
米国のゼロックス・コーポレーションと連携し、世界規模
で事業展開するお客様に全世界同じサービスを提供。ド
キュメントフローの効率化を請け負うことにより、コスト削
減や生産性向上に貢献します。
　今年度は、お客様の課題を理解し最適な提案を行うた
め、業種ごとの営業体制に再編し、また、多様化するニー
ズに柔軟かつ迅速に対応するため、ITベンダーやシステ
ムインテグレーターとの
パートナーシップ強化も
進めています。開発から
営業まで一体となり、お
客様の課題解決を支援
していきます。

りされるテキスト、音声や動画などの電子コンテンツもす
べて“ドキュメント”であり、私たちはこれらを重要な経営
資源ととらえています。これらの効率的な管理や有効活用
をサポートし、課題解決に貢献することが富士ゼロックス
の事業です。
　ビジネスを進める上ではコミュニケーションが基本です
が、そこには大抵ドキュメントが介在します。ドキュメント
フローとはコミュニケーションフローそのものであり、私た
ちがお客様にお届けする価値は、ドキュメントフロー全体で
の「省力化」「増力化」そして「ガバナンス」への貢献です。

「省力化」「増力化」 
「ガバナンス」 への貢献

　厳しい経済環境が続く中、「省力化（コスト削減）」は企
業の重要な経営課題です。私たちはこうしたニーズに対し、
出力環境の最適化や、ドキュメントの効率的な管理・活用
に関するコンサルティングやシステムを提供します。また、
複合機をネットワーク上のポータル（出入り口）とし、電
子化した紙情報を基幹システム上の電子データと紐付け
て効率的に統合管理するシステムなども提供しています。
　「増力化」はお客様の顧客関係強化（販促支援など）や
ビジネス創出に貢献するもので、プリントオンデマンド
技術を活用したワン・トゥ・ワンマーケティングを支援する
「direct2one」は代表例の一つ。この他、印刷物におけ
るコーポレートカラーの管理を世界規模で行うカラーマネ
ジメント・サービスなども増力化やガバナンスに寄与する
ものと言えます。
　そして「ガバナンス」は、社内に流通するドキュメント
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▶  お客様の経営課題ビジネスに不可欠な  “ドキュメント”を軸に
お客様の経営課題の解決をサポート
富士フイルムグループの３つの中核事業のうちドキュメントソリューション分野を担っている富士ゼロックス。
お客様の課題解決を支援するソリューション企業として進化しています。
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起点は、自社のいち早いJ-SOX対応 
対応支援を新たなビジネスへとつなげる

　自社商品の不良や個人情報の漏洩、コンプライアンスに
反した不祥事や、さらには自然災害など、企業活動には様々
なリスクがあり、対応を誤れば企業の存続さえ危うくなり
ます。そうした中、富士ゼロックスは自社で築いたリスク
対応のノウハウやシステムを基礎にしたERM（Enterprise 

Risk Management／統合リスク管理）構築サービスを、
事業としてスタートさせました。
　この新サービス誕生のきっかけは、2007年の金融商品
取引法（通称「 J-SOX」法）の施行。日本の上場企業は、
決算時にその結果だけでなく「内部統制報告書」などの提
出を通して会社の仕組み自体が間違いや違法行為を防ぐも
のとなっているかを確認し報告するよう義務づけられまし
た。そして、同法のガイドラインが示され多くの企業が準
備を始めるより早く、2005年からJ-SOX対応を進めたの
が富士ゼロックスでした。そして、この経験で得たノウハ
ウや独自に開発したツールを生かし、J-SOXへの対応支
援をビジネス化することに成功したのです。  

ERMの基礎となるドキュメントを一元管理し 
統合的なリスクマネジメント体制を構築

　富士ゼロックスのJ-SOX支援サービスの核は、紙文書
と電子文書の一元管理、および自社のノウハウを活用した
アドバイザリ・サービスです。J-SOX対応のための文書

一人ひとりのニーズにフィットした 
オンリーワンの情報を届ける

　人々の趣味嗜好やライフスタイルは多様化し、多数のお
客様に均一の情報を一度に届けるだけでは、一人ひとりの心
はつかめなくなってきています。ビジネスは一つの情報を不
特定多数のターゲットに届けるマスマーケティングから、企
業が一人ひとりに向き合っていくワン・トゥ・ワンマーケティン
グへと変わり始めているのです。このような状況で、企業は
顧客のニーズに応えるために、「誰に」「何を」「どのように」
アプローチすべきかというマーケティングの基本的な考え方
を、見直す必要に迫られています。
　富士ゼロックスでは、このような企業側の課題に対して、
これまで培ったプリントオンデマンド技術を最大限に活用し、
ダイレクト・マーケティングの川上から川下までをフルサポー
トする「direct2one」サービスをスタートしました。  

コンセプトは最適なコミュニケーション 
サポートはデータ分析から評価にまで及ぶ

　「direct2one」サービスでは、お客様のインサイトを
もとに最適なコミュニケーションシナリオを設計し、効果
的なキャンペーンプランを提案します。マーケティングに
おける川上のプロセスを含め、各分野のスペシャリストで
チームを編成し、これまでにないワンストップサービスを
提供しつづけています。
　富士ゼロックスは、お客様のベストパートナーとして、

管理はあくまで会計領域のものですが、これを基盤として
企業全体に広げることで統合的なリスクマネジメントを築
くことも可能になるのです。
　企業内のあらゆる情報を一元管理する仕組みを整え、リ
スクが顕在化したとき即座に原因を把握し、迅速に回復を
図るとともに説明責任を果たす。“万が一”のとき、的確な
対応ができることが重要であり、その体制構築のサポート
をするのが富士ゼロックスのERMソリューションです。

バリアブル印刷を活用した印刷物の提供にとどまらず、「顧
客を知るマーケティング」を提案し、目に見えないニーズ
の掘り起こしや、顧客一人ひとりと継続的なコミュニケー
ションを実現することで、お客様のビジネス創出や増力化
に貢献します。

いち早い自社のJ-SOX対応を発展させ、
総合的なリスクマネジメント支援を事業化  

お客様一人ひとりの特性に合わせ
ＯＮＥ to ＯＮＥマーケティングをサポート 

CASE １

〉〉 高いレスポンスと課題解決にむけた施策展開が大切
　営業活動からプロジェクト運営を一貫して担当するコンサル
チームでは、「結果をいかに次につなげるか」に最も注力します。
サービスを継続して利用されるお客様は、「目的・狙いと施策→
結果→レビュー」という展開で、次の戦略立案につなげられること
に価値を見出されているためです。今後もお客様とともにPDCA
を回しながら、最適なコミュニケーションを
サポートしていきたいと思います。  

direct2oneは、キャンペーン設計から実施までの全業務を、
ワンストップで提供するダイレクト・マーケティング・サービスです。

お客様のインサイトをもとに最適なコミュニケーションツールを開発

VOICE

富士ゼロックス
プロダクションサービス営業本部
サービスビジネス推進グループ

direct2one コンサルタント

豊田  佳子

▶20代OL向けのツール

VOICE

〉〉  自社の経験を基盤とする「言行一致」が強み
　J-SOX法の対象企業は3,900社ほどで、1年目は自社で対
応したものの、継続的な体制構築の難しさを感じて、改めて私
たちの提案に興味を示すお客様も少なくありません。リスクの
統合管理となればさらに範囲は広がり、ISOを取得する一定以
上の企業規模を持つ2万社以上が顧客対象と言えます。
　またこのビジネスでは、お客様の経営層へのアプローチも重
要な活動です。ERM構築のためのコンサルティングとともに、
必要なソフトやハードを実際に提供でき、しかもそれらは私た
ちのERMで使用され、有用性はすでに確認されています。そう
した「言行一致」の姿勢でビジネスに臨めるのが私たち最大の
強みだと感じています。  

富士ゼロックス 
ソリューション営業部
企画担当マネージャー  

川原  正範（左）
ソリューション営業部 
J-SOXアドバイザー  

矢野  雄平（右） ▶50代男性向けのツール
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▶ ERMを実現するサービス&ソリューションの事例

▶  direct2oneのサポート領域
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証憑記録・管理プロセス管理経営課題 アドバイザリー

●講習会
●個別相談会
●文書化ワークショップ

リポジトリ
経営者

●プロジェクト管理支援サービス
●文書化支援サービス
●整備評価支援サービス
●監査支援サービス

●リスク予防のための
  教育サービス

●ERM診断サービス
●規程作成支援サービス

●社内事例紹介
●バイタル・レコード・マネジメント構築サービス
●新型インフルエンザ対策立案支援サービス

●社内事例紹介 ●製品アセスメント支援サービス

●ファイリング研修サービス ●文書管理アドバイザリ・サービス

富士ゼロックスの貢献範囲

活用（説明責任）

見積書／契約書

測定データシート／試験報告書

日報／設備点検表

商品仕様書／担保証書

証憑記録・管理プロセス管理経営課題 セミナー /教育 アドバイザリー
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