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中期C S R計画ハイライト

国宝源氏物語絵巻「橋姫（はしひめ）」《第四十五帖》 徳川美術館所蔵
光源氏の異母弟八の宮は、世をはかなみ、二人の姫君、大君・中君とともに宇治の山荘に隠棲して仏道三昧の日々を送っていた。八の宮と知り合った薫は、仏法の師として
交友を深めていった。宇治通いも三年になる晩秋、八の宮の留守に訪れた薫は、有明の月のもと、箏の琴と琵琶を合奏する美しい姉妹、大君と中君の姿を垣間見る。

中期CSR計画ハイライトでは、富士フイル
ムグループのCSRの重点領域である4つの
課題について、方針の策定や計画、枠組みづ
くり、2007年度注力したポイントなど、活
動の進捗状況をご報告しています。

CSR活動の推進ステップと自己評価

ガバナンスの強化

ステークホルダー・ダイアログの拡充

新たなトレンドへの対応

情報開示の拡充

28

30

34

36

環境法規制への対応 38

ステークホルダー・ダイアログ2008

グループ会社のステークホルダー・ダイアログ（物流）

ステークホルダー・ダイアログ（人的多様性）
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富士フイルムグループが、中期的に取り組むべきCSR

の重点領域と課題は、下表のとおりです。
2007年度は、国内だけでなく海外のグループ会社に
対しても、「富士フイルムグループ　企業行動憲章」
と「行動規範」、「CSRの考え方」の浸透を図るなど、
富士フイルムグループのCSRの共通基盤の確立と、ガ
バナンスの強化に努めました。中期経営計画
「VISION75（2007）」を着実に成し遂げるために、
中期CSR計画の重点領域である「環境法規制への対

応」や「地球温暖化策の強化（気候変動問題への対応）」、
「情報開示の拡充」、「新たなトレンドへの対応」に注
力し、着実に活動を進めています。

2007年度は、これまでの富士フイルムグループのCSR

活動を振り返り、社会にとって、またわたしたちにとって

何が重要なことであるかを再検証し、ターゲットを絞った

CSR活動を展開しています。CSR課題の重要性を再検討

するに際しては、次の視点に留意し、中期的に取り組むべ

き課題を設定しました。

このような重要性の評価プロセスと重要施策の実行プロセ

スを通じて、CSR活動の推進と改善に努めています。

上記のプロセスで特定したCSR課題の中で、「環境保全

（特に温暖化ガス）」「人的多様性」「生物多様性」「CSR

調達」「社会貢献」は、富士フイルムグループとステーク

ホルダーの双方にとって、重要度の高いものです。

特に2007年度は、「生物多様性」について、富士フイル

ムグループが何をすべきかを整理しながら、富士フイルム

グループとして生物多様性の考え方やその方向性を検討し

ました。

マテリアリティ（重要性）の特定と、その対応

中期CSR計画の活動自己評価（2007年度）

CSR活動の推進ステップ

CSR活動の推進ステップと自己評価
富士フイルムグループは、CSR活動を推進するにあたり、企業とステークホルダー双方の視点に基づき

CSR課題を検討し、重点課題の設定と具体的施策を通して、ＣＳＲ活動の改善につなげています。

関連ページ
P.32（ステークホルダー・ダイアログの拡充）
P.32（ステークホルダー・ダイアログ2008）

関連ページ
P.16（気候変動問題への対応）
P.30（ガバナンスの強化）
P.34（新たなトレンドへの対応）
P.36（情報開示の拡充）
P.38（環境法規制への対応）

中 期 C S R 計 画 ハイライト

自己評価　★ 努力をしています。　★★ あと一歩で成果につながります。　★★★ 成果を上げました。

重点領域

ガバナンスの強化

（1）｢富士フイルムグループのCSRの考え方」の国内・海外グループへの浸透 ★★★

★★★

★★

★★★

★★

★★

★★

★★★

★★

★★★

★★★

★★

★★★

（2）コンプライアンス、リスクマネジメント徹底のためのPDCA管理の強化

（3）事業会社におけるCSR活動の進捗状況のチェック強化

（4）ステークホルダー・ダイアログの拡充と、第三者評価のグループ会社への展開
　（特に、海外及び国内販売会社）

（1）グローバル企業としての多様性や労働安全に関する取り組みの強化

（2）CSR調達の枠組みづくりと展開

（3）生物多様性の保全、社会貢献活動に関する基本方針の明確化

（1）サステナビリティレポートの充実及びCSR活動情報の積極的な広報

（2）事業成果におけるCSR側面の定性・定量情報の効果的な内部利用と情報開示

（3）PL、災害、輸出関連などのより迅速な情報収集のための社内体制の推進

（1）REACH規則への対応

（2）統合化学物質管理システムの強化

（1）温暖化対策の目標の見直しと強化

重点課題 2007年度の自己評価

中
期
C
S
R
計
画

30~33ページ

新たなトレンドへの対応

34~35ページ

情報開示の拡充

36~37ページ

環境法規制への対応

38~39ページ

地球温暖化防止策の強化

16~19ページ

Step 4
CSR活動の改善

Step 1
ステークホルダーのニーズの把握

Step 2
重要な課題の抽出

Step 3
KPIの設定
（KPI： Key Performance Indicator）

CSR活動の推進ステップ

ステークホルダーの関心を
把握しているか。

ステークホルダーの意見を
取り入れているか。

ステークホルダーに
パフォーマンスの報告をしているか。

ステークホルダーと継続的に対話し、
かつ説明責任を果たしているか。

ステークホルダーの視点

どの視点で改善していくか。
「企業価値の向上」
「本業を生かした社会貢献」
「社会の持続可能性」

どの視点で設定していくか。
「長期的に・短期的に」
「継続的に」
「測定・分析・結果を経営に活用」

どの課題を抽出するか。
「ビジネス」
「CSR」
「解決難易度」

どの視点で把握していくか。
「リスクヘッジ」
「社会貢献」
「機会創出」

企業の視点

重要施策の実行プロセス重要性の評価プロセス

高い

低い
低い 高い

富士フイルムグループにとっての重要度

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
度

社会貢献

生物多様性

CSR調達

事業活動のCO2削減

製品のCO2削減

人的多様性

2006年度 2007年度

生物多様性 基本方針の2008年度内策定に向けて、
４つのステップで取り組んでいます。

関連ページ P.67（生物多様性の保全）

●社会の要請・期待（ステークホルダー・ダイアログの結果を含む）

●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活動の事例分析
●「CSRチェックシート（2005年度実施）」による
グループ会社のCSR活動の分析結果

●社会・環境レポート2006に関する第三者保証の改善提案の結果



富士フイルムグループのCSR推進体制は、富士フイルム

ホールディングスCSR委員会の下で運営しています。

CSR委員会は、富士フイルムホールディングスの社長を

委員長とする、富士フイルムグループ全体のCSR活動推

進のための意思決定機関です。また、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、大

きく5つの機能を持ちながら、富士フイルム（その関係会

社も含む）並びに富士ゼロックス（その関係会社も含む）

のCSR活動を支援しています。なお、各会社では、事業

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活動報告を行います。

富士フイルムグループは、ビジネスのグローバル化並びに

BtoB（ビジネス・トゥ・ビジネス）比率が高まるなか、企

業体質の強化と構造改革を進めながら、企業理念の基盤と

なる企業の社会的責任を果たさなければなりません。その

ため富士フイルムグループでは、富士フイルム及び関係会

社の本社・営業／販売部門から段階的に、IMSを導入し

ています。IMSの導入により、業務（経営の意思を事業

プロセスに反映し、事業成果を出す過程まで含める）と

CSR活動を一体化させています。改めて業務に関係する

ステークホルダーの視点から評価し、業務の「質」の向上

と「環境影響」の緩和や有益な施策による継続的な業務改

善につなげています。

今後は、富士フイルム九州や富士フイルムエレクトロニク

スマテリアルズの環境・品質・労働安全衛生の3規格を統

合したIMS導入成功例を他の生産工場にも展開し、IMS

活動を拡大していきます。

CSR推進体制
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富士フイルムホールディングスは、「富士フイルムグルー

プ　企業理念」を掲げ、この基盤となる企業の社会的責任

を全うするため、「富士フイルムグループのCSRの考え方」

を明確にしています。

富士フイルムホールディングスは、ステークホルダーの皆

様から信頼される企業を目指し、コーポレート・ガバナン

スの強化・充実を図っています。また、持株会社として、

「グループの戦略マネジメント」「資源配分の適正化」を推

進しています。

富士フイルムホールディングスでは、社外取締役を含めた

取締役会を、グループ経営の基本方針と戦略の決定、重要

な業務執行に関わる事項の決定、並びに業務執行の監督を

行う機関と位置づけています。また、執行役員制度を導入

し、責任と権限を明確にして効率的かつ迅速に業務執行を

行っています。

経営の透明性、健全性、順法性の確保においては、監査役

が、取締役会、経営会議などへの出席を通じ、業務の遂行

全般にわたって監査を実施しています。また、業務執行部

門から独立した内部監査部門が、各部門の業務プロセスな

どを監査し、適正性の評価・検証などを行っています。環

境や輸出管理分野に関しては専任部門のスタッフが監査を

実施しています。主要なグループ会社に対しても、監査役

と内部監査部門が協働して定期的に監査、内部統制状況の

確認をしています。

さらに、富士フイルムホールディングスは、ステークホル

ダーへの説明責任を果たすため、企業情報の迅速かつ適切

な情報開示に努めています。

コーポレート・ガバナンスの考え方 CSRの考え方

CSRマネジメントの強化─IMS＊の導入

重点領域

ガバナンスの強化
富士フイルムグループの中期CSR計画の重点領域のひとつである

「ガバナンスの強化」について、取り組みの進捗や成果をご報告します。

関連ページ
P.42（コンプライアンス教育の海外展開）

関連ページ
P.22（中国サイトのCSR活動報告）
P.32（ステークホルダー・ダイアログの拡充）
P.42（コンプライアンス）
P.45（リスクマネジメント）

関連ページ
P.78（IMS取得サイト一覧）

中 期 C S R 計 画 ハイライト

わたしたちは、

1.経済的・法的責任を果たすことはもとより、さらに、社
会の要請にこたえるよう、企業市民として、社会におけ
る文化・技術の発展や環境保全に寄与していきます。

2.わたしたちのCSR活動が、社会の要請や期待に適切にこ
たえているか、その活動が的確に実施されているか、ス
テークホルダー（お客さま、株主・投資家、従業員、地
域社会、取引先など）との対話などを通して、常に見直
していきます。

3.事業活動に対する説明責任を果たすため、積極的に情報
開示を進め、企業の透明性を高めます。

富士フイルムグループに関わるCSR関連事項について
1. 基本方針の審議・決定を行う。
2. 重点課題・施策の審議・決定を行う。

1. CSR委員会が決定した方針、戦略目的を富士フイルムグループ全
体に適用する。

2. CSR委員会決定の重点課題・施策の富士フイルムグループへの展
開と進捗管理を行う。

3. 富士フイルムグループのCSR活動の支援（情報の収集と分析評価
の実施など）を行う。

4. 社会への情報開示とステークホルダーとの対話を推進する。
5. 富士フイルムグループのCSR活動の監査を行う。

CSR委員会の機能

富士フイルムグループの考えるCSRとは、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ことです。

富士フイルムグループのCSRの考え方

CSR委員会事務局
（富士フイルムホールディングスのCSR部門）の機能

富士ゼロックス株式会社

株主総会

取締役会
◎グループ経営方針・戦略の決定

◎重要な業務執行に関わる事項の決定
◎業務執行の監督

監査役会 会計監査人

業務執行
代表取締役社長・CEO

経営会議

執行役員 内部監査部門

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

コンプライアンス＆リスク管理

CSR委員会

相談窓口 CSR部門
（事務局）

富士フイルム株式会社

ガバナンスの体制

企業理念

年度方針

部門長方針

富士フイルム
品質方針

富士フイルムグループ
グリーン・ポリシー

法的及び
その他の要求事項

方針の
ブレークダウン顧客満足

成果

顧客の情報
実施・活動

部門長報告
（審議）

相互内部監査
監視、測定 データ分析

対策見直し
（是正、予防措置）

“継続的改善”へ

Plan

P

D

C

A

Do

Check

Act

IMSのPDCAサイクル

PD
C

A

PD
C

A

PD
C

A

PD
C

A

QMS

EMS

ISMS

OHSMS

IMSは、業務で必要とされる複数
のマネジメントシステムを一体化
し、効率的に運用することにより、
業務を遂行する現場に対して、顧
客満足をはじめとするステークホルダーの期待に応えるため
のリスクマネジメントの強化につながっています。また、
IMSの内部監査を通して、業務の仕組みやシステムの改善に
役立てています。

富士フイルム　CSR推進部
環境・品質マネジメント部
技術担当部長

本田 孝篤

富士ゼロックスと関係会社

富士フイルム
ホールディングス

CSR委員会
ＣＳＲ委員会事務局

（富士フイルムホールディングス
コーポレートサポート部
ＣＳＲグループ）

富士フイルムと関係会社

CSR推進体制

＊ IMS：EMS（環境マネジメントシステム）、QMS（品質マネジメントシステム）、OHSMS（労働安全
衛生マネジメントシステム）やISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）など、複数のマネジメント
システムを統合したマネジメントシステム。IMSは、Integrated Management Systemの略称。

V O I C E
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中 期 C S R 計 画 ハイライト ガバナンスの強化

ステークホルダー・ダイアログは、ステークホルダーとの対話を通じ、「富士フイルムグループの社会的責任（CSR）」に

ついて従業員自らが考え、その課題を抽出し共有する場です。2004年より継続して開催しているステークホルダー・ダイ

アログは、富士フイルムグループのCSR活動の推進に役立てられています。

2008年は、「製品の環境負荷低減（環境配慮印刷の普及を含む）」「人的多様性」「生物多様性」の3つのテーマで、ダイア

ログを開催しました。それらの進捗状況は、次のとおりです。

ステークホルダー・ダイアログの拡充

ステークホルダー・ダイアログ2008

2008年に実施したステークホルダー・ダイアログは、重要な課題（環境配慮印刷、製品の環境負荷低減、生物多様性、人

的多様性）に焦点を絞り、6回開催しました。 各ダイアログの詳細については、本レポートでご紹介しています。

ステークホルダー・ダイアログ2008を終えて

富士フイルムロジスティックスが
物流協力会社18社とダイアログを開催

T O P I C グ ル ー プ 会 社 の ス テ ー ク ホ ル ダ ー・ダ イ ア ロ グ

V O I C E

2007年12月6日、富士フイルムグループの物流を担う富士フ
イルムロジスティックスが、今回で2回目となるCSRのダイア
ログを開催しました。ダイアログの主旨は、安全品質の向上と
ステークホルダーとの信頼関係強化です。
関東地区の物流協力会社18社から29名の方が参加されまし
た。富士フイルムロジスティックスからはCSR部の担当者を
中心に6名が出席し、富士フイルムのCSR推進部からも2名が
出席しました。
ダイアログでは、富士フイルムロジスティックスのCSR、環
境、安全への取り組み発表に加え、各社の社会貢献や環境保全
の活動事例の発表、各社が取り組む改善活動の事例発表、また
ドライブレコーダーによる事故寸前の映像を使用した発表もあ
りました。他社の事例を共有することで、自社の気づきになり、
各社が次の改善につなげていくという大変意義ある情報交換の
場となっており、今後も継続的に開催していきます。

ダイアログの
位置づけ

ダイアログの
テーマ

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
概念の整理 課題の抽出と共有 課題の深堀り 解決策出し 解決策の

客観的検証

製品の環境負荷低減
（環境配慮印刷の普及を含む）

人的多様性

生物多様性

2005年

2005年

2006年

2006年
2008年 2007年

2005年
2007年

2007年 2008年

2008年

人的多様性

34ページ
2008年4月24日開催

製品の環境負荷低減

57ページ
2008年5月15日開催

生物多様性《有識者との対話》

69ページ
2008年5月15日開催

事業の成長と環境負荷の抑制、CSR調達、製品の環境負荷、人的
多様性、生物多様性。4年間続けて富士フイルムグループのステ
ークホルダー・ダイアログの企画・運営をお手伝いする中で取り
上げられたテーマは、いずれも重要で難しい課題であり、あえて
他社に先駆けて外部との対話の機会を設けられたことを、高く評
価したい。これらの対話を契機に、取り組みが進んでいることも
評価に値する。しかしこれらの課題を現場で担う各担当が、自発
的に外部との対話に臨み、積極的に学ぶ場には、まだ至っていな
い。ダイアログ（対話）からエンゲージメント（相手を巻き込んで
力を借りる）へと進化するために、難しい課題こそ、多様な専門
性に積極的に学ぶ必要があることを、改めて確認してほしい。

ステークホルダー・ダイアログ2008は、環境負荷の低減、生物多様性、人
的多様性の3つのテーマで、合計6回にわたって開催しました。過去4年間
のダイアログと比較して今回は、「学び型・勉強型」から、自分たちの事業
の中で実践してきたことを客観的に確認しようという「検証型」のダイアロ
グになったことです。これは、わたしたち運営事務局にとって、ダイアロ
グの運営が、ひとつ上のステージに上がったことを感じさせるものでした。
社外の方々からのご意見もより厳しくなっていくと思われます。今後のダ
イアログ企画運営にあたり、身が引き締まる思いです。

2006、2007、2008年と3年連続で富士フイルムホールディ
ングスのダイアログに参加させていただいた。継続して参加さ
せていただき、私が一番感銘を受けたのが、グループ内に
CSR活動をさせる手段としてダイアログを戦略的に活用しよ
うとする姿勢である。特に2007年からは、持株会社への移行
に伴い、富士フイルムと富士ゼロックス両者の現場担当者がダ
イアログに参加しており、グループ内の意思疎通、ビジネス上
の情報交換、文化の共有などの場として極めて有効に活用され
ていると思う。ただし、このダイアログを企画した事務局のも
くろみどおりに進展している活動とそれ程でもない活動と、分
野によって進捗度合いに差が見えてきたようだ。環境のように、
外部の視線が入ることで、活動内容・活動の視点に幅が出て深
化している活動もある。すべて企業活動を動かすのは「人」で
ある。人に対する活動は、CSR活動の速度を二乗にする。そ
ういう意味でもこれからはグローバル企業として『人材』をど
うするか、が今後の活動の水準を引き上げるポイントとなろう。

ステークホルダー・
ダイアログに参加して
株式会社 大和総研 経営戦略研究所
主任研究員

河口 真理子さん

事務局からのコメント

エンゲージメントへの
進化を期待する
IIHOE
「人と組織と地球のための国際研究所」代表

川北 秀人さん

小田原倉庫運輸株式会社様
「清掃などの社会貢献活動とバランススコアカードの導入」

日本通運株式会社様
「CSR報告書に基づく環境保全への取り組み」

多摩運送株式会社様
「ドライブレコーダー導入による安全管理の強化」

ティーエルロジコム株式会社様
「グループでの安全・環境・品質向上のための改善活動の推進」

協力会社からの発表内容

環境配慮印刷の普及

15ページ
2008年3月6日開催

製品の環境負荷低減（環境フォーラム）

90ページ
2008年3月13日開催

生物多様性《将来世代との対話》

68ページ
2008年3月28日開催



また、女性の活躍推進をはじめ、性別や国籍、年齢を越え

て、多様な人材が能力を最大限発揮し、長期的に活躍でき、

安心して健康に働ける環境整備を積極的に推進していま

す。これらの取り組みの強化を通じて、グローバルな人材

育成やワークライフバランスのさらなる推進につなげて

いきます。

本レポートの46～51ページに、富士フイルム、富士ゼロ

ックス及び海外の富士フイルムグループ各社の女性の活躍

支援の推進やワークライフバランスへの取り組み、また労

働安全衛生や健康への配慮についてご紹介しています。
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重点領域

新たなトレンドへの対応
富士フイルムグループの中期CSR計画の重点領域のひとつである

「新たなトレンドへの対応」について、取り組みの進捗や成果をご報告します。

中 期 C S R 計 画 ハイライト

富士フイルムグループでは、現在を「第二の創業」と位置

づけ、グローバルに事業展開するグループ全体の企業体質

強化や構造改革、新たな成長戦略の構築に取り組み、成長

事業の持続的発展と新規成長事業の創出をアグレッシブに

推進しています。

このように変化し続け、成長し続けるグループにとって、

これまで以上に重要となっているテーマが、社員一人ひと

りの「個の強化」と、「多様な人材が活躍できる環境整備」

です。富士フイルムグループは、グループを構成する社員

個々に対して、さまざまな人材育成施策を実施し、「個の

強化」の支援に取り組んでいます。

グローバル企業として、「個の強化」と
「多様な人材が活躍できる環境整備」への
取り組みを強化

関連ページ
P.46（人材の育成と活躍に向けてー富士フイルム）
P.48（人材の育成と活躍に向けてー富士ゼロックス）
P.50（安心して健康に働ける職場づくり）
P.81（人事・労務に関する情報（富士フイルム））
P.82（人事・労務に関する情報（富士ゼロックス））

関連ページ
P.62（製品の含有化学物質管理）
P.83（資材調達に関する情報）
P.84（紙・紙材料の適正調達）

「人的多様性の今後の展開」
2008年4月24日、富士フイルムホールディングスは、「人的
多様性」をテーマにダイアログを開催しました。これまでのダ
イアログでは、女性の活躍やワークライフバランスについて議
論を重ねてきました。 4年目の今回は、富士フイルム及び富士
ゼロックスの2007年度の実績や成果を、ステークホルダーに
フィードバックし、さらに議論を進めました。ダイアログの結
果、富士フイルムグループとして人的多様性に取り組むために、
基本的な考え方を提示すること、目標を設定すること、職場の
風土づくりや意識改革を進めることなど、改めて課題を整理し
ました。

○ファシリテーター：
IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」代表 川北秀人さん

社外からの出席者（3名）
○ソニー株式会社 人事センター ダイバーシティ開発部
統括部長 萩原貴子さん
○株式会社 大和総研 経営戦略研究所 主任研究員 河口真理子さん
○慶應義塾大学 総合政策学部 教授 花田光世さん

社内からの出席者（10名）
富士フイルムホールディングス：2名、富士フイルム：2名、富士フイルム労
働組合：1名、富士ゼロックス：4名、富士ゼロックス労働組合：1名

●基本的な考え方の整理と提示（ワークライフバランスとは
何か？ ダイバーシティとは何か？ 女性の活躍で何を期待する
か？ 個の強化で何を期待するか？）
●目標の設定（グローバル企業として、情報収集範囲の拡大と、
グループで取り組むべきことは何かを明確にする）
●実態把握のための情報収集と分析、社内・社外への積極的な
情報開示（経年変化を見せて、活動をより推進する）
●社内・各職場の風土づくりと意識改革
（制度や仕組みを活用してもらうための環境づくり）
●部下の能力を最大限に引き出すマネジメントの強化

富士フイルムグループの人的多様性に関する課題

富士フイルムでは、2000年より環境に配慮したグリーン

調達（調達品・調達先のグリーン化）を展開してきました。

その後、グリーン調達を発展させ、化学メーカーとしての

知見・ノウハウを活用してRoHS＊1やREACH＊2などの

法規制に対応してきました。特に、主要調達先1,000社に

対しては、WEBを利用した自己監査（電子監査）により、

含有化学物質管理や企業環境調査を2005年より実施して

きました。

2006年からは、この企業環境調査に、雇用や差別などの

社会性項目を加えるなど、CSR調達を加味しています。

このように、公正かつ開かれた購買・調達を進めるととも

に、持続可能な資源の調達基準の制定など、近年のBtoB

（ビジネス・トゥ・ビジネス）の拡大によるお取引先からの要

求やステークホルダーからのお問い合わせにも対応するよ

うにしています。現在、CSR・環境・資材などの関係部門

が連携し、調達先からのお問い合わせに対する窓口の整備

など、CSR調達のさらなるレベルアップを進めています。

また、富士ゼロックスとのシナジー効果を高めるために、

2007年10月に、富士フイルムと富士ゼロックスの間接材

＊3購買機能を富士フイルムホールディングス傘下の富士

フイルムビジネスエキスパート＊4に集約し、パソコンの

共同購買などスケールメリットを生かした富士フイルム・富

士ゼロックスグループのコストダウンに貢献しています。

富士ゼロックスは、

取引先企業を、富士

ゼロックスの経営方

針や環境・社会に対

する考え方を理解し

共有するビジネスパ

ートナーであると考

え、良好な協業関係

の構築に努めてい

ます。

2007年度は、2年にわたり準備してきたCSR調達活動を

導入しました。CSR調達は既に取引先企業に従来からお

願いしている品質改善、コスト改善、環境対応に加え、人

権・労働、企業倫理などの配慮と改善を求めるものです。

2007年8月を皮切りに、対象となる取引先企業に、日本2

回、韓国・仁川1回、中国・上海、深セン各1回、合計5回の

説明会を実施しました。また、セルフチェック実施にあた

って取引先企業が自社で展開しやすいように、富士ゼロッ

クスからの要請事項、取り組みを求める背景、ケーススタ

ディをまとめた「マネジメントガイドライン」と「セルフチェ

ックリスト」を作成し、配布しました。現在、各社から寄せ

られた回答を分析し、フィードバックを実施した上で、取

引先企業を順次訪問し、現場の課題を共に確認し、改善を

お願いしています。

取引先企業との協力によってこれらの活動を進めること

で、サプライチェーン全体で社会に対する責任を果たすと

ともに、単にリスクを回避するだけでなく、QCDの改善

や企業、社会の持続的な発展につながると考えています。

「生物多様性の基本方針」の2008年度内の策定に向けて、

4つのステップ（「自己認識」「他者の認識の確認」「問題の認

識・理解の共有化」「富士フイルムグループの取り組み姿勢

と戦略の明確化」）で取り組んでいます。

2007年4月2日に、富士フイルムホールディングスのCSR

委員会は、「富士フイルムグループ　社会貢献方針」を採択

し、基本方針を明確にしました。

CSR調達の枠組みづくりと環境に配慮した購買の展開

生物多様性の基本方針の明確化

社会貢献活動の基本方針の明確化

＊1 RoHS（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and

electronic equipment）：欧州における電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指
令。2006年7月1日から電気・電子機器へのカドミウム、水銀、鉛、六価クロム及び臭素系難燃剤
（PBB、PBDE）の使用を禁止。

＊2 REACH（The Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of

Chemicals）：欧州で実施される既存化学物質やアーティクルを対象とするより厳しい化学物質管
理システム。化学品の登録、評価、認可及び制限により管理しようとするもの。

＊3 間接材：設備・機材・工事、事務用・作業用消耗品など。
＊4 富士フイルムビジネスエキスパート：富士フイルムグループ内の企業を対象に共通する間接業務のサ
ービスを提供するシェアードサービス会社。

関連ページ P.67（生物多様性の保全）

関連ページ
P.70（社会貢献活動）
P.73（地域との共生）
P.84（社会貢献活動の分類）

CSR調達までの歩み（富士フイルム）

CSR調達

含有化学物質管理

グリーン調達 グリーン調達先80％の目標達成

公正な調達に関する購買方針（1990年からスタート）

2008年2007年2006年2005年2000年

お取引先向けのCSR調達説明会

F O C U S ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ダ イ ア ロ グ
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重点領域

情報開示の拡充
富士フイルムグループの中期CSR計画の重点領域のひとつである

「情報開示の拡充」について、取り組みをご報告します。

中 期 C S R 計 画 ハイライト

富士フイルムホールディングスでは、富士フイルムグルー

プのCSR活動状況をステークホルダーの皆様にお伝えす

るため、毎年「サステナビリティレポート」を発行してい

ます。本レポートでは、中期CSR計画の重点領域を中心

に、具体的な事例を掲載し、内容の充実を図りました。ま

た、ステークホルダー・ダイアログや環境対話集会などの

CSRコミュニケーションを充実し、その内容を積極的に

開示しました。

本レポートでは、富士フイルムグループ内でのCSR活動

の推進に役立つように、参考や改善のヒントとして有効に

活用してもらうために、CSR活動事例をできる限り定量

情報で開示することに努めました。

富士フイルムグループでは、常日頃から製品の安全管理の

徹底を図るとともに、万一の製品事故リスクに備え、迅速

な対応と情報開示の体制を整えています。富士フイルムと

富士ゼロックスでは、製品分野が異なることから、各事業

とマーケットに対応したリスクを考慮し、事業会社ごとに

安全管理の仕組みを構築しています。

富士フイルムでは、「製品安全方針」と「製品安全マニュア

ル」をもとに関係会社を含めて一貫した製品の安全管理を

徹底しています。社長直轄の組織体制とし、全社的な動き

が必要な場合でも、迅速かつ緊密な連携で力強く動ける仕

組みとしています。2007年5月の改正消費生活用製品安全

法の施行を受け、PL関連情報連絡書をデータベース化し、

情報収集と連絡体制の迅速化を図りました。2008年は、

海外のPL情報についても、同様の情報収集体制の確立を

進めています。全社的な動きが必要な重大なPL案件の場

合、総合危機管理委員会または分科会で審議し、担当事業

部門と連携し、迅速かつ強力に対応します。それ以外のPL

案件は、定期開催のPL委員会にて審議し、継続的な改善に

つなげます。また、お客様へのガイダンスが必要な場合は、

ホームページ上で「お客様への重要なご連絡」で注意を喚

起しています。2007年度は、消費者センターを通じたク

レームに関し、NITE（製品評価技術基盤機構）に2件の製品

不良に関する報告をしましたが、お客様の安全に関する事

故には至っておりません。今後も製品の安全管理の徹底を

図るとともに、的確な情報開示に努めていきます。

富士ゼロックスでは、「商品安全に関する基本方針」をコー

ポレートスタンダードの最高概念として位置づけていま

す。PL案件を国内外問わず発生させないため、企画から再

生の全サイクルで商品安全改革を進める一方で、階層別教

育を実施して従業員の意識の醸成を図りました。PL案件が

発生した場合には、誠実、公明、迅速に対応・情報開示を基

本とし、「PL Web」などを通じてエスカレーションセンタ

ーに報告、専門の会議体でお客様の安全や発火の発生など

リスクの有無を分析し、リスクに応じたエスカレーション

体制に沿って、重大性・緊急性に応じた対策を決定してい

ます。各案件への対応は、必ず1カ月以内に終えることを定

め、PL案件の詳細情報は商品安全統括部門から各部門へ情

報を共有化、商品開発における再発/未然防止にも生かして

います。なお、2007年度のNITEへの報告は、0件でした。

富士フイルムグループの事業分野は多岐にわたっていま

す。特に、内視鏡やX線画像診断システムなどの医療用製

品、印刷用のグラフィックシステム、記録メディア、フラ

ットパネルディスプレイ材料や電子材料などの高機能材

料、複写機材などの情報インフラに不可欠な富士フイルム

製品は、災害発生後の被災者の健康管理や、情報ネットワ

ークの復旧を通じた被災地の復興・復旧に欠かせない社会

性の高いものです。

そのため、富士フイルムグループには、災害発生時の従業

員の安全確保や、事業への影響把握、事業再開に向けた迅

速な対応に加え、社会性の高い製品の供給責任を果たすこ

とと、関連情報の開示が求められています。

富士フイルムでは、災害発生時に災害対策本部を立ち上げ、

下記10チームから構成されるリスク対応チームを招集し

て、従業員の安否確認から医療用製品や情報インフラ分野

の製品を中心とした社会性の高い富士フイルム製品の生産

再開、円滑供給に至るまで、幅広い分野での対策を迅速か

つ的確に実施します。富士ゼロックスでも同様な体制を構

築しています。富士フイルムグループとしての被災状況や

事業再開、社会性の高い製品の供給に関する情報などは、

富士フイルムホールディングスが一元化して開示する体制

となっています。

今後も、富士フイルムホールディングス、富士フイルム、

富士ゼロックスの各担当者が定期的に集まり、災害対策マ

ニュアルの継続的な見直しを図るほか、災害発生時のリス

クに迅速かつ適切に対応する体制の強化と情報開示の拡充

に努めていきます。

サステナビリティレポートの充実
及びCSR活動情報の積極的な広報 災害発生時のリスク対応強化と

製品供給に関する情報開示

事業成果におけるCSR的な側面の
定性・定量情報の効果的な内部利用と情報開示

製品の安全管理（PL）の徹底と的確な情報開示

1.法令の遵守
2.製品安全に関する施策の推進
3.製品事故などの緊急時の対応体制整備
4.製品安全情報のお客様への周知
5.製品安全に関する従業員への教育

製品安全方針（富士フイルム）
1.人的安全対策
2.IT対策
3.広報対策
4.情報収集対策
5.資金対策

6.資材調達対策
7.物流対策
8.供給再開対策
9.関係会社対策
10.顧客支援対策（国内外）

災害対策本部のリスク対応チーム構成（富士フイルム）

1.法令の遵守
2.自主行動計画の確立
3.商品安全確保のための品質管理
4.事故情報等の収集・開示・報告
5.商品回収の実施
6.商品安全事故の未然防止と社員教育

商品安全に関する基本方針（富士ゼロックス）

関連ページ P.79（ステークホルダーとの関わり）

関連ページ P.78（製品の安全管理体制）

関連ページ P.45（リスクマネジメント）

関連ページ P.8（特集 メディカル分野での取り組み）
P.12（特集 印刷分野での取り組み）
P.16（特集 気候変動問題への対応）
P.66（持続可能な水使用）

URL 「お客様への重要なご連絡（富士フイルム）」
http://fujifilm.jp/important/index.html/
「製品評価技術基盤機構」http://www.nite.go.jp/
URL 「お客様への重要なご連絡（富士ゼロックス）」
http://www.fujixerox.co.jp/news/notice.html

新潟沖地震発生後の対応

T O P I C

新潟富士ゼロックス製造株式会社では、新潟沖地震発生に
より、一部天井や壁の崩落などの被害があった建物につい
ては、その撤去や養生を実施すると同時に、在庫している
部品の点検・確認をして、地震発生の3日後から小型プリ
ンターの一部から生産を再開しました。生産設備に破損の
見られた部品供給については、社内他工場や協力会社に委
託するなど、通常レベルの稼働へ向けた対応をしました。
富士フイルムグループ全体として総額3,000万円を、柏崎
市や新潟県などに義援金として寄付をしました。また、富士
ゼロックス製品の無償修理、修復サービスを実施しました。

中国四川省地震被災に対する支援

T O P I C

富士フイルムホールディングスは、地震で被災された方の
救済支援のため、国内（富士フイルム、富士ゼロックス）
及び中国のグループ企業（富士膠片（中国）投資有限公司、
富士施楽（中国）有限公司）の5社合同で、中国赤十字会
並びに中国政府に対し、医療用レントゲンフィルム175万
元相当と義援金を合わせた、総額375万元（約5,600万円）
の寄付をしました。

新型インフルエンザ基本対策＊の策定と、
従業員向けパンフレットの配布

T O P I C

富士フイルムホールディングスでは、新型インフルエンザ
の流行に備え、「新型インフルエンザ基本対策」を策定しま
した。事業継続に関する「危機管理体制」の整備に加え、
「予防・備蓄方針」を定めました。また、感染拡大防止のた
め、従業員の責任ある行動を促すよう「従業員行動基準」
を策定し、従業員向けパンフレットの配布を行い、新型イ
ンフルエンザ発生時の危機管理に万全を期しています。
＊新型インフルエンザ基本対策：鳥インフルエンザに起因する新型インフルエンザのパ
ンデミック対策

2007年7月16日（月）10:13 地震発生
ハイ・パーテーションが倒れ、天井が落下（左）
2007年7月19日（木）
電気が前日回復し、復帰第１号のプリンターを生産（右）
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欧州市場では、これまでは規制の対象外であった約10万

種の既存化学物質や成形品中の化学物質に対しても、事業

者によるリスク管理と登録を厳しく求めるREACH規則が

2007年6月に施行されました。化学物質・調剤からアー

ティクルまで幅広い製品を取り扱う富士フイルムでは、

1975年から社内に化学物質の安全性評価設備を設置し、

化学メーカーとしての長年のノウハウを投入し、化学物質

の徹底管理に努めてきました。

現在、REACH対応に向けて、欧州及び日本でプロジェク

トチームを立ち上げ、2008年6月から6カ月間の予備登

録に向けた対応を進めています。サプライヤー（調達先）

との情報交換を行い、各登録案件ごとに協議しながら調整

しています。

今後は、量に応じて下図に示した期限までに当該物質の登

録を進めていきます。また、REACHが指定する高懸念物

質（SVHC）を含有しているアーティクルは、届出と安

全使用情報を顧客に伝達することが義務づけられていま

す。アーティクルを構成している物質のうち、ＰＳ版や写

真フィルムなど化学原材料から作り上げるアーティクルは

JAMP MSDSplusによる一次調査を開始し、機器や部

品については部品メーカーなど川上にさかのぼって調査を

行います。

富士フイルム及び関係会社では、REACH、RoHS＊3、

GHSなどに代表される化学物質管理・含有化学物質管理

の規制強化に対応するため、従来のシステムやデータベー

スの再構築とグローバルな運用ルールの改訂を進めていま

す。現在、構築を進めている「統合化学物質管理システム」

は、これまで別々に管理していた情報、システムを統合化

し、化学物質からアーティクル含有化学物質まで一貫した

管理を目指しています。第一ステップにあたる2008年は、

化学物質管理システムの再構築を行います。富士フイルム

と関係会社の化学物質情報の共有化を図り、グループ全体

のガバナンス強化、管理の効率化、レベルアップを目指し

ます。

GHSを組み込んだ改正労働安全衛生法（2006年12月施

行）に対しては、表示対象物質を含む製品についての製品

ラベル表示変更と、MSDS（製品安全データシート）改

訂は在庫品を含め対応しました。また、裾切値の変更によ

り新たに対象となった製品に関しても、MSDS作成デー

タベースシステムを改良し、2008年7月には、通知対象

物質を含む製品すべてのMSDSを一括改定しました。表

示対象物質を含む製品のラベル表示改定に関しては、

2008年11月末までに対応の予定です。

富士フイルムは、化学物質の徹底管理とその情報開示に、

早くから積極的に取り組んでいます。化学製品に対する

MSDSだけでなく、フィルム、印画紙、PS版、フラット

パネルディスプレイ材料などの材料製品に関しても自主的

に独自のAIS（アーティクル製品環境安全情報シート）を

作成し、WEBサイトで公開してきました。

欧州REACH規則施行にあたり必要となった、アーティク

ル（成形品）中の含有化学物質の管理・情報提供に対応す

るため、国内の産業界を横断して製品に含まれる化学物質

の管理方式の共通化を目指して設立されたJAMP（アー

ティクルマネジメント推進協議会）にも発起人企業として

発足当初より積極的に参加しています。化学製品に対する

化学物質情報の共通フォーマットとして策定された

「JAMP MSDSplus＊4」もいち早く採用し、ホームペ

ージでの公開を2008年3月から始めました。また、6月

に策定されたアーティクル中の化学物質情報提供フォーマ

ット「JAMP AIS」についても早期対応を進めています。

(注)製品中の特定の化学物質情報提供については、これまで日本化学工業協
会のガイドラインに基づいたMSDSplus、AISplusの作成を進めてきました
が、産業界共通を目指すJAMPフォーマットを採用していきます。

環境活動推進や世界の環境関連の法規制に対応していくた

めには、企業のグローバル・ローカルでの管理や連携対応

が重要になります。富士フイルムグループでは、中期環境

方針「富士フイルムグループ グリーン・ポリシー」の重

点施策を、海外を含めたグループ全体で推進しています。

具体的には、各国の環境施策・法規制対応について海外関

係会社と情報を共有し、グローバルな環境施策の立案と推

進を図る「富士フイルムグループ環境国際会議」を1991

年から開催しています。第12回目となる2007年は、11

月5日から8日までの4日間開催、海外の現地法人から15

社18人の環境責任者と、富士フイルム及び国内の関係会

社から延べ70名の環境担当者が参加しました。今回は、

欧州で2007年6月に施行されたREACH＊1対応や、世

界各国に広がりつつあるGHS＊2対応、環境効率の向上

など種々のテーマについて議論を行いました。特に

REACHについては、規則の詳細やアーティクル（成形品）

の定義など判断しにくい内容について、最新の情報を交換

するとともに、欧州・日本それぞれの調査状況の確認・す

り合わせを行いました。

今後も、グローバル・ローカル相互の情報共有とコミュニ

ケーション強化を通じて、環境施策のガバナンス強化を図

り、グループ全体で環境活動を推進していきます。

グローバル・ローカルの管理強化
─環境国際会議の開催などでの共有

「統合化学物質管理システム」の構築と
グループ内の共有化

MSDS、JAMP MSDSplus、
JAMP AISでの含有化学物質の情報提供

GHSへの対応

REACH規則への対応

重点領域

環境法規制への対応
富士フイルムグループの中期CSR計画の重点領域のひとつである

「環境法規制への対応」について、取り組みの進捗や成果をご報告します。

関連ページ
P.44（環境法令のガバナンス強化）
P.58（環境に配慮した製品設計）
P.60（安全・環境に配慮した化学物質管理）
P.62（製品の含有化学物質管理）
P.86（環境側面に関する情報）
P.90（環境関連の法規制の順守状況とクレーム）

中 期 C S R 計 画 ハイライト

REACH登録スケジュール
2007年
6月1日施行

2008年
6月1日開始

2008年
12月1日

2010年
11月30日

2011年
6月1日

2013年
5月31日

2018年
5月31日

年間1～100トン
製造・輸入する
物質の登録

情報提供（高懸念物質公表後）

既存化学物質

準備期間 予備登録（6ヵ月）
年間1,000トン以上
製造・輸入する
物質・他＊の登録

年間100～1,000トン
製造・輸入する
物質の登録

アーティクル中の
高懸念物質
高懸念物質は遅くとも
施行後2年以内に公表 届出

＊年間100トン以上の水生生物毒性物質（R50／R53）、年間1トン以上の発がん性物質、
　変異原性物質、生殖毒性物質（CMR cat-1、2）

＊1 REACH（The Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）：欧州で実施される既存化学物質やアーティクルを対象とするより厳しい化学物質管理システム。化学品の登録、
評価、認可及び制限により管理しようとするもの。

＊2 GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）：化学品の分類及び表示に関する世界調和システム。化学品の危険有害性分類とラベル表示に関する世界的に統
一されたルールで、化学品の安全ラベル・安全データシートの提供・製品への表示に適用する。

＊3 RoHS（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）：欧州における電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令。2006年7月1

日から電気・電子機器へのカドミウム、水銀、鉛、六価クロム及び臭素系難燃剤（PBB、PBDE）の使用を禁止。
＊4 JAMP MSDSplus：JAMPが提案しているREACH規則などに対応し、MSDSを補完する含有化学物質情報シート。

GHS対応済みの段ボール箱の表示（左）とボトルのラベル表示（右）

製品安全データシート
ホームページ（トップ）

製品安全データシート
ホームページ（AIS）

URL 「化学製品を安全に取り扱っていただくために」
http://www.fujifilm.co.jp/msds/




