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レポートの中扉に使用している作品について
重要文化財「庶物類纂・庶物類纂図翼（しょぶつるいさん・ 
しょぶつるいさんずよく）」（国立公文書館所蔵）

庶物類纂は、江戸幕府の命令により稲生若水（1655-1715)・
丹羽正伯 (1691-1756)が編纂した一大本草書です。我が国
の博物学史上画期的な業績として評価されています。図翼は、
旗本の戸田祐之から江戸幕府に献上された薬草図集で、約
530枚の細密な図が、あざやかな彩色で描かれています。

特集では、企業理念にあげる「クォリティ オブ ライフ
の向上」をテーマに、富士フイルムグループの中期 
経営計画「VISION75」の重点事業分野の3事業を 
ご紹介します。
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独自のオプトメカトロニクスが生み出す 
高性能で付加価値の高い製品群 　

　富士フイルムグループの光学デバイス事業は、ものを
写すために欠かせない“レンズ”を中心に、フジノンが開発・
生産・販売の一連を担い、富士フイルムの事業部や研究所
と連携しながら事業を推進しています。 　
　フジノンは1944年の設立以来、双眼鏡やスチルカメラ
を通して光学機器の設計・加工・組み立てなどの技術を磨き
続けてきました。さらに近年は、この光学（オプティカル）技
術に機械（メカニクス）および電気（エレクトロニクス）技術
を融合した「オプトメカトロニクス」へと進化させ、より高度
で付加価値の高い製品を送り出しています。また、独自の
高度技術によりNo.1シェアを獲得できる製品分野に注力す
る事業戦略を展開し、200万画素以上の高画質カメラ付き
携帯電話やテレビカメラ用レンズで世界トップシェア、監
視カメラなどのセキュリティ機器用レンズでもトップクラス
のシェアを獲得しています。

ガラス研磨やプラスチック成型の 
用途やサイズの違いにも自在に対応

　用いる材料にはガラスとプラスチックがあり、加工方法
では材料を磨き込んで作る“研磨”と金型に流して作る“成
型”があるなど、レンズ製造には様々な特殊技術が求めら
れるため、業界内では分業・外注化が一般的となっていま
す。そうした中、フジノンはあらゆる材料や加工方法に対
する技術を自社内に備え、製品の開発・設計から金型加工、
生産、検査までを一貫して手がけられることを大きな強み

新たな成長分野として期待される 
セキュリティ、車載カメラ用レンズ 
　高画質化とデジタル化。光学デバイスの世界では今、この2つ
が重要なキーワードとなっていますが、高性能レンズを強みとして
きた当社にとっては追い風でもあり、放送用カメラやカメラ付き携
帯電話向けレンズに加え、セキュリティや車載カメラといった新た
な成長分野も見えてきました。 　
　セキュリティカメラ用レンズはすでに世界でもトップクラスの
シェアを得ていますが、一層の高精細化や超望遠カメラといった
ニーズの高度化に対応することでさらに拡大を図ります。また、個
人認識システムでもより精度の高い静脈認証の需要が伸びており、
当社の技術力が発揮できる環境となってきました。
　一方、車載カメラ用レンズについては、バックモニターやフロ
ントビューなどで導入が始まったところです
が、将来は1台のクルマに安全を補助する
カメラが10以上搭載されるとも言われてお
り、当社は高画質技術が生かせる領域での
車載カメラ用レンズの開発にメーカーと共
同で取り組んでいます。  

としてきました。また、レンズ付きフィルム「写ルンです」
のレンズ製造を担ってきたことで、高性能な小型レンズを
大量に生産する技術力を得たことも絶大な競争力となって
います。 　
　こうした強みを生かした代表製品がカメラ付き携帯電話
用のレンズで、市場が立ち上がって間もない2000年代初
めから開発に着手。10～30万画素程度が当然だった時
代から将来の高画質・高機能化を予測して付加価値の高い
レンズに注力し、300万画素の高画質が一般化しつつあ
る今、このクラス以上の高性能レンズでは他の追随を許さ
ないトップメーカーとなっています。300万画素を超える
ほどのきめ細かい写真を正しく写すためには、何枚ものレ
ンズを組み合わせなければなりません。複雑な形状の非球
面レンズを使うことでその枚数を抑えて小型化し、しかも
月に数百万という膨大な数を安定供給できるのはまさにフ
ジノンならではなのです。 

中国拠点を加えた生産体制の構築で  
優れたコスト競争力を実現 　

　携帯電話やセキュリティカメラのように世界規模で大量
に販売される製品向けの部品では、性能や安定した供給力
とともにコスト競争力も欠かせません。その点でもフジノ
ンは早くから対応を図ってきました。1994年に中国・天
津に生産拠点を立ち上げ、2001年には深圳にも拠点を加
え、24時間体制でレンズユニットの加工・組み立てを行っ
ています。また、生産規模が拡大するほどに光学材料の安
定調達が問題となりますが、これについても世界最大のガ
ラス溶解炉を持つ中国企業に出資するとともに優先的な供
給契約を結び万全の用意を整えています。
　このように生産体制を整えることで、安定的な生産数を
確保することが可能となりますが、同時に精度の高さも求
められてきます。高度な品質を維持するために、現地法人
でも国内と同様の品質管理を徹底させています。 

　営業力の強化によりトップシェア製品を広げつつ、デジ
タルカメラなどの電子機器部門との連携を強化してレンズ
ユニットをカメラモジュールへと発展させるなど製品の付
加価値を高めることで、光学デバイス事業は今後も一層
の成長を目指します。

企業プロフィール

■ 所 在 地： 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目324番地
■ 設　　立：1944年3月
■ 資 本 金：5億円（2009年3月末現在）
■ 従業員数：1,100名（2009年3月末現在）
■  主要製品：産業用レンズ、TVレンズ・シネレンズ、CCTVレンズ、レーザー
干渉計・計測機器、双眼鏡・フィールドスコープ、教育・技能継承支援
機器ほか

ホームページ  http://www.fujinon.co.jp/

フジノン株式会社
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富士フイルム
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光学デバイス事業部長　兼
電子映像事業部長　兼
フジノン取締役会長

樋口  武
フジノン

総務部 厚生課 広報担当 課長 天野  高宏
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高度な技術で幅広く対応
「高画質化」時代をリード
カメラ付き携帯電話用レンズ、テレビカメラ用レンズ、デジカメ用レンズ、セキュリティカメラ用レンズ。 
世界的に需要が拡大する成長市場で、高精細な画像を求めるニーズに対応したトップシェア製品が登場しています。

光学デバイス事業での取り組みPart 1

▶  富士フイルムグループの光学レンズが使われる車載カメラ用レンズ

© JAXA

デジタルカメラ用レンズ

携帯電話用レンズ

プロジェクター用レンズ

ハイビジョン
テレビ用レンズ

ナイトビジョン

乗員監視用

セキュリティカメラ用レンズ

シネレンズ

リアビュー
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宇宙の厳しい環境にさらされても 
絶対に故障しないレンズをつくる 

　困難な課題に挑戦し技術力を高める。それはフジノンレ
ンズの一つの開発姿勢であり、宇宙という極限環境へも
20年以上前からレンズを送り続けています。
　フジノンレンズが初めて宇宙に旅立ったのは、1987年
の海洋観測衛星「もも1号」。打ち上げ時の激しい衝撃・
振動や宇宙空間ならではの真空、無重力、温度変化、放
射線など、人工衛星に搭載されたレンズが実際にさらされ
る環境の厳しさは未知の領域で、それを乗り越え故障の許
されない絶対の信頼性と軽量化を実現するために、開発者
たちは手探りで試行錯誤を繰り返しました。そうして送り
出されたレンズは海洋資源などを観測するセンサーの“目”
として役割を果たし、基礎技術を確立するとともにフジノ
ンレンズへの信頼を高めました。続いて1992年の地球資
源衛星「ふよう1号」では、地表を立体視する高精細レン
ズの開発に成功しました。以降もニーズに応えたレンズを
提供し、様々なプロジェクトに参加しています。

月の秘密を解明するため 
「かぐや」に載った3種類のレンズ

　2007年、月の起源と進化の解明を目指して月へ向かい
周回軌道に乗った「かぐや」。この衛星にも3種類、計6

本のフジノンレンズが搭載されています。まず一つが月面
を立体撮影し詳細な地形図を作るためのデータを集める地
形カメラ用レンズ2本。もう一つが可視・近赤外線の特定
の光による撮影を行って地質情報を集め岩石の分布を調べ
るマルチバンドイメージャー用レンズ2本。そして月面や
月から見た地球の姿などを鮮明に撮すハイビジョンカメラ

先進的な製品開発力で 
放送業界に「フジノン」ブランドを確立  

　1953年にモノクロ
放送でスタートしたテ
レビ放送は、1959年
の皇太子 (現天皇）ご
成婚を機に急速な普及
を遂げ、翌1960年に
はカラー放送も始まり
ました。そして、日本のあらゆる放送関係者が2年後に迫っ
た東京オリンピックのカラー中継に向け技術開発に取り組
んでいた1962年に、富士フイルムグループもカラー放送
用テレビカメラ用レンズの開発に着手。わずかな期間で4

機種の高性能レンズを完成させ、世界で初めてのカラーに
よるオリンピック中継の成功に貢献しました。
　その後も、大口径の10倍、14倍、22倍ズームと次々
に先進的な製品を開発。ニュース取材などで使われる小
型・軽量なカメラ用でもこのジャンルの基本となるレンズ
形態を生み出し、放送業界に確固たるブランドとして浸透
することとなりました。 

高精細なハイビジョン放送のために 
画期的なオートフォーカスも開発 

　カラー放送や衛星放送のスタートなど、テレビ放送には
これまで幾度かの変化がありました。そして今、最大の転
機となっているのが地上波のデジタル放送への移行です。
デジタル化に伴い、大画面でより美しい放送を楽しめる
ハイビジョン（以下、HD）放送も本格的に始まることとな
りましたが、HD技術の確立でもフジノンレンズは様々な

海洋観測衛星「もも1号」（MOS-1） 月周回衛星「かぐや」（SELENE） 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT） スーパーハイビジョン ハイビジョン スタンダード

用レンズ2本。これらは皆、
20年を超える歴史の中で富
士フイルムグループが蓄積
してきた宇宙用レンズ技術
の集積であり、アポロ計画
以来となる本格的な月探査
の一翼を担いました。
　そしてまた、2009年1月
に打ち上げられた「いぶき」
にもフジノンレンズが搭載
されています。「いぶき」に
は、今、地球の大きな課
題となっている温室効果ガ
スを測定し研究に役立てる
という重要な使命があり、
700km近くの上空から貴重
なデータを集めています。

貢献を果たしてきまし
た。1979年にはNHK

技術研究所からの要請
を受け、世界初となる
HDカメラ用レンズを
開発。その後1988年
のソウルオリンピック
で、17日間連続してHD映像による実験中継が行われた
際にもレンズを供給しています。さらにより小型・軽量なも
のや、高精細な画面ゆえにプロカメラマンの技術でも至難
と言われる微妙なピントのズレをカバーする画期的なオー
トフォーカス機構「プレシジョン・フォーカス（PF）」レン
ズなどを開発・供給し、国内外の多くの放送局で使われて
います。 放送技術の世界はすでに、HDの次のスーパー
HDや立体映像へと技術開発が進み始めました。フジノン
レンズにはこうした次世代の技術でも重要な役割が期待さ
れています。

〉〉 常に感じる、重い責任と大きなやりがい
　あれほど巨大なロケットも最終的には衛星を打ち上げるため
にあり、その衛星もレンズの故障でデータを集めることができ
なければ無意味なものになってしまう。そう考え、常により重
い責任を感じながらレンズ設計にあたってきました。その一方、
衛星から送られる貴重なデータは社会の
進歩に必ず役立つものであり、技術者と
して大きなやりがいを感じています。  

VOICE

フジノン
光学機器部 設計課

担当課長

黒瀬  実

〉〉 プロカメラマンの厳しい要望が技術を磨く
　ハイビジョン用レンズは、すべてにおいて格段に高い精度が
求められます。それが実現できたのは、設計からレンズ・部品
の加工、組み立てまで一貫して社内で手がけていることと、「現
代の名工」と呼ばれる優れた技能者がいるからに他なりませ
ん。また、プロのカメラマンの方たちの厳しい要望に応えるこ
とで、我々の技術も鍛えられてきたと感じています。

VOICE

フジノン 
テレビレンズ部

設計課

担当課長　田中  実（左）
担当課長　佐々木  正（右）
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20年を超える宇宙用レンズの経験を基礎に
「かぐや」とともに月へも飛ぶフジノンレンズ  

レンズ技術でテレビの進化に貢献
世界初のハイビジョン用レンズも開発  

テレビ撮影に使用されている 
フジノンのレンズ

フジノンレンズを搭載した地形カメラ
とマルチバンドイメージャー

© JAXA

地形カメラの観測データから 
立体化された月の地形

初期のモノクロ映像用 
テレビレンズ搭載機

© JAXA © JAXA ©NHK ©NHK ©NHK ©NHK

© JAXA/SELENE

© JAXA1987年2月 2007年9月 2009年1月
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“生命を写す”だけでなく 
“生命を守り” “生命を癒す”

　創業間もない1936年からレントゲンフィルムの販売を
開始し、今ではＸ線検査システムや超音波画像診断装置、
電子内視鏡といった検査装置でもワールドワイドで事業展
開、富士フイルムグループは以前から医療と深い関わりを
持ってきました。そして近年、築き上げた技術的・事業的
な基盤を生かしつつ医療や健康をビジネスの新たな柱に加
えるべく積極的な拡大戦略を推し進めています。
　すでに多くの実績がある診断領域の事業は、いわば “生
命を写す”もの。さらに“生命を守る”予防や、“生命を癒す”
治療の領域にも手を広げ、様々な面から“生命”に関わっ
ていくことが富士フイルムグループのライフサイエンス事
業の目指すところです。

異業種連携による新薬創出に向け研究者の人材交流も活発化
人材交流 動物実験

　2008年３月のグループ参加以降、富士
フイルムと富山化学工業の間ではFTDに
関する共同研究、20万種におよぶ化合物
ライブラリーの創薬面からのスクリーニン
グ、イメージング技術の応用研究、生産の
効率化、知的財産関連など多くの共同プロ
ジェクトが動き始め、相互の研究施設に研
究者を派遣しあうなどの人材交流も活発化
してきました。化学メーカーと創薬企業と
いう異業種連携のメリットを最大限に生か

すために、今回の人材交流で基本としてい
るのは互いの専門性を尊重しあう“ respect 
each other ” の精神。富士フイルムの研
究者は富山化学工業に赴任してモノづくり
にかける粘り強さや集中力、新しい情報に
対する柔軟性に刺激を受け、富山化学工業
の研究者は富士フイルムが培ってきた「信
頼」を重んじる品質文化に感銘を受けるな
ど、企業文化やモチベーションの面でも相
乗効果が生まれ始めています。

グループ各社の連携を強化して研究での動物福祉を徹底
　化学品や医薬品を開発する過程では、人
体への安全性や有効性を確かめるため、と
きに動物を用いた実験が必要になります。
しかし動物福祉の面から、動物実験は本当
に必要なときだけ適切に行うべきものであ
り、当社グループでは「動物の愛護及び管
理に関する法律」を順守するため、各社そ
れぞれの動物実験施設で動物実験に関わ
る規程を定め、動物実験委員会を設置して
厳格に運用するとともに、グループとしても

「動物倫理規則」のもと動物倫理委員会を
設け、適正な動物実験を実施してきました。
さらに2009年3月には、動物実験を行っ
ている富士フイルム、富士フイルムRIファー
マ、富山化学工業の各社に、富士ゼロック
スを加え、より研究部門に近いメンバーが
集まって「動物倫理」及び「環境安全」に関
して情報交換を行いました。今回の成果を
踏まえ、こうした会を定例化し、一層の情
報共有や動物実験に関する運営の改善を進

め、動物実験の3R（Replacement：代
替法の利用、Reduction：動物利用数の
削減、Refinement：苦痛の軽減）を促進
していく考えです。

形態のイメージングから 
機能のイメージングへと進む画像診断

　例えばＸ線での結核検査なら炎症部を写すことにより
状態を判断するといったように、これまで富士フイルムグ
ループが得意としてきた診断は “形態”のイメージングでし
た。そしてこれを“機能”のイメージングにまで広げたのが

ラッグデリバリー技術＊4と重なる面が少なくありません。
FTD技術により薬剤を必要な場所まで適量・的確に届ける
ことができれば副作用の心配も少なくなり、創薬の自由度
を飛躍的に高めることが可能になります。
　一方、コラーゲン研究や抗酸化技術から生まれた化粧品
「ASTALIFT（アスタリフト）」と、機能性食品「メタバリア」
「オキシバリア」を中心
とした「予防」領域につ
いても、拡大発展を加
速させていく考えです。

2007年の富士フイルムRIファーマの発足です＊1。同社は
放射性医薬品のエキスパートであり、既存の診断システム
と組み合わせることによって臓器の働きや病巣内部の状態
など体内組織の機能までを診ることが可能になりました。
　さらに放射性医薬品の導入は、診断の高度化だけにとど
まりません。放射性医薬品はがんなどの病巣部を認識する
ことで診断を助けますが、その薬剤に病原を抑える機能を
加えれば治療へと発展させることができるのです。この取
り組みを強化するため、2009年2月には抗体医薬品＊2の
創薬ベンチャーであるペルセウスプロテオミクスへの出資
比率を75％以上まで引き上げ、子会社化しました。富士
フイルムグループではこのように、形態に機能のイメージ
ングをプラスして診断を進化させるとともに、診断と治療
の合体までをも目指してライフサイエンス事業の拡大を進
めています。

富山化学工業をグループに迎え 
「治療」と「予防」領域の展開も加速

　「治療」領域についてはまた、2008年に富山化学工業を
グループの一員に迎えて大きな前進を果たしました。同社
は1936年の設立以来、合成技術をベースに成長を遂げ、
現在は「抗感染症」「中枢・循環器」「抗炎症」を核に業界
屈指の新薬上市率を誇っている研究開発型企業。富士フイ
ルムには写真フィルムの研究開発を通して20万種を超え
る化合物ライブラリーがあり、この医薬品の“元”になる貴
重なライブラリーを富山化学工業の技術に結びつけること
で、創薬の幅とスピードを飛躍的に高めていく計画です。
　また、富士フイルムが培ったFTD技術＊3は医薬品のド
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富士フイルム
取締役 常務執行役員
ヘルスケア事業統括本部
副本部長　兼
ライフサイエンス事業部長

戸田  雄三

富士フイルムの
リソース

富山化学工業
低分子医薬品の開発

富士フイルム
RIファーマ
放射性医薬品の
開発・製造・販売

富士フイルム
ファインケミカルズ
医薬品原材料の生産

ペルセウス
プロテオミクス
抗体医薬品の開発

富士フイルム
メディカル

医療ネットワークシステム・
機材の設計開発・ 
販売・技術サービス

化合物
ライブラリー FTD技術

合成技術
・

解析技術

▶  グループの医療事業 
とのシナジー

共同研究のメンバー

水中生物（ミジ
ンコ）を使った
環境安全試験に
ついて情報交換
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予防から診断、治療までに関わる
総合的なライフサイエンス事業へ
検査システムや検査薬、機能性食品・化粧品に加えて医薬品ビジネスへ参入し、
富士フイルムグループのライフサイエンス事業は、予防・診断・治療の主に3つの領域に事業を展開しています。

ライフサイエンス事業での取り組みPart 2

＊1 （株）第一ラジオアイソトープ研究所の株式取得・社名変更により発足
＊2 生命に備わっている免疫機能を活用し、特定のたんぱく質と結びつく「抗体」を活用した医薬品
＊3  成分・素材を目的に合うよう機能的に配合し（Formulation）、新鮮かつ安定した状態で狙った場所へ（Targeting）、タイミングよく適量を届けて効果を持続させる（Delivery）とい
う技術コンセプト

＊4 目標とする患部まで薬物を効果的に届けるための技術

特集／クオリティ オブ ライフの向上



　富山化学工業は「抗感染症（細菌・ウイルスなど）」「中
枢・循環器（アルツハイマー病など）」「抗炎症（関節リ
ウマチなど）」の３つの分野を重点研究領域として“創
薬” に取り組んでいます。こうした中から近年もリウマチ
治療薬「T-5224」や、アルツハイマー型認知症治療薬
「T-817MA」といった競争力に優れた新薬候補（パイプ
ライン）を生み出していますが、中でもとりわけ注目を集め
ているのがインフルエンザ治療薬「T-705」です。
　「T-705」が注目される理由の一つは、既存のインフルエ
ンザ治療薬とは作用メカニズムが異なることです。既存の
治療薬ではウイルスが細胞から遊離しないよう働いて複製
そのものは抑えられないのに対し、「T-705」はウイルスの
複製そのものを阻止します。これにより、感染後ある程度時
間が経ってからでも効果が発揮できると期待されます。また

　予防、診断、治療と総合的にヘルスケア事業を展開す
る富士フイルムグループでは、2008年11月には予防分
野での新たな製品として空間清浄機「KPD1000」を発売
しました。
　健康意識の高まりにより空間清浄機の普及が広がる中、
「KPD1000」は抗菌・抗ウイルス機能において新技術を
投入。“抗菌フィルター”には富士フイルムが長年の研究
で培ってきた精密有機合成技術および微粒子形式技術の
融合によって生まれた高活性有機銀粒子を採用し、抗菌
効果に優れた銀イオンの効率的な放出を可能にしました。

　富士フイルムRIファーマは2008年8月、世界初のRI（ラ
ジオアイソトープ：放射性同位元素）標識抗体療法剤であ
り悪性リンパ腫の治療薬となる「ゼヴァリンR」の国内販売
をバイエル薬品（株）と共同で開始しました。
　悪性リンパ腫は、がん化したリンパ球が全身の血液中に
増殖する血液のがんの一種で、近年患者数の増加が目立っ
てきました。ゼヴァリンRは、主要成分のモノクローナル抗
体がこのがん細胞を認識して集まると同時に、結合された
90Y（イットリウム90）という放射性同位元素ががん細胞
を攻撃する、腫瘍認識機能と腫瘍破壊機能を併せ持った薬
剤。すでに欧米を含む海外40カ国以上で承認されており
国内販売が待ち望まれていました。
　放射性医薬品には複雑な製造技術が求められ、また時間
の経過とともに放射活性が衰えるため医療機関へのスピー
ディーな供給体制を築くことも欠かせません。40年にわた

既存の治療薬に対して耐性を持ったウイルスにも効果がある
と考えられています。米国ユタ州立大学の実験では、新型
ウイルスへと変異する恐れがある鳥インフルエンザウイルス
（H5N1型）に対する効果が認められています（今冬に、国
内で最終の臨床第Ⅲ相試験に入るため準備中）。
　新型インフルエンザの大流行が世界的に懸念される中、
「T-705」の早期上市は製
薬会社としての社会的責任
の一つと考え、当社は最優先
でその開発に取り組んでいま
す。

り放射性医薬品の製造販売を手がけてきた富士フイルムRI

ファーマには豊富な経験と知識、確実な製造・販売体制が
あり、その点が評価され今回の共同販売に至ったのです。
　病を早期に発見し適切な治療を行う上で、富士フイル
ムRIファーマの放射性診断薬は重要な役割を担ってきまし
た。さらに今後は、ゼヴァリンRのような放射線の特性を
生かした治療薬の展開も積
極的に推し進めていきます。

　また “抗ウイルスフィルター”には、京都府立大学の塚
本康浩教授が新たに開発したダチョウ卵黄インフルエン
ザウイルス抗体を塗布しており、Aソ連型、A香港型、B

型のほか、A（H5N1型）鳥インフルエンザウイルスの感
染力も劇的に低減する優れた抗ウイルス性を持つことが確
認されています。
　さらに「KPD1000」は、臭いを吸着する活性炭フィル
ターと酸化チタンの光触媒効果で臭いを分解するフィル
ターの２つを組み合わせた “消臭フィルター”を採用し消臭
についても高い効果を実現しています。小型化や低騒音化、

省電力化も図っており、４～８畳に対応する安全・安心・
快適な高品質の空気を提供することをコンセプトとした空
間清浄機として普及を促進し
ます。
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富山化学工業
代表取締役社長

菅田  益司

富士フイルムRIファーマ
代表取締役社長

津田  三佐雄
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企業プロフィール 企業プロフィール

■ 所 在 地： 東京都新宿区西新宿3-2-5富山化学ビル（本社） 
富山県富山市下奥井2-4-1（富山事業所〈研究所・工場〉）

■ 設　　立：1936年11月15日
■ 資 本 金：374億円（2009年3月末現在）
■ 事業内容：医薬品等の生産および販売
■ 従業員数：755名（2009年3月末現在）
■  主要製品：ジェニナック（経口用キノロン系合成抗菌製剤 ）、オゼックス 
（ニューキノロン系合成抗菌製剤〈経口・点眼〉）、パシル（注射用ニュー
キノロン系合成抗菌製剤）、ペントシリン（合成ペニシリン製剤）

■ 所 在 地： 東京都中央区京橋1-17-10 内田洋行京橋ビル（本社） 
千葉県山武市松尾町下大蔵453-1（千葉事業所〈千葉工場・
研究所〉）

■ 設　　立：1968年12月5日
■ 資 本 金：14億円（2009年3月末現在）
■ 従業員数：390名（2009年3月末現在）
■  主要製品：放射性医薬品（診断用）：脳イメージング剤ニューロライトR、
心イメージング剤カーディオライトR、骨イメージング剤テクネR MDP、 
悪性腫瘍イメージング剤クエン酸ガリウム　放射性医薬品（治療用）：甲
状腺治療剤ヨウ化ナトリウムカプセル、悪性リンパ腫治療剤ゼヴァリンR

ホームページ  http://www.toyama-chemical.co.jp ホームページ  http://fri.fujifilm.co.jp/

富山化学工業株式会社 富士フイルムRIファーマ株式会社

富士フイルム
R&D統括本部
ライフサイエンス研究所
主任研究員

上山 洋一郎

▶  T-705と既存のインフルエンザ治療薬の作用機序の違い

新型インフルエンザへの効果も期待。注目の新薬候補「T-705」 世界初のRI標識抗体療法剤「ゼヴァリンR」を国内で共同販売CASE １

高い抗菌・抗ウイルス機能を備えた 新コンセプトの“空間清浄機”

CASE 2

CASE 3

特集／クオリティ オブ ライフの向上
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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

His tory

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

1997 20051998 現在1962 1982 1989 1992
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富士ゼロックス株式会社
執行役員
営業本部 副本部長

関根  勇

業務システムとの連携ネットワークシステム
8000INS

ポータル化
ApeosPort

紙と電子の融合
DocuWorks

ネットワーク化
Network Able

カラー化
A-Color

デジタル化
複合化
 Able

国内初
普通紙複写機
富士ゼロックス914

▶  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。

Part 3
IT

省力化
（コスト削減）

ガバナンス
（事業統治・継続）

増力化
（売上増）

ドキュメント事業での取り組み

入力入力

出力出力

インターネットLANLAN

ワークフロー
システム

基幹
システム

情報共有
システム

特集／クオリティ オブ ライフの向上



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

CASE 2
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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

現状把握

クリエイティブ
開発

評価・レポート

制作・配送

戦略立案

コンセプト
立案

direct2one

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

◆講習会
◆個別相談会
◆文書化
  ワークショップ

統制文書／
テストレポート

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

リポジトリー

証憑
スキャニング

ERM
支援ツール

◆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

経
営
者◆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
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富士ゼロックスの貢献範囲

活用（説明責任）

J-SOX

ERM

内部統制

コンプライアンス

事業継続

製品安全

情報漏洩防止

セミナー /教育

ERM
支援ツール

証憑スキャニング
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