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レポートの中扉に使用している作品の保存に関して
庶物類纂・庶物類纂図翼をはじめとする重要文化財などの貴
重資料は、空調により恒温恒湿（温度20度、湿度50％）に管
理された書庫内に所蔵されています。そうすることで、直射
日光、高温多湿、大気汚染物質、塵芥などから資料が保護さ
れています。また、紫外線カットの蛍光管の使用や、火災に
備えて煙感知器及びイナージェンガス噴射による消火設備な
どを整備して、資料が保存されています。

CSRハイライト2008では、富士フイルムグループの中
期CSR計画の重点領域や課題について、2008年度の 
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グループ内の融合を進めるシナジー研修 

　富士フイルムグルー
プは2008年2月から
翌年2月まで7回にわ
たり、グループの中核
企業である富士フイル
ムと富士ゼロックス両
社より課長・リーダーク
ラス（ミドル層）の社員
を集めた人材交流研修
を実施しました。 

　この研修の狙いは「互
いの企業風土や文化、
価値観の違いや共通点
を深く知り、認め合い、
話し合える土壌づくりを
行う」とともに「グルー
プの視点から取り組む
べき具体的なテーマを探る」ことで、各回とも営業・研究・開
発・本社スタッフなど様 な々部門から両社それぞれ12名ずつ
が参加。1泊2日を含む計4日間のプログラムは3つのステッ
プにわかれ、ステップ1では「グループ意識の醸成・共有」、
2では「グループとして目指す方向性や課題の共有、テーマ
の具体化」、3では「具体的テーマと行動の提言」を目的とし、
ステップ3の提言のためにまとめられた計28の“グループシ
ナジーを促進するための提言”レポートが研修の成果として
富士フイルムホールディングスに提出されました。なお、提
出された提言レポートは、冊子にまとめられ、研修参加者に
配布して、提言内容を共有しています。Message

「意識変革・個の強化・風土改革」と 
「人材育成」の２点に注力

　「新・長期経営計画」で重要な戦略的位置づけとなった
人材の強化・育成では、「意識変革・個の強化・風土改革」
および「人材の育成」の2点が、特に注力すべきテーマと
なっています。この観点から、富士フイルムホールディン
グスでは、持ち株会社体制によるグループ経営の強みを
生かし、各事業会社に共通の課題解決や相互の交流・連
携を効果的に促進するため、推進役として大きな役割を果
たしていきます。
　2つのテーマのうち「意識変革・個の強化・風土改革」に
ついてはグループ一丸となって謙虚に顧客・市場と向き合
い、チャレンジャーとしての意識変革と実力を身につけていく
ことを狙いとしています。その一環として、富士フイルム／

　私は、5年前まで富士フイルムに在籍し、富士フイルムで
情報システム（マイクロシステム等）・印刷システムの仕事に
携わっていた頃から富士ゼロックスと接する機会が多く、グ
ループとしての共通性や各々の企業文化の違いの両面を実感
してきました。しかし両社とも“画像と情報”を事業の核として
いる点は同じで、融合を進めシナジーを発揮することで大きな
可能性が広がると常々思っていました。そして今、さらにグルー
プとして結びつきが強まり、デジタル化の時代を迎えてそれぞ
れに展開してきた“画像と情報・コミュニケーション”のフィー
ルド自体も重ね合わさる部分が広がってきました。各事業会社
それぞれ、社員一人ひとりが“個”の力を高めることが基礎にな

富士ゼロックス合同の研修を2008年度からスタートさせ、
ミドル層を集めた「FF／FXシナジー研修」を７回、シニア
マネジメント層による「リーダー合宿」を8回にわたって実
施しました。これらの研修からは、互いの会社に対する“先
入観の壁” や事業についての“認識の壁”、さらにシナジー
の発揮に障害となる “行動の壁” があることが見えてきまし
た。しかしまた、今回の研修がこうした壁を乗り越える大
きなきっかけになることも確認することもでき、2009年以
降も同様の研修を継続していきます。
　一方「基幹人材の育成」については、今後の富士フイル
ムグループの中核を担う基幹人材をより効果的に育成し、
富士フイルム／富士ゼロックスの経営強化に結びつけるた
め、両会社間での人材交流を活発化させます。また、グルー
プ全社の海外関連の事業・拠点を俯瞰した人材交流を行う
ことで、「グローバル人材の育成」も加速させます。

るのは間違いありません。その上で、両社が互いの強みを学び、
協働し、シナジーを発揮する
ことで、富士フイルムグルー
プはどこにも当り負けのしな
い競争力を得ることができる
と確信しています。

「新・長期経営計画」の目標達成のために、
引き続き人材の強化・育成を推進

グループシナジー価値への「思い」
メ ッ セ ー ジ

経営環境が大きく変わり続ける中、富士フイルムグループは新・長期経営計画の中で
人材の強化・育成を基本戦略に位置づけています。

富士フイルムグループにおける人材育成

〉〉 変革加速への深い思いと一体感が醸成  
　変革リーダー合宿を通して、参加者の危機意識や変革加速
への思いが深まって、参加者同士のつながりや一体感が醸成
されました。合宿後も、参加者は率先して集まり、課題に対し
て進捗を互いに確認するなど、自主的に活動しています。今後
はこうした活動をさらに加速すべく、様々
な場を設けていこうと考えています。

〉〉 提言に込められた「思い」に研修の確かな手応え  
　人材交流研修の最後に各チームから出された提言には、メ
ンバー一人ひとりの「思い」が予想以上に結実していて、グ
ループシナジー実現へ向けた良いきっかけになったと感じまし
た。この研修は2009年度も継続開催を予定しており、さらに
幅広い人材ネットワークの形成と、グルー
プの人材強化に結びつけたいと考えてい
ます。 

VOICEVOICE

意識変革を促すリーダー合宿

　経営環境が急激に変
化する中にあって、今
後の成長戦略をどう描
くのか。富士フイルム
グループではそれを示
す新・長期経営計画の
策定に取り組むため、計
画実行に移る前にまず、
厳しさを増す環境に即し
た全社員の「意識変革」
「個の強化」「風土改
革」を行わなければなり
ません。そうした認識のもと、2008年8月から12月まで
の期間に、計8回にわたり、富士フイルムと富士ゼロック
スの部門長・部長・グループ長240名を集めた「リーダー
合宿」を実施しました。
　この合宿で中心となったのは、変革を担うリーダー（シ
ニアマネジメント層）が組織の壁を越え、それぞれが率い
る職場の状況や乗り越えなければならない壁などについて
語り合い、その中から変革を推進するために会社として取
り組むべきことを抽出。さらに、変革を進める上で自分が
果たす役割を参加者一人ひとりが「変革宣言」として表明
しました。
　合宿を終え、より強い危機意識と変革への強固な意志を
持った参加者たちは、それぞれの職場に戻り自ら行動する
のはもちろん、合宿で得たものを職場の周囲のメンバーへ
広げる「伝道師」の役割も果たし、変革の意識を広げてい
ます。
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第3回研修参加メンバー

第4回研修参加メンバー

研修は4つのグループにわかれて行われた

リーダー合宿

執行役員合宿

富士フイルムホールディングス
人事部 担当部長

吹野  清隆

富士フイルムホールディングス
人事部 担当部長

小早川  伊和夫

富士フイルムホールディングス
取締役 執行役員　兼
富士ゼロックス
代表取締役 専務執行役員

岡村  信興
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TOP IC

企業プロフィール

■ 所 在 地： 深圳市宝安区观澜镇大和村長青工業区
■ 設　　立：1995年6月（1996年5月生産開始）
■ 資 本 金：3,800万USドル
■ 従業員数：5,271名（2009年3月31日現在）
　　　　　　※中国社員（派遣者含め）5,241名、日本出向者30名
■  主要製品： 概要プリンター、複写機、複合機、CRU、関連部品の

開発生産、販売
ホームページ  http://www.fxsz.com.cn/

富士施楽高科技（深圳）有限公司

富士施楽高科技（深圳）有限公司
総経理

岡地  俊彦

シナジー研修の意義が確認できた 
受講者たちからの率直な意見

　富士フイルムグルー
プはCSR活動の大きな
柱の一つとして、社内
外の様々な方たちとの
双方向コミュニケーショ
ンの場となるステーク
ホルダー・ダイアログ
を重視し、種々のテーマで開催しています。その一環として
2009年6月9日、グループシナジー創出のために富士フイ
ルムと富士ゼロックスのミドル層を対象に実施したシナジー
研修を題材に、研修参加者、人事管掌役員および人材育成
担当者の計16名が集まり、各 の々視点から研修を振り返り、
今後シナジーを創出し高めるための議論を展開しました。
　オブザーバーの富士フイルムホールディングス・渡 執
行役員からのダイアログの趣旨説明、研修担当者からシ
ナジー研修の概要が紹介されたあと、受講者が研修での
体験談や成果を紹介。「一般的な異業種交流会ではでき
ない具体論にまで踏み込めた」「真のシナジーを生むには、
技術やビジネスだけの話でなく互いの企業風土を知ること
も重要だと知った」「研修が進むうちにフランクに話し合え
るようになり、“知”ならぬ “恥”の共有の大切さを知った」
「シナジーを目指すより前に期待や信頼、危機感の共有
が必要だと皆で確認した」といった発言に加え、「ともに取
り組めそうな技術開発や生産技術の話が出て、現在もミー
ティングを続けている」「本社スタッフ同士で、グループ
の一体感を醸成するイベントを企画している」「業務に関
連するデータを蓄積し
ていると知り、協力を
依頼した」など、研修
をきっかけに自発的に
協働した事例の紹介も
ありました。

富士ゼロックスの生産子会社である富士ゼロックス深圳では、従来の職能教育とあわせ、従業員の成長やキャリア開発、メ
ンタル面での健康の維持促進を目的に、独自に開発した「Employees Assistance Program（EAP）」を展開しています。

従業員の「人としての成長」を支援する
富士ゼロックス深圳の人材開発の取り組み

▶  2006～2008年度に実施した研修リスト（抜粋） 

 ＊組長向けの教育

 参加延べ人数：9,689人
研修項目 参加者数

キャリアプランとワークライフ・バランス 209

職場のマナー 204

愛情・友情・性 218

生産性の高い従業員の良い習慣 100

生産性の高いチームをつくる＊ 69

ストレス管理 104

正確に社会の不良現象を見る＊ 33

ライン組織における組長の役割＊ 44

仕事と生活のバランス 20

情緒管理 56

若年層の従業員のストレスや 
不安の解消が発端

　富士施楽高科技（深圳）有
限公司（以下、富士ゼロック
ス深圳）では、中国・華南地
区で多く見られるように、学
校卒業後すぐ都市に働きに出
てきた地方出身の10代の若
者が工場のラインで働いてい
ます。2006年に始まったEAPは、従業員の生活や仕事における
ストレスの状況を調査した結果、多くが上司や同僚とのコミュニ
ケーションに悩んでいる、また、様々な不安や不満を相談する相
手がおらず一人で抱え込んでいるなどの問題点が明らかになった
ため、その対策として実施されました。

3年間で50課程に約9,600人以上参加
　プログラムの内容は、「コミュニケーションと人間関係」や「ス
トレスの管理」、「心の健康と自己管理」、「チームワーク意識
と観念」など、主にメンタル面でのケアを対象とするものが多
くなっています。これらは、中国・華南地区に共通する課題であ
ると言われ、富士ゼロックス深圳は、これらの問題解決に知見
のある現地NPOの深圳当代社会観察研究所（ ICO）、心理健
康専門機構の協力を得てこれらのプログラムを展開しています。
「コミュニケーションと人間関係」は必須受講項目として、すべ
ての従業員が受講しました。また、選択科目として、「友情と愛
情、情緒の管理」や「キャリアプランの計画」、「理財の基礎知

識」など、従業員の要望に幅広く応えた講義を用意しています。
　また、工場の組長クラスには、業務的なマネジメント教育に
加え、EAPでどう部下をまとめていくかなどの心理的な教育も
行い、公私両面におけるコミュニケーションの円滑化や個人の
キャリア形成を支援しています。

心理ホットラインや対面カウンセリングの 
開設で、従業員満足度の向上を図る

　また、心理健康専門機構と協力して、「心理ホットライン」や
「対面カウンセリング」を開設しました。就労時間外に誰でも
自由に、内容にかかわらず、電話や対面での相談を受けること
ができ、相談相手がいないという若い従業員の心理面や健康面
の悩みに応える多くの仕組みを用意しています。
　若い従業員の、社会人としてだけではなく、人としての成長
を応援することで、従業員個人のやりがいを見出し、成長を実
感し、さらには心理的な健康につながります。そして、それが
従業員の仕事や会社に対す
る満足度の向上につながる
と信じ、富士ゼロックス深
圳では今後もこの活動を続
けていきます。

深圳での教育プログラムの場面

富士フイルムグループの変革を前進させるべく2008年か
らスタートした「FF／FXシナジー研修」。この1年の研修
開催の成果を今後に生かすため、ステークホルダー・ダイ
アログを開き議論を交わしました。

ステークホルダー・ダイアログを通じて 
シナジー研修の成果と課題を検証

DIALOG

研修を振り返り、
思わず笑みがこぼれる場面も

［ダイアログ参加者］
●ファシリテーター
富士ゼロックス総合教育研究所 プリンシパル 出馬幹也＊
＊ 多くの企業グループに対する組織変革の人材開発コンサルティングを主業務
としている 

●  主催者側
富士フイルムホールディングス、富士フイルム及び富士ゼロックスの人事
管掌の役員（3名）／富士フイルムホールディングス、富士フイルム及び富
士ゼロックスの各人事部、人材育成担当者（5名）

●  研修参加者側
富士フイルム及び富士ゼロックスの研究開発、生産技術、営業及びスタッフ
部門のミドル層（8名）

研修後の自発的な交流について語る

変革の意識がグループ全体に届くまで 
研修を含め様々な仕掛けを続ける

　研修の企画・主催者側から「研修内容は色 と々迷ったが、
まず行動することが大切だと考え、スタートさせた」「なぜ
シナジーが必要なのか。2社の違いを感じてもらうことも狙っ
た」「研修を通じ受講者たちの意識が変わっていく様子がよ
くわかり、人材の宝庫であると改めて感じた」など、研修か
ら得られた手応えなどの話がある一方で、同研修の継続や、
受講者の28の提言をどうグループ経営に生かしていくかが
今後の課題であると改めて認識。最後に、シナジー研修実
施の牽引役である富士フイルムホールディングス・岡村取
締役 執行役員から「この研修は変革の意識をグループ全体
に浸透させるための一歩であり、受講者はこの成果を周囲
に広げる変革の力になってほしい。我々も加速のための仕
掛けを続けていく」とあり、ダイアログが終了しました。

〉〉 最高の補完関係を、成果が期待できる段階へ
　このダイアログを通じて私は、富士フイルムと富士ゼロックス
という2つの会社が持つ異質性と共通性が、適度な比率で最高
の補完関係を形成していることを確信しました。また、「シナジー」
の可能性に着眼し、ミドル層の活動を真摯に見守り続けた「経営
の懐の深さ」を感じさせられました。この貴
重な取り組みが、社会の要請に応える経
営成果へとつながることを期待します。

VOICE

富士ゼロックス総合教育研究所
プリンシパル

出馬  幹也
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昨年度までの実績

　富士フイルムグループでは、全CO2排出量の約60％
を占める国内主要6工場＊1において、チャレンジングな
目標＊2を設定して集中的に温暖化対策を実施しています。
2003年から天然ガスへの燃料転換を推進するとともに、
エネルギー効率の改善など様々な施策を実施してきました。

　2006年度には、フラットパネル用ディスプレイ材料
を製造する2工場が新たに稼動したため、国内6工場の
CO2排出量は総計90万トンになりましたが、2007年度、
2008年度とも省エネ設備の導入、重油から天然ガスへ
の燃料転換などにより、減少傾向に転じています。
　さらに、国内6工場のうち、従来の4工場（神奈川工場
足柄サイト、神奈川工場小田原サイト、富士宮工場、吉

田南工場）に関しては1990年のCO2排出量を下回るまで
になっています。一方で、世界的な経済状況の悪化に伴う
大幅な減産により生産効率は低下し、2008年度のエネル
ギー原単位、CO2原単位は前年度より悪化しました。
＊1  国内の化学系主要6工場（神奈川工場足柄サイト、神奈川工場小田原サイ
ト、富士宮工場、吉田南工場、富士フイルムオプトマテリアルズ株式会社、
富士フイルム九州株式会社）

＊2  2012年までにエネルギー原単位を30%、CO2原単位を40%削減する
（1990年比）

今後に向けて

　2009年9月には神
奈川工場足柄サイトの
燃料を全面天然ガス
化し、年間5.6万トン
のCO2を削減します。
天然ガス化の推進によ
り、国内6工場全体では2010年度には16万トン以上の
CO2削減効果を見込んでいます。
　今後も国内6工場全体では、種々の省エネ設備投資や
効率改善施策を実施して、さらなるCO2削減を図ります。
それでもなお2012年度に目標値を達成できない場合に
は、排出権（世界銀行 炭素基金）を活用することも視野に
入れています。
　また、各事業会社が、2020年頃を目指したCO2削減
目標を掲げ、富士フイルムグループ全体で温暖化対策を
進めます。

　TAC（フラットパネル
用ディスプレイ材料）を
製造する製膜機は、停
機している時もコンプ
レッサー等の補機類を
運転し続ける必要があ

ります。そのため、稼動率が低い時の消費電力をいかに抑
えるかという課題にチャレンジし、コンプレッサーの稼動台
数を最小限にするなど、補機類の省エネ運転を進めました。

　小田原サイトでは、2008年初めより電力使用量を「見
える化」する取り組みを進めてきました。その結果、現在
では電力の8割がどの建屋で、4割がどこの空調由来なの
かというレベルまでを、
計測できるようになりま
した。これは、徹底的
なデータ解析を実施し
た結果です。

　富士宮工場では全員参加で「ムダ」や「ロス」を探し出
し、削減する活動を展開しています。エアーコンプレッサー
で圧縮されたエアーは、製造設備になくてはならないもの
ですが、配管や機器からエアー漏れがあると余計なエネル
ギーが必要になります。
このエアー漏れを徹底
的に探し出し、削減す
る活動を推進しました。

神奈川工場足柄サイトの製膜機省エネ活動

神奈川工場小田原サイトの「電力見える化」活動

富士宮工場の「エアー漏れをやっつけろ！」活動

国内事例  1

国内事例  2

国内事例  3

神奈川工場足柄サイト温暖化対策委員会の
皆さん（本プロジェクトメンバー）

神奈川工場小田原サイト
温暖化対策委員会の皆さん

エアーリークモニターで
漏れの可能性を把握

石鹸水で漏れの箇所を特定

富士宮工場
温暖化対策委員会の皆さん

活動とその結果（2009年度見込）
● CO2削減量：1,790トン　　● コストダウン金額：56百万円

活動とその結果（2009年度見込）
● CO2削減量：4,522トン　● コストダウン金額：121百万円

活動とその結果（2008年度実績）
● CO2削減量：600トン　● コストダウン金額：12百万円
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56%

17%

27%

■国内主要6工場
■その他国内
■海外

グローバルにあらゆる角度から、
地球温暖化防止に取り組む
これまでの国内主要6工場での削減実績をもとに、
富士フイルムグループ全体のCO2削減に取り組みます。

気候変動問題への対応

▶  CO2排出量割合（2008年度）
▶  活動前後の日負荷曲線（時間毎の電力消費量）

▶  CO2排出量の推移（国内主要6工場）
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神奈川工場足柄サイトの天然ガス化設備

▶  社外からの評価
対象 評価結果 授与団体

富士フイルム
ホールディングス

「気候変動MS調査（上場
企業700社対象）」の化学
業界第1位

（株）インテグレックス

富士フイルム
ホールディングス

「 Japan CDLI」に選定
（スコア：88点、日本企業
149社中3位）

カーボン･ディスク
ロージャー ･プロジェ
クト（CDP）

■2009年2月19日 ■2008年2月19日

CSRハイライト2008



1kgCO2削減活動」を「アイス・チャレンジ」と称してキャ
ンペーンを展開しています。その対象は従業員とその家族
のため、家族みんなでエコライフの実践に向けたチャレン
ジをしています。この他に、「100万人のキャンドルナイト」
への参加、マイカー使用時のエコドライブの実践、「ノー・
カー・デー」の推奨も呼びかけ、実施しています。

競争を促し、エネルギーの使用を抑え、CO2の排出削減
に努めています。

（オランダ工場のある地域内で初めての風力発電設備に
なる予定）。なお、余剰に発生した電力は、国の送電網を
使って売電することも可能です。

「アイス・チャレンジ2008」の参加者とその効果
● 参加者数：12,355人　　● CO2削減量：559トン

※ 『家庭生活からのCO2削減キャンペーン』と称し、 
2008年冬（10月から12月の3カ月間）に展開。

調達先とのパートナーシップに基づく
CSR調達を目指して
富士フイルムグループでは、従来のグリーン調達を発展させ、
調達先とともにCSRの向上を目指す活動を推進しています。

CSR調達の枠組みづくりと展開

CSR調達の実態を把握し、 
調達方針の策定を検討

　富士フイルムでは、2000年度よりグリーン調達（調達
品・調達先の選択）を進めてきました。2006年度からは、
従来の企業環境グリーン度調査にコンプライアンス、品
質・安全性、情報セキュリティ、公正取引・倫理、安全衛生、
人権・労働などに関する項目を加え、CSR調達の推進を図っ
ています。
　しかし、これまでは調査主体で、富士フイルムグループ
の要請事項を積極的に発信するまでには至っていませんで
した。そこで2008年度は、実施プロセスと範囲の拡充を
目的に、関係会社も含めた調達の実態調査を実施、その後、
富士フイルムホールディングスと富士フイルム、富士フイ

ルムビジネスエキスパートの関係部門（CSR部門、資材
調達部門、環境部門など）による「CSR調達推進コアメン
バー会議」を立ち上げ、グループ全体を包含する調達方
針の策定やCSR調達の実施方法を検討してきました。

トライアル調査を開始し、 
CSR調達の基盤を整備

　2009年度は、調達担当部署によるトライアル調査を実
施し、グループ全体でCSR調達を展開するための基盤を
整備します。CSR調達の実効性を高めるために、アンケー
ト実施のみといったワンウェイのコミュニケーションでは
なく、私たちの考え方を調達先にご理解いただきながら、
CSR調達を進めていきます。

CSR調達推進コアメンバー会議の様子

「アイス（ ICE）･プロジェクト」の推進
　国内の富士フイルムとその関係
会社の従業員（約2万人）を対象
に、2008年春からワークエリア、
ライフエリア全般に関わるCO2排
出量の削減を目指したチーム活動「アイス（ ICE）・プロジェク
ト」（ ICE＝Ideas for Cool Earth）をスタートさせました。
　ワークエリア（仕事場）では、ライトダウン、エコドラ
イブ、クールビズ、ウォームビズなど省エネ行動に結び
つく啓発活動を展開しています。ライフエリア（家庭）で
は、環境省が進めるチーム・マイナス6％の「1人・1日・

“FUJIFILM　unplugged（省エネ）”活動の実施
　事業活動により排出されるCO2量に課せられるであろう
規制を見越し、アメリカの富士フイルムグループの従業
員全員（約6,000人）が参加する省エネ活動を2009年
初めから開始しました。対象となるのは、アメリカ合衆国
にある生産、倉庫・物流拠点、事務所などの100を超え
る拠点です。各拠点では、エネルギー管理責任者を配置
して、活動の「見える化」を行います。また、各拠点間の
情報を共有するウェブサイトを設置するなど、協調性ある

風力発電設備の導入
　オランダ、チルバー
グ市にあるFUJIFILM 

M a n u f a c t u r i n g  

Europe B.V.では、オ
ランダのEvelop社と
共同で、工場内に風力
発電設備の設置を計画しています。現在、2012年春の稼
動を目指し、環境認可、建設許可の手続きを進めています

オフィス・家庭での取り組み（富士フイルムとその関係会社）

オフィス・販売・物流での取り組み（US Group：アメリカ合衆国内の100を超える拠点）

生産サイトでの取り組み（FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.：オランダ工場）

国内事例  4

海外事例  1

海外事例  2

施策内容
● 高効率の蛍光灯への交換
● 高効率の空調設備の導入
● 啓発活動
● 人感・温度センサーの導入
● 過剰な照明を消す　など

3年後 (2012年）の 
効果（見込み）
●  CO2の年間削減量： 

29,350トン 
（15％の削減量に相当）

発電設備の仕様とその効果
● 風力発電装置：5基（1基あたり最大3MW）

●  発電量（年間）：約22,000MWh/年（年間購入量の約28％に相当）

●  CO2削減量（年間）：約15,000トン/年（年間排出量の約15％に相当）

イメージ写真
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▶  CSR調達実施計画（2009年度）

▶企業環境グリーン度調査　調査シート

富士フイルム
ホールディングス

調達部門

調達先

レ
ビ
ュ
ー
・
次
年
度
計
画
の
策
定確

認
回
答

報
告

提
供

実施プロセスの進行に応じたフォロー、実施状況モニタリング

実施プロセスの進行に応じたフォロー、実施状況モニタリング

「富士フイルムグループ調達方針」
の策定・公開

「企業環境グリーン度調査」
の内容見直し

改善/是正内容確認回収、集計、評価

回答 改善処置、是正処置、予防処置など

トライアル調査の実施 フィードバック・
改善/是正依頼

「富士フイルム
グループ調達方針」の

周知

CSRハイライト2008



富士フイルムグループは、生物多様性の
保全に向けて、できることから実践
富士フイルムグループは、「生物多様性」問題を「気候変動」問題と並ぶ地球規模の重要問題と認識しています。
人類の生存基盤であり、企業活動の基盤でもある生物資源は、生物の多様性によって担保されています。
私たちは、全グループでこの問題に取り組みます。

生物多様性の保全

基本方針の制定

　企業として、この問題に取り組むことは、持続可能な社
会・企業の実現に向けた基本的な責任です。
　富士フイルムホールディングスは、「生物多様性の保

従業員啓発

　「生物多様性」問題に関する認知度向上のために、富士
フイルムと富士ゼロックスが連携し、両社の社内報やイン
トラネットを利用して、「生物多様性」に関する特集記事
を掲載するなど、基礎知識の習得、現状の問題点や課題
に対する認識の向上に努めています。

　「モニタリングサイト1000」とは、「生物多様性国家戦略」
に基づいて環境省が2003年度から開始した事業です。日本
全国に約1,000カ所調査サイト（地点）を設定し、100年間
の長期にわたりモニタリング（調査）を実施することで、生態
系の異変を早期に把握して生物多様性の保全に資する迅速
な対策に結びつけていこうというものです。
　里地里山をはじめ、森林、湖沼・湿原、沿岸域といった生
態系ごとに調査項目を定め、環境省・生物多様性センターが
中心となって、研究者、地域の専門家、NGO・NPO等とネッ
トワークを構築し、その協力のもと調査を実施しています。
　富士フイルムホールディングスでは、このうち里地里山生
態系分野の調査をコーディネートしている「（財）日本自然保
護協会」の要請に応えて、哺乳類調査で使うセンサーカメラ
に必要な感度800のネガフィルムを1,000本（2009年度
使用相当分）無償提供しました。
　また、環境省生物多様性センターおよび日本自然保護協
会とは、富士フイルムグループとしての支援・協力あるいは
相互の連携のありかたについて、定期的に協議を行っており、
さらなる具体的な連携の実現に向けて取り組んでいます。

できることから：モニタリングサイト1000 
（環境省 生物多様性国家戦略推進関連事業）への支援

全」に関するグループ共通の取り組み方針を明確化し、具
体的施策の展開を支えるため、基本認識と行動指針からな
る、富士フイルムグループ「生物多様性方針」（略称）を
2009年6月1日に制定しました。

富士フイルム『We'll』

富士ゼロックス『ぜろっくすらいふ』

▶社内報

▶イントラネット『 INSITE』

（財）日本自然保護協会
保全研究部

福田  真由子さん

〉〉 予想以上の成果をあげているセンサーカメラ
　里地里山分野で
は、全国54カ所の
サイトでフィルム式
の赤外線センサーカ
メラを使った哺乳類
調査を実施しており、
外来種の分布拡大や
地域の哺乳類相を知
る貴重なデータが得
られています。キツ
ネのような動きが速
い夜行性の哺乳類を
写すためには、フィルム式カメラと高感度フィルムが必要です
が、カメラのデジタル化が進み、器材の調達が困難になってい
ます。こうした中で、この度の支援はとて
も心強く、単にフィルムの提供だけでなく、
私たちとの連携をともに考えてくれることに
対し、大きな期待を寄せています。

VOICE

夜行性で非常に警戒心の強いキツネが、
餌のウサギをくわえて運ぶ姿

写真提供：「環境省自然環境局生物多様性
センター・（財）日本自然保護協会・
NPO法人里山自然学校はずみの里」

イントラネットの『 INSITE』は、富士ゼロックスを含むすべての富士フイルム
グループ従業員がアクセスできるサイトです。社内報『ぜろっくすらいふ』の
記事ページにも『 INSITE』のアドレスが記載されており、情報共有ができるよ
うになっています。
なお、『 INSITE』には、富士フイルムグループの生物多様性の保全に関する推
進ステップ、アンケート調査やステークホルダー・ダイアログについても掲
載しています。
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基本認識

行動のための指針

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」

Fujifilm Group Guidelines for Biodiversity

　わたしたちは、持続可能な社会の実現のために、現在直面している重大な問題に真摯に向き合い、将来世代に大きな
負債を残さぬ責任があります。
　地球温暖化に代表される「気候変動」問題と、生態系の破壊や生物種の絶滅等に伴う「生物多様性」の危機的速度によ
る消滅は、わたしたちが直面している重大な問題です。
　「生物多様性」は、食料をはじめ医薬品やエネルギー、災害の軽減などをはじめ、固有の文化・芸術の礎となるなど、
わたしたちのいのちと暮らしを支えています。
　わたしたち富士フイルムグループは、自らの事業活動においても、「生物多様性」と無関係ではあり得ません。それゆえ、
わたしたちには、「生物多様性」への影響を回避しまたは最小化すべく「生物多様性」の保全と持続可能な利用に取り組む
責任があります。取り組みにあたっては、わたしたちが国際的な相互依存関係の中にあることに留意し、常に国際的視野
に立ちつつ、なすべきことへとつなげていくことが重要です。

❶  生物多様性を壊さないために
「生物多様性」は、いのちのつながりです。事業活動に際しては、
この「つながり」への影響を回避または最小化するとともに、「つ
ながり」の断絶に関与しないよう最大限の配慮をします。
❷  生物多様性を守るために
事業活動に際しては、自然環境の健全性と多様性を維持
することを心がけ、地域における自然的社会的条件に応じ
た環境保全への配慮をします。
❸  生物多様性を活かすために
事業活動において生物資源を利用する際は、「生物多様
性」が将来にわたり維持されるよう、長期的視点に立った
持続可能な利用方法の採用に努めます。

❹  国際的視野での対応のために
事業活動に際しては、国内外のバリューチェーンの枠組
みにおいて「生物多様性」への影響を把握し、負荷の低減
に努めます。
❺  社会的要請に応えるために
「生物多様性」に関する国際的取決めや法令を順守し、
「生物多様性」に関わる公的機関やNPO/NGO、他企
業などとの連携と協調を大切にします。
❻  情報を共有するために
「生物多様性」に関する自らの取り組みを積極的に情報開
示します。また、取り組みの質と効率を上げるため、生物
多様性に関する従業員啓発に努めます。

2009年6月1日制定

CSRハイライト2008
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1200年前からの貴重な経典群を  
カラーマイクロフィルムで残す

　富士フイルムグループは1999年から宮内庁および 

丸善 (株 )と共同で、同庁正倉院事務所に所蔵・保管されて
いる「聖語蔵（しょうごぞう）経巻」全4,960巻をカラーマ
イクロフィルムにより複写・保存するとともに、デジタルデー
タ化しカラー DVD-R（CD-R）として刊行するプロジェクト
を進めています。2008年までに約2,100巻の撮影を終え
ていますが、史料保護の観点から季節や時間が制限される
ことから、完了まではさらに10年を要する長期プロジェクト
です。
　聖語蔵経巻は東大寺の塔頭（たっちゅう）の一つである
尊勝院の経蔵「聖語蔵」に伝わる仏教経典の総称で、隋・
唐のものから奈良時代～南北朝期までに至る約5,000巻
の写経・版経からなる史料群。1893（明治26）年に経蔵
とともに皇室に献納され、現在は宮内庁正倉院事務所が
管理しています。仏教や歴史、国語などでの研究利用が望
まれていましたが、非常に貴重なものであるため厳しい条
件の下、わずかな研究者に閲覧が許されるのがようやくの

写真・フィルム技術を持つからこそ果たせる 
技術による社会・文化への貢献
きめ細かさや美しさ、長期保存に耐える信頼性など、他の記録メディアにはない多くの特長を持つマイクロフィルム。
富士フイルムグループは、フィルムならではの利点を生かして貴重な文化財・美術品の記録保存をサポートしています。

社会貢献活動・正倉院聖語蔵経巻アーカイブ

〉〉 完了までさらに10年を要する長期プロジェクト
　史料保護の観点から撮影は春と冬の2週間、平日9時半か
ら15時半に限って行っています。経典1巻の撮影に15～20
分を要するため、1日に完了できるのは多くても24巻程度に
とどまりますが、これまでに約2,100巻の撮影を終えました。
聖語蔵経巻のすべてを記録するとともに、
情報整理の機会となっていることも今回
の事業の大きな意義だと考えています。 

正倉院事務所の専門家による 
慎重な扱いを経て経巻を撮影

　聖語蔵経巻は明治時代から、調査・修理が続けられてお
り、その当時の記録をもとに事前に撮影対象を確認。史料
に触れることができるのは事務所の専門家に限られ、担当
者が撮影台まで運び撮
影準備を行います。台
には別途、大きさがわ
かるよう物差しを用意
してあります。
　撮影に使われるのは

デジタルデータ化したDVD-Rの刊行で
仏教や国語研究の発展にも寄与

　仏教の古い経典がこれだけまとまって、しかも良好な状
態で保存されている例は中国にもなく、撮影保存すること
自体に重要な価値がありますが、さらにDVD-Rによる刊
行で仏教や国語研究などの発展に寄与することも今回のプ

企業プロフィール

■ 所 在 地： 東京都品川区西五反田3丁目6番30号（本社）
■ 設　　立：1981年5月29日
■ 資 本 金：1億円
■ 事業内容：ビジネスユースに関連した画像・情報に関するサービスの提供
■ 従業員数：380名（2009年4月現在）
■  サービス分野：ハイクオリティラボワーク、ディスプレイ、アーカイブ、
デジタイズ、IDカード／ ICカード、携帯ピクチャーなどのビジネスイメー
ジング分野

ホームページ  http://fjit.fujifilm.co.jp/

富士フイルムイメージテック
株式会社

左より富士フイルム イメージテック営業開発部大山美由喜、
丸善（株）教育・学術事業部の笹井真也さん、溝口哲彦さん

状態でした。
　これを広く公開するのが今回のプロジェクトで、複写に
使うメディアには精細性や色の再現性、長期の保存性など
から富士フイルムのカラーマイクロフィルムが選ばれまし
た。閲覧用ソフトに富士フイルムイメージテックがマイク
ロサービスセンターと共同開発した「EzMaper（イーゼッ
トマッパー）」が使われたDVD-Rは、丸善より2000年の
「第一期　隋・唐経篇」以降、順次刊行が続いています。

ミニコピーカメラS2とカラーマイクロフィルム タイプR。
巻姿から始めて表紙、裏表紙、本文と撮影を続けていきます。
このフィルムは保存用の原本とし、他用途に使うためデュー
プ（複製）を作り、DVD-R用のデジタル化もデュープをス
キャニングして行っています。

ロジェクトの大きな意義となっています。 　
　日本文化の基礎ともいえる国語は、仏典などの解読を
通し中国の高い文化を学びながら形づくられてきましたが、
聖語蔵経巻まさにその過程を伝える生の史料。精細なカ
ラー画像を使い自在に分析できる環境を研究者たちに提供
することで、経典の本文に添えられた白点、白書や消し跡
などから、ひらがな・カタカナや文法の成り立ちなど新た
な発見が生まれると期待されています。
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正倉院の担当者が撮影台に資料を載せる

聖語蔵経巻には本文のそばに白書（○部分）が添えられている

宮内庁正倉院事務所長

杉本  一樹さん

〉〉 国立公文書館のアーカイブズ化事業に協力
　国立公文書館は、国民共有の財産である貴重な公文書等を後
世に伝えるという重要な役割を担っており、国の保管に関わる歴
史資料として重要な公文書などの適切な保存と併せて一般への利
用を図ることをその目的としています。
　現在、媒体寿命が担保されたフィルムからデジタル化を行い、
これらを当館のインターネット上にある、歴史を感じる多彩なコン
テンツを収めた「デジタルギャラリー（http://jpimg.digital.
archives.go.jp/kouseisai/）」で継続的に公開し、データを提
供しています。
　そのための作業では、資料状態の必ずしも良くないアーカイブ
ズ資料の撮影のための高い撮影技術に加え、撮影前の資料状態
の把握など、長年に渡るアーカイブズ資料に対する経験に培われ
た細心の注意が要求されます。
　当館では、富士フイルムイメージテックとの「信頼」を軸にこの
事業を進めることで、貴重なオリジナル資料に対する負荷を最小
限にとどめ、国民の利用に供するという館本来の役割を実現しつ
つあります。

TOP IC

国立公文書館の皆さ
んと、富士フイルム
イメージテックのメ
ンバー

日本国憲法の「署名原
本」（右）と「憲法前文」
（左）のアーカイブ

独立行政法人国立公文書館

大賀  妙子さん　有友  至さん　山添  順子さん
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労組結成50周年を機に1998年から 
社会貢献活動も積極的に展開

　富士フイルム労働組合は1998年から毎年、中国での
植林ボランティア活動を続けています。
　同労組は従来から「何をしてもらえるか」だけでなく「何
ができるか」という視点で社会貢献活動にも積極的に取り
組んできました。労組結成50周年（1997年）を迎えたの
を機に活動を環境保全にも拡大。かけがえのない地球を緑
（グリーン）で満たし、笑顔（スマイル）で暮らせる社会に
したいとの思いを込めて「グリーンスマイル活動」をスター
トさせました。その柱となるのが地域のクリーンアップ活
動「グリーンエイド作戦」や森林保全活動などへの助成活
動、また中国における砂漠緑化活動にも力を入れています。

2008年度の主な活動や受賞

「学術・教育」＝平成20年度バリアフリー・ユニバーサルデザイ
ン推進功労者表彰「内閣総理大臣賞」を受賞（富士ゼロックス 弱
視の児童生徒のための「拡大教科書」製作支援活動）（2008.12.3）

「文化・芸術・スポーツ」＝ Jリーグの新シーズン開幕戦「FUJI 
XEROX SUPER CUP 2009」に富士ゼロックスの4月入社予定
の内定者7人がボランティア参加（2009.2.28）

「健康」＝「第19回 日経BP技術賞」の部門賞を受賞（富士フイ
ルム 小腸の観察・処置を容易にした「ダブルバルーン内視鏡」）
（2009.4.6）

「自然環境保全」＝「富士山の清掃活動」を、NPO富士クラブと
一緒に、富士フイルム富士宮工場の従業員やその家族55人が実
施（2008.11.1）

　1998年から2001年の4次隊までは日本砂漠緑化実践
協会が主催するクブチ砂漠へ毎年15人前後の参加者を
送り、その後はNPO緑化ネットワークが実施する内モン

ゴル自治区ホルチン砂漠への派遣を続けています。2006

年の9次隊からは中国の現地法人からの参加者も加わり、
2008年の11次隊までに労組スタッフ11人を含め136人
が植林ボランティアとして派遣されました。

2008年は800本の松を植え 
約300ｍ2の草方格を造成

　中国での植林活動ス
タートから11回目の派
遣となる2008年は4

月29日～5月6日に実
施され、日本からは6

人、富士膠片（中国）
投資有限公司を始め、上海、蘇州、河北にある中国現地
法人の6社から13人が参加しました。
　ホルチン砂漠は中国政府から激甚砂漠化地区に指定さ
れている、同国で最も砂漠化の進行が早い土地の一つ。
現地の農家や学生も加わり、800本の松の木を植え、約
300m²の草方格（草を格子状に埋めて砂の流動を抑える
もの）を作り、これまで植林してきたポプラの枝打ち作業も
行い緑化の拡大と維持に一緒に汗を流してきました。 

10年以上、毎年続けている 
労組による中国での植林ボランティア活動
富士フイルムグループでは会社主導のものだけでなく、労働組合も独自の社会貢献活動を展開しています。
その代表例である中国での植林ボランティア活動は2008年、11回目を迎えました。

〉〉 縁遠く思えた社会貢献が誰でもできることを実感
　11次隊に引率担当として参加し、これまで縁遠く感じていた
社会貢献が「誰でもできる」ことを実感しました。また「楽しく
て人の役に立つ」「自分にできることをする」大切さを学び、以
後、節電や自動車の緩発進などを実践し
ています。考えて何もしないのではなく、
まず自分にできることから始めていこうと
考えています。

〉〉 目の前に広がる風景を見て知った、活動の意義
　内モンゴルと聞けば緑の草原を思い描くものですが、今回
見たのは驚くほど過酷な風景で、あらためてこの活動の意義
を知りました。皆も同じ思いだったのでしょう。懸命に松の木
を植え、その日の300本をあっという間に終えました。翌日
に植えた分を含め、これらの苗が植林地
区で最も美しい新緑になることを祈って
います。

VOICE

VOICE

 http://www.fujixerox.co.jp/
release/2008/1203_kakudai.html

URL

社会貢献活動・中国植林ボランティア

富士フイルムグループ社会貢献方針
富士フイルムグループは、企業市民として社会と共に歩み、
社会の要請や期待に誠実に応える社会貢献を目指します。
この方針を実践するため、次の活動指針を定めます。

1.活動の主要分野
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」の分野を中心に取り組みます。

2.活動において大切にすること
（1）連繋や協働による実践

活動の推進にあたっては、NPO／ NGO、地域社会等との
コミュニケーションやパートナーシップを大切にします。

（2）ボランティア活動の積極的支援
従業員の自発的参加による地域との共生、社会への貢献を 
大切にし、それらの活動を支援します。

　なお、派遣にかかる費用は参加者の自己負担に加え、富
士フイルム労働組合が1998年に設立した「グリーンスマ
イル基金」（財源は組合一般会計から拠出した基金および
組合員からの善意のカンパ）からの拠出で補い、また参加
者はボランティア休暇などを利用して参加しています。
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富士フイルム労働組合
開成支部 書記長

三澤  博一

富士膠片（中国）投資有限公司
業務部 課長

厳   斌
第11回「緑の協力隊」中国植林ボランティア活動参加者

ホルチン砂漠

クブチ砂漠

通遼

瀋陽

北京
恩格具

▶緑の協力隊が活動する地域

10年以上に渡る活動のポイント
各隊の経路
●1次隊～4次隊 ：恩格具（クブチ砂漠）にて植林
●  5次隊～現在 ：瀋陽（内蒙古自治区・ホルチン砂漠）にて植林
11次隊よりユニット植林「富士フイルム労働組合の森」をスタート

Message
　富士フイルム労働組合が個人参加型の社会貢献活動とし
て、中国における砂漠緑化活動「緑の協力隊」を立ち上げて
から11年が経ちました。この間、私自身も2007年の10次
隊に参加していますが、砂漠化の進行を目の当たりにするこ
とで地球環境問題を切実な問題としてとらえ直すだけでなく、
同じ目的を持って参加した仲間とのチームワークの醸成、現
地の農家との交流など、この活動にはより幅広い意義がある
ことを感じています。また、3年前から行っている中国現地法
人との協働作業は、国籍や言語の壁を越えて、グループ企
業の仲間との絶好の交流機会にもなっています。
　2009年も12次隊を派遣し、今後とも「緑の協力隊」は継
続していく予定ですが、さらに国内における社会貢献活動にも

一層力を注ぎたいと考えています。すでに行っている富士山の
清掃活動に加え、2008年には千葉の里山保全活動や東京都
西部の檜原村「フジの森」主催の「森づくりプログラム」への
参加など検討を始めました。家族を含むより多くの方々が環境
保全活動に参加し、実際に体験す
ることで行動を変えるきっかけにし
てもらえるよう、私たちは国内での
活動についても具体化していきます。

より多くの方が参加できるよう国内での社会貢献活動も拡大
メ ッ セ ー ジ

富士フイルム労働組合
副中央執行委員長

高橋 早苗

草方格作り
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32州、約100以上の拠点で展開される 
アメリカ合衆国でのCSR活動

　富士フイルムがアメリカに進出したのは、1965年のこと
です。ニューヨークにあるエンパイアステート・ビルのオフィ
スで、わずか6人でスタートしました。それから40年以上
の時が流れ、約6,000人の従業員を抱えるまでに成長しま
した。現在、17ある関係会社では、研究開発、製造、販売、
およびサービスサポートを含めると100以上の拠点になり、
32の州で事業を展開しています。その事業内容も日本と同
様に、インクジェット印字ヘッド、UVインク、半導体関連
の電子材料などの製造から、刷版・印刷システムや医療画
像処理診断システムのソフトウエアソリューション、販売、
さらに技術サービスやサポートに至るまで多岐に渡っていま

す。現在のアメリカで
の年間売上は富士フイ
ルムグループの約15％
を占めるまでになり、グ
ループにとってアメリカ
は重要な市場になりま
した。
　富士フイルムグループが、アメリカで事業を展開する上
で、日本と同様に社会的責任を果たすことは企業として当然
のことであり、アメリカにおいても、 各社はCSR活動に取り
組んでいます。特に、環境保全活動、従業員の健康・労働
安全衛生活動については、FUJIFILM Holdings America 

Corporationのガバナンスのもと、積極的に取り組んでい
ます。CSR活動に関する情報は、冊子にまとめ配布しています。

アメリカ市場でも社会的責任を果たし、
人々のクオリティ オブ ライフに寄与
40数年前わずか6人の従業員から始まった富士フイルムのアメリカでのビジネスは、今では約6,000人の従業員を
抱えるまでに成長しました。ここでは、アメリカ合衆国の従業員によって展開されるCSR活動を紹介します。

アメリカでのCSR活動

FUJIFILM Holdings America 
Corporationによる 
関連会社のガバナンスの強化

　FUJIFILM Holdings America CorporationのEHS

部門（Environment, Health & Safety Department）は、
アメリカの富士フイルムグループ各社の環境保全や従業
員の労働安全衛生・健康の統括部門です。
　2007年4月から、 各社の「活動レベルの向上」、「富士
フイルムグループ グリーン・ポリシーの理念と各社環境目
標との整合」および「活動に伴うコスト効率の向上」のため
に、各社の環境安全担当者と積極的に情報共有して、グルー
プにとって重要な情報の把握にも努めています。EHSでは、
各社に下記のサービスを提供しています。その結果、各社
の環境や労働安全衛生のパフォーマンスが向上しただけで
なく、関連する管理コストを大幅に減らすことができました。

FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc. 
による「QuickSnap」の循環生産

　FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.では、下図
のように「QuickSnap（日本では「写ルンです」）の循環
生産を行っています。全世界で販売された「QuickSnap」
は、日本、欧州およびアメリカの3拠点で回収され、大

VP, Environment, Health & Safety Dept.
FUJIFILM Holdings America Corporation

Celia A. Spence

　また、2008年度は、EHSが
中心となってグループ内の3つ
の共通課題に取り組み、実績を
あげました（上表参照）。

部分がアメリカでリユース、リサイクルされて、新しい
「QuickSnap」として生まれ変わります。富士フイルムグ
ループは、写真フィルムを利用するお客様のニーズに応え
るため、日本で開発された循環システムの機能をさらに向
上させ、当工場で一括生産、世界中へ製品を供給しています。
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企業プロフィール

■ 所 在 地： 200 Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595-1356, U.S.A.
■ 設　　立：1990年9月
■ 資 本 金：24億5765万USドル（2009年3月末）
■ 従業員数：150名（2009年3月末）
■  事業内容：アメリカの生産・販売子会社の持株会社

ホームページ  http://www.fujifilmusa.com/

FUJIFILM Holdings 
America Corporation

▶  共通課題とその実績

▶  アメリカにおける評価や表彰など 

▶  富士フイルムグループのアメリカ拠点で、 
製造されている製品や部品

インクジェット印字ヘッド関連 半導体関連

印刷関連

共通課題 実績

1 製造現場における
有害廃棄物排出量の削減

廃棄物処理計画に基づき、廃棄物から
有価物へシフトして、排出量を削減

2 温暖化ガス排出量の削減
（2006年度比：ベースライン）

設備ガイドラインやエネルギー管理
プログラムによる効果的な省エネ活動

3 製品の環境や安全性に
関する迅速な情報収集 製品安全情報の管理システムの導入

対象 評価や賞の名称 内容 授与団体

FUJIFILM U.S.A., Inc. “Sustainability Award” and “2008 Supplier of 
the Year”

製品・サービス
（サービス及び顧客対応の品質） Walmart

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc. KLAS Awards 製品・サービス
（The Velocity SpeedSuiteR a Fujifilm DR （FDR））KLAS

FUJIFILM Recording Media U.S.A., Inc. “Supplier of the Year Award” 製品・サービス（品質、納期、技術提供など） Vision Business Products, Inc.

FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc. Intel Corporation ’s PreferredQuality Supplier 
2009

製品・サービス
（半導体製造の品質、納期、技術など） Intel

FUJIFILM Imaging Colorants, Inc. Canon Green ProcurementStandardsAchieved 製品・サービス（製品管理と安全性） Canon

CSR活動を伝える冊子

環境保全活動と労働安全衛生・健康に関する取り組みFOCUS 1

EHSの提供するサービス
● 最新の環境・労働安全衛生に関する情報の提供
● 法規制に関するデータベースの整備
● インターネットによる研修プログラムの提供
● インターネット上での情報交換の場の提供
● フォーラム開催（年1回）による交流の場の設定
● 相互監査の場の提供

企業プロフィール

■ 所 在 地： 211 Pucketts Ferry Road, Greenwood, SC 29649, 
U.S.A.

■ 設　　立：1988年７月
■ 資 本 金：7億420万USドル（2009年3月末）
■ 従業員数：848名（2009年3月末）
■  事業内容：生産、研究開発センター
■  主要製品：カラーペーパー、QuickSnapの生産、オフセット印刷用PS版・

CTP版の製造など
ホームページ  http://www.fujifilm-sc.com

FUJIFILM Manufacturing 
U.S.A., Inc.

▶  QuickSnapの循環生産

ラボ店 回収

出荷

お客様

販売店

循環生産工場

品質保証

分解工程

包装

製造 検査工程

リユース

リサイクル

▶  富士フイルムグループのアメリカ拠点

●＝グループ生産拠点　●＝主要営業拠点

CSRハイライト2008
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　FUJINON, Inc.では、患者さんへの負担を最低限に抑
え、クォリティ オブ ライフの向上に貢献するべく、内視
鏡ソリューションを提供しています。フジノンの内視鏡は、
胃の診断だけでなく、食道のような狭い部位などの診断に
も適しています（特に、経鼻内視鏡は、スコープ部の細さ
を生かして懸念部をいろいろな方向から観察可能）。
　近年、食道がんで死亡する人数は、世界で1年間に40

万人を超え、そのうちの80％が発展途上国の人々です。
FUJINON, Inc.では、食道がん罹患率の高い貧困層に医
療を提供するブラウン大学医学部・ホワイト医師と、ケニ
ア・メボット市の300床を抱えるキリスト教系病院・外科
部長（医師）に賛同して、アフリカ・ケニア西部の農村に
あるテンウェク病院に、内視鏡検査器具一式（ビデオ画
像処理機、モニター、大腸内視鏡、胃カメラ、プリンター、
その他の資材）を寄付しました。
　今回寄付をしたテンウェク病院は、ケニア西部で唯一、
食道がんの診断、治療およびケアができ、年間1,500件
の内視鏡検査を実施している病院です。しかしながら、テ
ンウェク病院では、内視鏡など必要な医療機器の老朽化
が進んでいて、病院の経営状況を考えると患者さんの負担
を最低限に抑えられるような医療機器の導入が難しいとホ
ワイト医師から報告があり、FUJINON, Inc.はテンウェ
ク病院に内視鏡検査器具一式を寄付しました。

アメリカにおける社会貢献活動は、がんなどの健康に関わ
る問題や家庭内暴力・貧困問題などの社会的課題に対して
も行われています。それらはアメリカ国内だけにとどまら
ず、アフリカやブラジルなどの他国でも展開されています。
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FUJINON, Inc.

FUJIFILM Holdings America Corporation

社員が賞賛する団体へのデジタルカメラの提供

　アメリカの富士フイルムグルー
プ7社に勤める60人以上の社員
が、地域のフードバンクや病院、
社会福祉団体など、賞賛する団体
を選定しました。2008年に選ば
れた団体には、それぞれの活動の
さらなる飛躍と、各地域の生活の
向上を願い、「社員が賞賛する団
体」という名目で、富士フイルム
のデジタルカメラが贈られました。

FUJIFILM U.S.A., Inc.

ケニア、ナイロビでの
“Kibera Slum” 写真プロジェクトへの貢献

　FUJIFILM U.S.A., Inc.は、人口が100万人を超え、子ども
がその半数を占めているアフリカ最大のスラムに富士フイルムの
カメラ「QuickSnap」を寄付しました。そのスラムでは、福祉施
設で働くボランティアが、遺児や危険な状態にある子どもたちを
救い、食事を与えて勉強を教えています（3歳から15歳までの子
どもたち、合計300人）。その中で、プロのカメラマンは30人の
年長の子どもを対象
に「QuickSnap」を
使って写真教室を開
き、子どもたちに大変
喜ばれました。

FUJIFILM Holdings America Corporation

家庭内暴力の被害者への援助支援

　FUJIFILM Holdings America CorporationはInternational 

Center of Photography（国際写真センター）の卒業生、ペイ
ジ・ストーヤー氏の写真プロジェクトをサポートしたことが評価さ
れ、ニューヨーク州最大のNPO「Sanctuary for Families」より、
2009年の「Corporate Vision Award（企業部門賞）」を贈られ
ました。ストーヤー氏は、家庭内暴力から逃れ安全で独立した生活
を手に入れる「長い旅」の苦しい戦いぶりを何カ月間にもわたり写真
におさめました。それだけでなく、被害者である女性たちに写真の撮
り方を教え、写真を通じて、暴力によって失った自信、強さ、そして
喜びを手に入れる手助けをしています。
　FUJIFILM Holdings America Corporationは、この写真
プロジェクトの意義に賛同し、資金的な援助に加え、プロ用フィル
ム、インクジェット写真
用紙、デジタルカメラ
「FinePix S8100fd」
などを提供しました。

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc.／ FUJIFILM U.S.A., Inc.

乳がん啓発デジタルカメラセットの販売

　FUJIFILM U.S.A., Inc.の電子映像部門は、FUJIFILM Medical 

Systems U.S.A., Inc.とともに、FUJIFILM Medical Systems 

U.S.A., Inc. が推進している「10万人のママのためのマンモグラ
フィ」を展開するため、「乳がん啓発デジタルカメラセット」を限定
販売しました。これには、デジタルカメラ「FinePix Pink Z20」に、
カメラケース、xDメモリー
カード、キーホルダーの
ほか、マンモグラフィに関
する重要な情報を掲載し
た小冊子が入っています。

FUJIFILM Recording Media U.S.A., Inc. 

ローウェル記念病院「Team Walk for
Cancer Care」への参加

　Team Walk for Cancer Careは、命、精神、そして希望を
尊ぶことを目的としています。このプログラムの特徴は、収益の全
額がFUJIFILM Recording Media U.S.A., Inc. があるマサチュー
セッツに住む患者やその家族のために使用されることです。この
チームの精神によって、ウォーキング・イベント参加者の一歩一歩
に意義が込められ、そして患者に希望が与えられます。会社と社
員が寄付を募り、さら
にこのウォーキング・
イベントにも参加して
います。

FUJIFILM Recording Media U.S.A., Inc.

「V」財団ファンドへの寄付

　V財団は、1993年にスポーツ専門テレビ局のESPNと、ノー
スキャロライナ州の有名なバスケットボールコーチでESPNの解
説者だった故ジム・ヴァルヴァーノ氏が創設したがん研究の慈善団
体です。「Show Your Spirit!」と名付けられたイベントで会社と
社員から寄付金を贈り
ました。さらに、社員
はおのおのが応援する
バスケットボールチー
ムの服を着て、がん
研究サポートの意志
を表しました。

FUJIFILM Sericol U.S.A., Inc.

 KVC Behavioral Health Care, Inc. への
無料印刷サービスの提供

　KVC Behavioral Health Care, Inc.（KVC）は、医療と
行動医学ケア、社会福祉サービス、教育を子どもたちと家族に
提供する民間の非営利団体です。
FUJIFILM Sericol U.S.A., Inc. は、
顧客向けに印刷のデモを行う際に、
素材としてKVCが必要とする印刷物
の一部（ポスター、段幕など）をイン
クジェットソリューションセンターの
デジタル印刷機器を使って印刷、無
償で提供しています。

FUJIFILM Dimatix, Inc.

ダートマス大学医学部
「プラウティ・レース」への参加

　FUJIFILM Dimatix, Inc.の社員は、がん研究の寄付を募るた
め自転車レースやウォーキング・イベントに参加しました。2008
年は、4,000人以上が参加し、約200万ドルが集まりました。プ
ラウティ・レースは、1982年に4人の看護師が、患者のオードリー・
プラウティーさんの闘病生活とがん克服の意志に敬意と共感を持
ち、ニューハンプシャー州のホワイトマウンテンの100マイルの
道のりを自転車で走ったことから始まりました。それ以来、今日ま
でに集められたがん
研究、教育、臨床検
査のための寄付金は、
800万ドル以上にな
ります。

社会貢献活動の事例紹介FOCUS 2

FUJIFILM Hunt Chemicals U.S.A., Inc.

「10億本の植林プロジェクト」 への寄付

　ニュージャージー州アレンデールのFUJIFILM Hunt Chemicals 

U.S.A., Inc.は、事務用紙のリサイクル促進を行い、リサイク
ルされた用紙の重量に合わせて、The Nature Conservancyの
「10億本の植林プロジェクト」に寄付を行いました。The Nature 

Conservancyは、世界中で生態学的に重要な土地や自然、人類
に重要な水域を保護する活動を行っている環境保護団体です。約
3,000kgの 事 務 用
紙が回収された結果、
ブラジルのAtlantic 

Forestの682本の植
樹の寄付につながりま
した。

ケニアの食道がん患者さんの
クォリティ オブ ライフの向上に貢献
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