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事業を通じた社会課題の解決

新中期CSR計画の策定にあたって
富士フイルムグループは、創立80周年を機に制定したコーポレートスローガン
「Value from Innovation」
の

1. 医療サービスへのアクセス向上

下、グループの経営の根幹となる目標として2014年度から2016年度の中期CSR計画
「Sustainable Value

2. 疾病の早期発見への貢献

Plan 2016
（SVP2016）
」
を策定、活動を開始しました。

3. アンメットメディカルニーズへの対応

1. 安全、安心な社会づくりへの貢献

本計画により、当社グループのCSRの考え方にある
「事業活動を通じて企業理念を実践することにより、社会の

4. 健康増進、美への貢献

2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

持続可能な発展に貢献すること」
を、より積極的に進めていきます。

社会的
背景

国連の
「気候変動に関する政府間パネ
ル
（IPCC）
」
の最新報告によれば、
「現状
以上の温暖化対策を何も行わないなら

基本的な
考え方

健 康
富士フイルムホールディングスは、持
株会社体制になった直後の2007年、第
1回目の富士フイルムグループ中期CSR

排出量は減少に向かわず、2100年に約4度前後も上

計画を立案して以来、計画的にCSR活動を推進してい

昇する可能性が高い」
と言われるなど、地球温暖化をは

ます。第3回目となる今回は、深刻化する環境・社会課

じめとした環境問題は危機的状況にあります。それに

題やその解決に向けたグローバル企業への期待の高

加え、人権、格差などの社会課題も深刻さを増してお

まりを受け、
「製品、サービス、技術を通じた社会課題

り、影響力が増してきたグローバル企業に対する、環

の解決に貢献」
を計画に反映し、事業と社会課題の連

境・社会課題解決への期待はますます高まってきてい

携をより一層強めました。これは、当社のCSRの考え方

ます。

である
「事業活動を通じて企業理念を実践することに

一方、企業側も規制や要請に応えるだけでなく、こう
した社会課題に目を向け、解決に向けた積極的な取り
組みを新たな成長の機会とするなど、CSRと事業活動
の連携はこれまで以上に重要になってきています。

生 活

1. 地球温暖化への対応
2. 水問題への対応

1

3. エネルギー問題への対応

1. 情報の壁を越える
コミュニケーションの促進
2. ダイバーシティーの促進

推進方針

環 境

働き方

製品・サービスなどを通じて、環境、
人々の健康・生活・働き方に関する
社会課題の解決に貢献

より、社会の持続可能な発展に貢献すること」
を具現化
したものでもあります。
重点分野を
「環境」
「健康」
「生活」
「働き方」
の4分野と
定め、革新的な技術・製品・サービスを通じて、関連す
る11項目の社会課題の解決に取り組みます。また、こ
れまで注力してきた、事業プロセスにおける環境課題
への積極的な取り組みは継続して推進するとともに、企
業活動を支えるCSR基盤についてもバリューチェーン
全体にわたりワールドワイドで強化・展開していきます。

推進方針

2

生産活動などの
事業プロセスにおける
環境課題への積極的な取組みを推進

3

推進方針

企業活動を支える
CSR基盤を
バリューチェーン全体にわたり強化

当社グループは、社会課題解決に向けた
「新たな価
値」
創出に積極的に取り組むことにより、
“持続可能な
社会の発展”
に貢献する企業を目指していきます。

1. 地球温暖化対策の推進
2. 資源循環の促進
3. 製品・化学物質の安全確保

1. グローバルなコンプライアンス意識の向上と
リスクマネジメントの徹底
2. 多様な人材の育成と活用
3. CSR視点でのバリューチェーン・
マネジメントの強化

事業プロセスにおける環境・社会への配慮
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3つの推進方針の策定プロセス
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STEP2で出した社会課題を、社会視点と自
の声を代表して、CSR有識者の株式会社イー

は、社会的なインパクト、当社の貢献の可能性、事業への影響などを考慮。また目標策定にあたっては、可能な

スクエアに参加いただき、社会視点としては、

限り定量化を図っている点も大きな特徴です。

社会が当該の課題をどれほど重要と考えてい
るか、富士フイルムグループに取り組みを求

STEP

● ●
●

4

●

2
●
1

4以上に評価された課題を分野が近いものな

1

にふさわしい表現に見直し、重点課題として設

会に与える負荷の低減」
「バリューチェーン・ライフサイクル・ワールドワイドの視点」
を継続強化することに加え、

定しました。

すでに取り組み始めていた
「事業活動を通して社会課題の解決を積極的に目指す」
視点を全社に広げて取り組む

● ●
● ●

●

どをまとめて整理、当社グループの課題推進

進ポイントを導き出しました。結果として、これまで進めてきた
「ガバナンス・コンプライアンスの徹底や環境・社

● ●
● ●

●

う観点で、5段階で評価しマッピング。双方で

今回の中期CSR計画では、これまでのCSR活動を振り返り、社会トレンドや他社動向を調査の上、CSR活動推

●

3

略やブランド、レピュテーションへの影響とい

● ● ● ●
● ● ● ●
●● ● ●

●

●

めているかという観点で、自社視点は、事業戦

基本方針の明確化

● ●
● ●

●

社視点の2軸で評価しました。評価には、社会

中期CSR計画策定にあたっては、4つのステップに従い検討を進めました。外部有識者も交えた重要性評価で

1

重点課題抽出のための重要性評価マップ

社会の関心・要請

2

②事業プロセスにおける環境・社会への配慮

●

● ●
●
● ●
●
● ●

●
● ●

● ●●
●

●

●

●

2

●

3

4

5

富士フイルムグループにとっての重要性

● 推進方針1関連項目 ● 推進方針2関連項目 ● 推進方針3関連項目 ● その他

ことを、基本方針としました。
中期CSR計画

中期CSR計画

2007-2009年度

●ガバナンス・コンプライアンスの徹底
●環境・社会に与える負荷の低減

新中期CSR計画

2010-2013年度

2014-2016年度

重点的に取り組み

●バリューチェーン・ライフサイクル・

ワールドワイドの視点

●事業活動を通して社会課題の

解決を積極的に目指す

STEP

継続・強化

（法令順守、企業市民として責任を果たす）

視点を拡大

維持・強化

視点を拡大

全社で取り組み

4

設定した重点課題それぞれに目標を設定。
関連部門が中心になり、これまでの活動を振

事業戦略を踏まえた社会課題の抽出

り返り、可能な限り目標の定量化を検討しまし

目標

地球温暖化
資源の枯渇
etc.

CSR計画を審議し、確定しました。
今後は、中期CSR計画の達成に向けて、全社

また、すべての事業部と社会課題の解決に向け貢献の可能性について協議、それぞれの事業部で可能性のあ

STEP

目標

重要性評価
新たな
「事業を通じた社会課題解決への取り
組み」
と、これまでの
「環境・社会影響への配慮」
とは、同軸で重要性評価が難しいため、2つの
アプローチを行いました。

2

推進方針

社会課題と当社の事業・製品・技術等の関連
分 野

能性をもつ当社の製品、サービス、技術と、社

る影響の大きさを評価し、重点的に取り組むべ
き4つの分野と11の社会課題を特定しました。
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高機能材料 ドキュメント
●●●●●

●●●●

エネルギー問題

●

●●●

●●●

●●

●

●

●●

資源枯渇

●

医療サービスへのアクセス向上

●●●●●

疾病の早期発見

●●●●●

健 康 ・
・
・
・
・

医師負担の軽減

・
・
・
・
・
生 活

安全・安心な社会作り
・
・
・
・
・

●●

働き方 ダイバーシティーの促進
・
・
・
・
・

地球温暖化対策の推進

ライフサイクル全体のCO 2 排出量を2020年度までに
2005年度比30％削減
（2016年度 中間目標10％減)

重点課題2

●●
●

●

●●●

●●

●●●●

●

●

●

●
●
●●●
●●
●

P22

就労格差
労働人口減少
etc.
働き方

P16

目標

3

推進方針

資源循環の促進

重点課題1

P25

企業活動を支えるCSR基盤を
バリューチェーン全体にわたり強化

●

（2）2020年度までに資源投入原単位を2012年度比10％
削減
（2016年度までに主要製品の原単位指標の設定・
検証など、仕組み化）
（3）売上げ当たりの水使用量
（水原単位）
の2012年度レベ
ル維持

重点課題3

製品・化学物質の安全確保

目標 「2020年までに化学物質の生産と使用における環境と人の
健康への悪影響を最小化」
へ貢献

グローバルなコンプライアンス意識の向上
とリスクマネジメントの徹底

目標 （1）重要リスク100％明確化の維持と周知徹底のための施
策実施率100％
（2）従業員の健康増進機会の提供・確保

目標 （1）2016年度廃棄物発生量を2012年度比8％削減

・
・
・
・
・
コミュニケーションの促進

重点課題1

目標

●●●

●

目標

・
・
・
・

●●

心の豊かさ、人々のつながり

・
・
・
・
・

FUJIFILM Holdings Corporation

医薬品

・
・
・
・
・
・

会課題をマトリックスに整理。マトリックスから
社会課題解決への貢献の可能性と社会に与え

メディカル
●●

・
・
・
・
・
環 境 ・

①事業を通じた社会課題の解決
事業部との協議によって出てきた貢献の可

社 会 課 題
CO2排出削減

生産活動などの事業プロセスにおける
環境課題への積極的な取組みを推進

安心・安全
関係性・生きがい
喪失 etc.

環 境

一丸となって活動していきます。

る製品、サービス、技術の洗い出しを行いました。

生 活

社会課題

員長とするCSR委員会にて、重点課題や中期

課題をリストアップしました。

富士フイルムグループの
製品・サービス・技術

高齢化
医療費増大
etc.

P18

た。富士フイルムホールディングス社長を委

の国際的なガイドラインであるGRIガイドライン、同業企業、CSR先進企業の重点課題などから130項目の社会

14

健 康

各課題を推進する事業会社の環境、人事等の

社会課題の抽出にあたっては、組織の社会的責任に関する国際規格であるISO26000やCSRレポーティング

3

製品・サービスなどを通じて、
環境、人々の健康・生活・働き方に関する
社会課題の解決に貢献

計画立案とレビュー・承認

STEP

2

1

推進方針

（3）グループにとっての人権課題のリスク認識と対応
重点課題2

目標

多様な人材の育成と活用

さまざまな従業員※1が活き活きと活躍できるための、多様
性を活かす環境※2の構築

重点課題3

CSR視点でのバリューチェーン・マネジメントの強化

目標 （1）重点調達先のCSR実態把握および当社からの期待周
知、改善要請
（2）調達における生物多様性に関する法制化へ確実に対応

※1：国内外従業員・女性・高齢者・身障者など  ※2：育成・最適活用する仕組みづくり
FUJIFILM Holdings Corporation
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「エコ」
「クオリティ オブ ライフ」
「効率」
を
同時に実現する
“サステナブルな働き方”
を提案

事業を通じた社会課題の解決
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重点課題1

環 境

目標

2020年までに2000万トンのCO2削減に貢献する
（2005年比）

重点課題2

目標
目標

現在

エネルギー問題への対応

環境負荷の少ないエネルギー創出への寄与

国連の
「気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）
」
の最新報告によれば、
「現状以上の温暖化対策を
何も行わないならCO2排出量は減少に向かわず、2100年に約4度前後も上がってしまう可能性が
高い」
と言われるなど、地球温暖化は深刻化しており、世界共通の最重要課題の一つです。また、昨
今は水リスクも重要課題として、注目されています。富士フイルムグループは、写真フィルムの開
発、製造で培った高機能材料や磁気テープなど環境負荷の少ない製品、働き方変革をはじめとした
ソリューションで、これら環境課題の解決を目指していきます。

％

％

80

水問題への対応

水汚染の軽減・抑制

重点課題3

30

地球温暖化への対応

【今後求められる電力供給に占める
低炭素エネルギーの割合】

重点課題

出典）気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第5次評価報告書第3作業部会より

1

温暖化の影響は気温や水温の変化、水
資源・生態系などへの影響、人間社会に
及ぼす被害も深刻であり、その原因とな
る温室効果ガスの排出量削減は世界共
通の課題である。解決には、省エネとと
もに電力の脱炭素化を図り、低炭素エネ
ルギーの普及を推進していくことが大き
なカギといわれている。

重点課題

2

写真フィルムで培った技術を生かし
環境課題解決を目指す材料を開発

度は、これらの各ソリューションにおけるお客様先での具体

出するCO2はOA機器の普及などにより、減少どころか増

的なCO2排出削減効果の分析・把握作業を進めました。ま

加しているのが現状であり、早急に対応しなければならな

た、これらのソリューションをまとめた
「環境ソリューション

い課題となっています。富士ゼロックスは、お客様先におけ

ハンドブック」
を作成、お客様への理解・啓発にも努めてい

るCO2排出量を2020年までに年間700万トン削減という

ます。
2020年の目標達成に向けて、今後さらなるソリューショ

目標を掲げて活動を行っています。この目標達成のための
重点項目として、お客様に環境負荷を限りなく低減した製
品の提供と、低炭素社会にふさわしい新しい働き
方を創造・提供するソリューション・サービスの提
供の2つを柱としています。
オフィスにおける環境負荷削減のアプローチに
は、燃料や電力、紙などの消費を減らす直接貢献
あり、オフィスの省エネ実現にはこの両方を推進す
ることが効果的です。富士ゼロックスでは、これら
に共通するのはオフィスの中でCO2を発生させる
源・労働力の効率化というアプローチから、地球環

差別化技術を組み合わせ、新規の高機能材料を次々に創出。技術力を結

境にとっての
「エコ」
、働く人の
「クオリティ オブ ラ

集し、深刻な地球環境問題を解決する製品の開発に取り組んでいます。

イフ」
、業務の
「効率」
の3つすべてを同時に実現す
る環境ソリューションを提案しています。2013年

ンの提案、浸透を推進していきます。

▼オフィスにおける平均的なCO2排出量内訳と対応する環境ソリューション
ビル内のエネルギー消費

省資源ソリューション
●用紙使用量削減など

省移動ソリューション
●電話会議
●在宅勤務

●モバイルワークなど

IT最適化ソリューション
●機器やサーバーの統廃合
●機器の最適配置

●機器の電力制御など

あらゆる活動の“効率化”
と考え、エネルギー・資

富士フイルムは創業以来、写真フィルム分野で培った基盤技術や独自の

太陽電池の耐久性を3倍高める
「太陽電池用バックシート」

1

日本のCO2排出量のうち、オフィスなどの業務部門が排

と、労働時間や勤務スペースを減らす間接貢献が

2050年

重点課題

移動に伴うエネルギー消費

OA用紙 1.2
自動車 1.6
IT機器など 2.2

紙類 1.8
その他 3.0

空調

11.3

自動車利用
136.5t（通勤）

CO2/年

30.2

見える化ソリューション
●CO2排出量見える化

13.3

※オフィス全体のエネルギー消費が対象

省時間ソリューション
●業務処理時間削減

その他
照明
（共有部分など）
9.0 コンセント 14.8
（PCなど）
コンセント
（複合機、
ファクスなど）3.0

資源廃棄

●資源使用量見える化など

自動車利用
（業務）

10.1

資源投入

●会議時間削減

●検索時間削減など

省スペースソリューション
●電子による文書管理

●紙での保管の削減など

オフィス
（従業員50人）
の平均的なCO2排出量推計
エコデザイン2008ジャパンシンポジウム富士ゼロックス発表論文より

代表的なソリューションによるCO2削減例《ArcEPS》 ●モデルユーザー規模：従業員数500〜1000
ArcEPSは、図面や技術資料など、様々なフォーマットが混在
する一連の文書を連続して一括出力できる。ArcEPSの導入

により、最適な図面配信による用紙削減や用紙の輸送量の
削減でCO2排出量の削減が可能

人程度の設計生産事業所
事
●業務量：配信対象部門数：事業所内5部門、
業所外4拠点
●図面配信枚数：年間約89万枚
（A4換算値）

⇒ CO2排出量を24.9％削減

太陽電池は屋外に設置されるため、高熱や紫外線、風雨などによって劣
化し、発電効率を落とすケースがあります。太陽電池用バックシートは、太

重点課題

陽電池の裏側に使用され、保護するもので、太陽電池の寿命に関係する重
ガラス

太陽電池
バックシート

EVA易接着塗布層
（白色）

シリコンセル

EVA易接着塗布層
（白色）

接着層

一般PET

耐加水分解PET

接着層
耐候性塗布層

耐候性フィルム

当社塗布型バックシート

貼り合わせ型従来バックシート

※耐加水分解PET製膜技術：耐加水分解性能をよくするた
め、特殊なPET樹脂を重合。分解させることなく製膜す
るための独自技術を開発
イオン交換膜

硬水を軟水化

陽イオン 陰イオン
交換膜
交換膜
×

+

+
+

×

-

-

陽極

+

陰極

-

選択的
透過性を
利用

海水から製塩
超純水の製造

+

-

イオン交換膜には陽イオンを通す陽イオン交換膜と陰イオ
ンを通す陰イオン交換膜があり、これを組み合わせて使用
する
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要な部材です。そのため、長期間劣化しない高い耐久性が求められます。
富士フイルムは、写真フィルムの製膜技術※などを応用し、水に強い特殊

天然エネルギー資源を高効率・低エネルギーで
活用可能にするガス分離膜モジュール

なPETフィルムを開発、これをベースにすることで高い耐久性を実現。さら

エネルギー問題は、CO2排出量削減とともに、環境問題の

方法が用いられていますが、これらの方法はエネルギー消

に精密塗布技術により機能性材料を塗布することで、従来品よりも3倍程

中でも最重要課題の一つです。貴重な天然エネルギー資源を

費量が多く、大規模な設備が必要となるため、ガス精製にお

度まで耐久性を高めた製品を開発しました。この太陽電池用バックシート

有効に、少しでも長く活用していく方法が模索されています。

いてCO2分離コストの占める割合が非常に大きいことが課

は2012年より販売を開始、地球温暖化問題やエネルギー問題を背景にま

富士フイルムが開発したガス分離膜モジュールは、天然ガ

題となっていました。これに対し
「膜分離法」
と呼ばれる方法

ス田から産出されるガス中に含まれるCO2を除去するため

は、膜によって各気体の透過速度が違うことを利用して、混

に使われます。天然ガスは、CO2をはじめ様々な不純物が混

合ガスから気体を分離する方法です。他の分離方法に比較

ざった混合ガスであり、多くの段階を経て分離・精製するこ

すると、エネルギー消費量を劇的に減らすことができ、設備

海水の淡水化や排水処理など、環境面での利用分野が拡大すると予想

とで、クリーンなエネルギーとして製品化することができま

のコンパクト化により低コストも期待できます。富士フイル

されるイオン交換膜の開発を行っています。イオン交換膜とはイオンを選

す。現在、CO2の分離には、化学吸収法、物理吸着法などの

ムの開発したガス分離膜は、富士フイルムのコア技術である

すます需要が拡大する太陽電池の普及に貢献していきます。

効率的な水利用をサポートする
「イオン交換膜」

択透過させる膜で、イオンの選択透過性を利用して、硬水を軟水化したり、
海水からの製塩、超純水などの製造に使われます。硬水が標準の欧米など
では、飲料用軟水器にも使用されています。イオン交換にはイオンを吸着

ポリマー技術と精密塗布技術を活用、ナノ構造の分離膜に

CH4

高い

ガス&圧力

圧力

させて交換するイオン樹脂も使われていますが、定期的に薬剤や塩による
樹脂の再生作業あるいは交換が必要なため、メンテナンス・コスト面に優
れたイオン交換膜の需要が高まりつつあるのです。水問題への対策の一つ
として、開発を推進しています。

CO2

分離膜

低い

膜を介する分圧差によって気体の透過を促し、目的とする気体のみを透過させます。

よりガス分離の高効率化を実現しています。高効率化・低コ
スト化が進めば、埋蔵量が多いといわれながらもこれまで開
発が遅れていたCO2濃度の高い天然ガス田、中小規模ガス
田などの開発が、一気に進む可能性があります。
富士フイルムでは、すでに海外のガス田で実証実験を開
始しており、製品化を目指して準備を進めています。

FUJIFILM Holdings Corporation

Sustainability Report 2014

17

FUJIFILM

Sustainable Value Plan 2016

事業を通じた社会課題の解決

Part

3

重点課題1

健 康

目標 （1）新興国の医療環境の改善
（2）災害・救急医療における診断機会、精度の向上
（3）医師負担の軽減による診断機会、精度の向上
重点課題2

目標

2012年

アンメットメディカルニーズへの対応

有効な治療法が見つかっていない疾病の治療薬の開発

重点課題4

万人

1400

目標

疾病の早期発見への貢献

正確性を向上、身体的負担を軽減した検査システムの普及拡大

重点課題3

万人

2200

医療サービスへのアクセス向上

健康増進、美への貢献

「健康」
は人々にとって最も関心が高く、重要なテーマですが、医療の格差、医師不足、医師負担の
増加、医療費の高騰など、様々な課題があります。富士フイルムグループは、創業間もない1936
年からレントゲンフィルムの製造をはじめ、長年、診断領域で貢献してきました。近年、
「予防」
「治療」
へも領域を拡大、当社グループの成長戦略の一つと位置づけ、
「人々の健康」
分野での貢献の幅を
広げることに取り組んでいます。今回の計画策定にあたっては、当社グループのもつ製品、サービ
ス、技術を棚卸しし、社会課題解決に向けた貢献の可能性の大きさから4つの課題を設定しました。

20年後

【世界のがん発症数予測】
出典）世界保健機関（WHO）
「World Cancer
Report2014」

重点課題

1

国際的な医療・災害救援活動の現場で
重要な役割を果たす携帯型診断装置

災害時における医療活動は、限られた設備・人員・時間を有効に使い、できるだけ
多くの被災者を救命することが使命です。医療機器メーカーとして、災害現場で1
人でも多くの命を救うために何ができるのか。その一つの答えとなったのが超音波
画像診断装置です。
FUJIFILM Philippines Inc.
（FFPH フィリピン）
はFUJIFILM SonoSite, Inc.
（ア
メリカ）
とともに、2013年11月にフィリピン中部を襲った台風によって被害を受け
たタナウアン地域で救援活動を行ったMammoth Medical Missions
（アメリカ、
ヘルスケア関連のNPO団体）
の医療救援チームに、SonoSiteの超音波画像診断装
置
「M-Turbo」
を災害発生から迅速に提供し、医療チームの初期対応に貢献しまし
た。当初、救援センターに医療設備は何もなかったなか、
「M-Turbo」
は市外のヘリ
コプター着陸点から救援センターまで簡単に運べ、5日間の滞在中も太陽光充電器
による充電で対応。現場での移動も簡単なため、胸腔・腹腔・骨・血管の診断など幅
広い用途に使われました。
「国際的な医療救援における携帯型超音波画像診断装置
の最大の利点は、持ち運びやすさ、使いやすさ、耐久性、そして、大災害の救援支援
を含む幅広い領域で応用できることです。高い機動性と診断精度によって、救命に
つながる画像診断・治療を行うことができます。また限られた資金で活動するNPO

医療が進化し続けても、いまだに有効な
治療法が確立されていない疾病は数多く
ある。たとえばがんによる死亡は世界中で
増え続け、特にアフリカ・アジア・中南米で
の発症者数が増大しているといわれる。有
効な治療法とともに、新興国における早期
発見・治療の重要性が叫ばれている。

重点課題

1

新興国の医療環境改善のために
医療従事者の教育・研修をサポート
富士フイルムグループは、新興国の医療環境改善のために

救 援 に 関 わった M a m m o t h M e d i c a l
MissionsのMedical Specialist Sara May
医師
（中央）
とFFPHのメンバー

胸腔・腹腔・骨・血管の診断など幅広い用途に
使用。写真は出産のための診断に使われている
ところ

法人にとって、コストパフォーマンスにおいてもほかと比べものになりません」
（救援
活動に携わったMedical Specialist Sara May医師）
。
富士フイルムは2014年5月、今まで以上に高画質、快適な操作性、堅牢性を備え
た
「FUJIFILM FC1」
を発売、携帯型を生かし災害時や救急医療、さらには在宅医療
などの現場で利用していただけるよう、さらなる機能の向上に取り組んでいきます。

富士フイルムとFUJIFILM
S o n o S i t e が 共 同 開 発・
発 売した 次 世 代 携 帯
型超音波画像診断装置
「FUJIFILM FC1」

は、製品の普及だけではなく、医療技術の向上が重要と考え、
中東・アフリカをはじめとした各国で様々なサポートを推進して

感染初期のインフルエンザでも
早期発見を可能にした高感度検査技術

います。ヨルダンでは、国立病院主催の放射線医師の読影技術
向上のための教育プログラムを立ち上げ、2013年にU.A.E、サ
ウジアラビア、エジプト、イラク等の医師も参加する大規模なプ
ログラムへ発展させています。また、U.A.Eではマンモグラフィ

な子供はなるべく早い治療が重要です。しかし従来のインフルエンザ検査技

ナやタンザニアでも教育・訓練のための活動を行っています。
ためのトレーニングセンターを設立しました。中東・アフリカ地
域は、欧州など遠隔地まで行かなければ十分なトレーニングが

アフリカでのＸ線画像診断の様子

ドバイのトレーニングセンターで
は、FUJIFILM Middle East FZE
のスペシャリストによる詳細なアプ
リケーショントレーニングを実施し、
高度な専門知識を伝えている

術では、発症して時間がたちウイルスの数が増えるまでウイルスの有無を確
写真現像の銀増幅技術により、
感染症検査を進化させた
「富士ドライケム IMMUNO AG1」
。簡単操作で感染
症の迅速検査を支援する

銀の増幅反応によって目印の大きさを大きくしたことで、発症初期のわずかな

レーニングなどのほか、正確な診断に向けたアプリケーション

ウイルスでも見つけられる可能性が高くなったのです。さらに機械が自動判

トレーニングも実施、撮影のポジショニングや絵づくり、低線量

定するため、目視判定のように個人によって誤差が生じる心配もありません。

で高画質な像を得るための方法など、詳細にわたるトレーニン

現在、このようなPOCT※検査は、手軽に誰でも扱え、結果もわかりやすい

グを行っています。各国の代理店エンジニアがこうした高い知

ことから、新興国への普及も期待されています。日本では医療の進歩により

識を習得することで、機器設置や導入後の質の高いメンテナン

2013年にドバイで行われたKTT
（knowledge transfer training 2013）
の様子で、中東及びアフリカの19カ国から75人が参加
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の伝達を行うことで、新興国での医療環境改善に貢献してい
きます。

イケム IMMUNO AG1」
に採用したのが、富士フイルムが持つ写真を現像す
印
（金コロイド抗体）
を使って検出していましたが、その目印に銀を吸着させ、

取得のために、受講者のレベルに合わせた座学や実際の設置ト

富士フイルムは、こうした最先端の製品の普及と技術・知識

認しにくく、感染判定が困難なことが課題となっていました。そこで
「富士ドラ
る時に銀を増幅する技術です。従来は、インフルエンザウイルスに反応する目

受けられなかったからです。ここではX線画像診断機器の知識

ス、正確な画像診断のサポートができるように訓練しています。

2

インフルエンザ患者の多くは、子供たちや高齢者。特に抵抗力のない小さ

の撮影を行う放射線技師の教育プログラムを作成・実施、ガー
2013年7月には、U.A.Eのドバイに各国代理店エンジニアの

重点課題

感染症による死亡はかなり減少していますが、特にアジア、アフリカなどは、
従来はウイルスに目印となる金コロイド抗体を結合さ
せ判定を行っていたが、その目印に銀を吸着させて、さ
らに大きくする高感度検出技術を開発。直径約50nm
の金コロイドの周りに銀が増え、数十秒で直径約100倍
に膨れあがるため、ウイルスが微量でも発見しやすい

まだまだ感染症による乳幼児の死亡率が高く、今後は世界各地の感染症の
早期発見に役立てていきたいと考えています。
※POCT
（Point of Care Testing）
：POCTは、処置室・診察室、集中治療室、ベッドサイトなど、
患者さんに近いところで迅速に実施可能な検査の総称
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重点課題
重点課題

1

1

検査画像を効果的に利活用できるシステムで
地域医療連携、正確・迅速な診断を支援

重点課題

2

富士フイルムは、1983年に世界初のデジタルＸ線画像診

に統合的に管理・運用し、診断や治療を効果的に進めたいと

断システム
「FCR」
を発売以来、医療のデジタル化を積極的

いうニーズに対応し、さらに活用の幅が広がっています。現

にリードしてきました。また、1999年には医用画像情報シス

在、世界で約4,000件、国内で約1,900件の医療施設に導

テム
「SYNAPSE
（シナプス）
」
を開発。単なる医療情報のネッ

入されており、日本ではトップシェアを占めています。

トワーク化ではなく、富士フイルムの強みとなる画像処理

今後は、CT
（コンピューター断層撮影）
やMRI
（磁気共鳴

技術を生かし、診断目的に合わせて画像を選択・加工できる

画像診断）
などの放射線科の画像に加えて、血管撮影装置

多様な技術を付加。医師の正確・迅速な診断、地域医療連

や内視鏡、超音波画像診断装置など、様々な診療科で撮影

携、救急医療などをサポートするネットワークを構築してき

した画像も含めて統合的に一元管理できる仕組みを構築、

ました。当初はＸ線画像を中心とした放射線科での運用を

さらなる医師の診断精度の向上、地域格差のない医療環

中心にしていましたが、様々な医用画像を診断情報ととも

境の実現に貢献していきます。

医師の診断・治療をサポート

富士フイルムの高度な
画像処理技術で、診断・
治療をサポート

代表例

3 次元画像解析
システムボリューム
アナライザー

類似症例検索システム

SYNAPSE Case
Match

SYNAPSE
VINCENT

医療機関と外部専門医をつなぐ

遠隔読影
ソリューション

地域中核病院と遠隔画
像診断センターを接続
し、検査結果の読影を
サポート
遠隔読影支援
システム

SYNAPSE
Teleradiology

▼3次元画像解析システムボリュームアナライザー
SYNAPSE VINCENT

腎臓解析
腎臓領域、脈管系を
自動または半自動で
抽出し、腎部分切除
シミュレーションが
簡便に行える

1

クリック

スマートトラッキング
事前に学習した血管
情報を考慮し、血管
と判断された箇所を
選択的に抽出。骨と
隣接する場所でも1
クリックで抽出可能

富士フイルムの画像認識技術により、2次元の画像であるCT・MR画像から3
次元画像を合成。画像処理技術や解析技術で臓器の自動抽出、骨除去など
を実現し、精度の高い術前シミュレーションを可能にした。これにより、手術
時間短縮、正確性の向上に貢献し、患者さんの負担も軽減することができる。
2008年の発売以来、日本では約1,000施設に導入されている。
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紙・デジタルに関わらず文書を管理するノウハウをヘルス

とで医薬品の早期開発を進める
「治験ネットワーク」
の活動

ケア分野でも活用。様々な診療関連記録をドキュメント形

に役立てています。また、2014年からは地域病院の治験

式で集約し、医療機関をはじめとしたヘルスケア業界をネッ

業務連携を行うシステムも試験的に開始、医薬品開発のス

トワーク化することで、効率的・有効な情報共有とコミュニ

ピードアップと質の向上に貢献していきます。

ケーションを図る提案を進めています。地域包括ケアをは
じめとした今後の医療向上には、医療機関の連携が必須と
考えられるからです。そして、その有効な活用策の一つが
「治験」
とは、医薬品もしくは医療機器が製造販売できる
ようになるまでに必要な臨床試験のことで、多くの患者さ

を効率化するネットワークや文書管理システムを開発。治

病院と院外の専門医を
携帯端末でつなぎ、救
急医療時の診断や治療
をサポート
遠隔画像診断治療
補助システム

SYNAPSE ERm

部門
システム

院内診療所と地域中核
病院（検査実施施設）
の連携をサポート

代表例

循環器画像／レポート
管理システム

SYNAPSE
CardioVascular

代表例

地域医療連携サービス

C@RNA Connect

クリニック

お客様 PC

インターネット
VPN

クリニック

専用
ワークステーション

インターネット VPN
リモートサービス
ACTIVELINE

クリニック

病院内 NW

管理端末 管理端末

V 保険薬局

Z 介護センター 介護記録・
ヘルスケア情報の
診療記録など 長期保存と活用 治験関連文書

W 製薬企業

ドキュメント形式で
情報を流通・保管

※DACS：Document Archiving and Communication Systemの略
で、大阪大学医学部附属病院 医療情報部が提唱しているコンセプト

ISA
画像情報
システム
SYNAPSE
Enterprise-PACS

オーダリング
システム

地域医療連携 NW

患者さんに身近な地域の診療所と中核病院を連携することで、理想的な病院
と診療所の機能分担
（医療連携）
を図るシステム。独立行政法人国立病院機構
埼玉病院は地域の診療所と、2005年より各種の画像診断、専門医による外
来診療などをインターネットで24時間いつでも予約できるシステムを構築。
現在では、全国85の基幹病院と1,300の連携診療所・病院と連携している。

重点課題

3

治療方法が見つかっていない疾病は、新薬創出が切望され

発を目指しています。さらに、外部機関との協働※も積極

ています。しかし新薬の開発は、市場投入まで平均10年も

的に推進し開発速度を早め、少しでも早く画期的な新薬を

の歳月を要するにも関わらず、開発成功率が10％にも満た

世に送り出すことで、世界の医療環境改善に貢献していき

ないなど、難易度が高くリスクもあるため、継続的に開発で

ます。

きるのは世界でも限られた企業しかありません。

※外部機関との協働
T-817MA：全米最大のアルツハイマー型認知症の研究機関であるAlzheimer's
Disease Cooperative Studyと2014年6月から共同で臨床試験をスタート。
2014年3月から京都大学iPS細胞研究所と共同研究を開始。
FF-10501,FF-10502,FF-21101：がん領域で世界トップレベルの研究・治
療施設である米国テキサス州立大学 MDアンダーソンがんセンターと2014
年から臨床開発を実施予定。

▼富士フイルムグループのパイプライン
病院

VPNルータ

処方箋・
処方記録など

診療記録・
Y 診療所
（紙カルテ運用） 処方箋など

的ニーズが非常に高いがんを中心とする領域での新薬開

ループ内に多様な技術を有しています。こうした異業種参
逆紹介・
検査結果報告

A 患者

てはいるものの、がんやアルツハイマー病などの根本的な

術に加え、放射線医薬品やバイオ医薬品、再生医療などグ

インターネット
SSL

患者個人の
関連文書

入だからこそ持つ
“技術の幅”
、新たな発想を強みに、社会

技術、解析分析技術、ナノ分散技術など最先端の化学技

厚生労働省
ガイドライン準拠
IPSec+IKE 暗号化方式
インターネット VPN

診療記録・看護記録・
治験文書など

近年、医療技術の進歩で様々な疾病の治癒が可能になっ

富士フイルムグループは、写真材料開発で培った合成

▼地域医療連携サービスC@RNA Connect

患者紹介
検査予約

X 病院

“アンメットメディカルニーズ”
に対応し
がんを中心とする領域での新薬開発を目指す

クラウド
サービス

院 内 の 様 々 な ネット
ワークをつないで画像
や情報を共有

DACS※コンセプトを発展させたヘルスケア連携のイメージ

んに協力していただく必要があり、膨大な時間と労力が必

院内・院外で情報を共有

救急
ソリューション

▼ヘルスケア分野におけるドキュメント管理全体像

治験業務の効率化です。

た。こうした背景から、複数の病院が連携して行う治験業務

医療用画像を診療情報と
ともに保存、必要に応じて
様々な形で読み出し、利
用することが可能

SYNAPSE
（シナプス）

医用画像・診療情報を
統合し、医師の診断を
サポート

験実施医療機関をつなぎ、集合体として治験を受託するこ

な特別な分野は新薬開発が進まないという課題がありまし
あらゆる医療ITの中核となる
医用画像情報システム

3D画像解析
システム

富士ゼロックスは、ドキュメント・ソリューションで培った

要です。このため患者数が少ない、特に小児治療薬のよう

▼富士フイルムグループの医療IT

診療統合
ソリューション

治験業務のネットワーク化で
医薬品の早期開発をサポート

開発番号

薬効

2014年6月現在
剤形

地域

開発段階

T-705
T-3811
T-2307

抗インフルエンザウイルス薬

経口

米国

PⅢ実施中

キノロン系合成抗菌薬

経口

中国

承認申請中

抗真菌薬

注射

米国

PⅠ終了

T-817MA

アルツハイマー型認知症治療薬

経口

米国

PⅡ実施中

日本

PⅡ実施中

T-4288
ITK-1

マクロライド系抗菌薬

経口

日本

PⅠ実施中

抗がん剤
（前立腺がん）バイオ医薬品

注射

日本

PⅢ実施中

FF-10501

抗がん剤
（血液がん）

経口

日本

PⅠ実施中

FF-21101
FF-10502
F-1311

抗がん剤
（難治性固形がん）
（Armed抗体）バイオ医薬品
抗がん剤
（難治性固形がん）

放射性医薬品
（前立腺がん診断用）

米国

PⅠ準備中

注射

米/欧/日

非臨床試験実施中

注射

米/欧/日

非臨床試験実施中

日本

PⅠ実施中

富士フイルムでは、血液がん向
け抗がん剤の新薬
「FF-10501」
、
難 治 性 固 形 が ん 向 け の「 F F 1 0 5 0 2 」、同じく抗 が ん 剤 で
Armed抗体医薬品
「FF-21101」
などが臨床段階に入っている。富
山化学工業の抗インフルエンザ
ウイルス薬
「アビガン錠
（T-705）
」
は2014年3月に国内で製造販売
承認を取得。アルツハイマー型認
知症治療薬｢T-817MA」
は日本
で第II相臨床試験を2014年5月
末より開始している。

※持分法適用会社の協和キリン富士フイルムバイオロジクスのFKB327
（アダリムマブバイオシミラー）
は、計画通り2013年4月に欧州でフェーズⅠを開始
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重点課題

事業を通じた社会課題の解決

Part

3

重点課題1

生 活

目標

富士フイルムは1934年の創業以来、一貫して
「写真文化」
の普及・
発展に向けて取り組んできました。そして、その思いをさらに強めたの
が、東日本大震災後に開始した
「写真救済プロジェクト」
です。この活動

心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

を通じて、写真のもつ思い出や感動を自分自身だけでなく家族・友人

目標 （1）
貴重な文化・芸術作品の伝承への貢献
（2）
地域コミュニケーション活性化のためのソリューションの開発
（3）
思い出をカタチにし人生を豊かにする写真製品の普及

5％

富士フイルムグループの創業の原点である写真には、思い出をカタチに残し、人生を豊かにする力
があります。2011年の東日本大震災で行った
「写真救済プロジェクト」
により、その思いは強くなり
ました。復興支援活動のなかから生まれた
「遠野みらい創りカレッジ」
では、これからの地域活性化
のあり方を模索しています。写真、ドキュメントによるコミュニケーションの活性化、文化遺産を後
世に伝えること、社会にとって重要なデジタルデータの安全な保存、事故や犯罪の少ない安全な社
会で、誰もが人々とのつながりをもち、心豊かな人生をおくることへの貢献を目指し、新たな製品、
サービスを開発し、社会に普及させていきます。

万人

世界のうつ病患者数

3億2,000

安全、安心な社会づくりへの貢献

重要情報の長期保存、防犯、情報セキュリティ向上、社会インフラの安全性向上
に寄与する製品の普及

重点課題2

約

2

【世界の人口に占めるうつ病患者の割合】

世界各国に人気が広がっている
「チェキ」
。写真はポーランドの
店頭風景
2014年2月に発売されたその場で
チェキフィルムに出力できるスマー
トフォン用プリンター“スマホ de
チェキ”
「instax SHARE SP-1」

重点課題

1

メタル磁性体

ネットワーク化・デジタル化が進

携帯電話やスマートフォンの普及で、気軽に写真を撮る人が増えて
いるなか、
プリント普及のきっかけとして楽しみ方が広がっているのが、

られる手軽さが、フィルムカメラを知らない世代にも支持を得て、現

積され、管理しなければならない

なっています。そこで、改めて注目さ
れているのが、米国・グーグルもバッ

2012年に発売された新世代磁性体バ
リウムフェライト
（BaFe）
を使った大容量
テープ
「LTO Ultrium 6カートリッジ」

クアップに採用している磁気テープです。データ保存手段としては、既

BaFe磁性体の特徴
●高容量化：粒子を微細化できることで、より多くの磁性体を
敷き詰めることができるようになり、高容量化を実現
●長期保存性：BaFe磁性体は元々酸化物なので、劣化の原
因となる酸化が起こらず、30年という長期保存が可能
●記録安定性：周波数特性に優れており、記録・再生精度が
高いうえ、安定したデータの書き込みが可能

富士フイルムが開発した新世代磁性体バリウムフェライト
（BaFe）
の登
場により大容量化を実現。しかも磁気テープは、ハードディスク
（HDD）
の寿命が数年とされるなか、30年以上の長期保存が可能。コストも安
く、環境負荷が少ないなどのメリットがあり、今や貴重なデータを大量
に、しかも安全・確実に保存できる媒体として期待されています。

▼ある企業のメールアーカイブ5年間を想定
（消費電力をCO2排出量に換算）

磁気テープに情報を記録するのは、テープ表面の記録層に含まれる
磁性体という微粒子です。この磁性体の粒子数が多いほど記録密度を

CO2排出量（業界6社の製品利用時平均値）

約1/3

に過去のもの、記録容量が少ないと思われていた磁気テープですが、

増やせますが、これまで使用されていたメタル磁性体には技術的に限
約1/30

界がありました。富士フイルムはこの限界を早くから予想し、1992年か
らBaFe磁性体の開発を開始、多くの課題を克服して製品化に至りまし
た。2014年には、最先端のBaFeテープを用いて、LTOカートリッジ1巻

SATA2年
-Tape3年

SATA1年
-Tape4年

Tape5年
出典）JEITA

常時通電してディスクを回転させるHDDに比較して、磁気テー
プメディアは通電の必要性がないため、消費電力が抑えられ、
CO2排出量の削減にも貢献できる
資料：JEITA テープストレージ専門委員会

Sustainability Report 2014

当たりの記録容量が従来の約62倍の154テラバイトの実用化可能性を
IBMと実証。磁気テープとしては世界最高のデータ容量を記録・再生で
き、今後、実用化に向けてさらなる研究開発を進め、情報化社会の重要
情報保存に寄与していきます。

また、
「アルバムカフェ」
や
「Year Album
（イヤーアルバム）
」
など
のアルバムを作る楽しみを普及する活動も積極的に行っています。
2012年3月から開始したYear Albumは、写真店や自宅のパソコン
で、
撮りためているたくさんの画像から誰でも簡単にオリジナルのフォ

Year Albumは、日本経済新聞
社が主催する
「2013年日経優秀
製品・サービス賞 優秀賞 日経
MJ賞」
を受賞

み、あらゆる情報がデータとして蓄

BaFe磁性体

データの管理や保存方法が課題と

FUJIFILM Holdings Corporation

本来の楽しみ方を伝える
「フォトルネッサンス」
運動を推進しています。

て発売したチェキは、写した写真をその場でプリントでき、人にもあげ

日本だけでなく、中東な
ど広く海外にもアルバム
文化を広げる活動を行っ
ている

大容量化を可能にした磁気テープの革新的技術で
情報化社会の重要情報をバックアップ

データ容量が急速に増加、膨大な

22

生を豊かに」
をコンセプトに、
「撮る、残す、飾る、そして贈る」
という写真

拡大しています。

▼メタル磁性体とBaFe磁性体のサイズ比較

SATA5年

ていくことの使命を改めて実感し、2013年から
「写真のある生活で人

在日本のみならず東南アジア、オセアニア、欧米など世界中に人気が

ストレス社会といわれる現代では子供か
ら高齢者までが多くのストレスを抱え、
うつ病などの現代的病理や自殺者の増
加に大きく影響しているといわれる。健
全な社会づくりのためには、安心・安全
な生活とともに、心の支えとなる人や地
域とのコミュニケーションの重要性が改
めて問われている。

SAS5年

とも分かち合える喜び、
「思い出をカタチに」
して残す大切さを訴求し

「チェキ」
です。世界初のカードサイズインスタントフォトシステムとし

全国各地の子育てママを中心とした
ファンが、手作りアルバムの楽しさを
自ら発信する
「アルバムカフェ」

出典）2012年世界保健機構（WHO）

（t）
16
14
12
10
8
6
4
2
0

“思い出をカタチに”する写真プリントを通して
人生を豊かにする写真文化を世界に普及

重点課題

1

トブックを自動で作成できます。2014年2月には写真の新しい楽しみ
方を提供する初の直営写真店
「WONDER PHOTO SHOP」
もオープ
ン、今後もより多くの方々に写真を通して
「心豊かな人生」
を感じてい
ただけるよう、新しい商品の開発や普及活動を行っていきます。

セキュリティを高める高画質レンズで
安全・安心な社会づくりをサポート

世界で初めて6メガピクセ
ルの高解像監視カメラに
対応した監視カメラ用レン
ズ「FUJINON DV2.2×
4.1SR4A」
（2014年発売）

豊かな社会や生活の実現には、安全・安心が保たれていることが重要です。
近年は、大災害や事故の多発、治安の悪化など、社会の安全・安心を脅かす要
素がこれまで以上に顕在化し、セキュリティ強化へのニーズが高まっています。
富士フイルムは長年にわたって多様なレンズを開発。最高画質を誇るその品質
から、テレビ放送・映画撮影用レンズはもちろん、携帯電話用カメラレンズ、自
動車の車載カメラ用、宇宙衛星用など様々な用途で使われ、監視カメラ用レン
ズにもその威力を発揮しています。2014年には、高解像監視カメラと組み合
わせることで、細部まで高精細な6メガピクセルの高解像度で監視画像を撮影・

HDレンズ

SDレンズ

記録できる
「FUJINON DV2.2×4.1SR4A」
を発売。鮮明な高画質画像が得ら
れ、監視機能を強化することが可能です。監視カメラシステムは、コンビニエ
ンスストア、ATM、オフィス、マンション、交通機関、学校・駅・空港などの公共
スペース、河川や海岸の防災用などと、設置される場所も用途も広がっていま
す。富士フイルムは、遠距離監視が可能な高倍率ズームレンズ、24時間監視
が可能な昼夜兼用レンズ、超広角の魚眼レンズなど、豊富なラインナップでお
客様の様々なニーズに応え、社会のセキュリティ向上に貢献していきます。

FUJINON HD
（High Definition：高精細・高解像度）
レンズは、従来のSDレンズに比べて解像力が大幅に
アップ。顔の表情から服装の特徴まで、詳細に確認す
ることが可能

※SDタイプカメラとHDタイプカメラにそれぞれ対
応したレンズを装着し撮影したイメージ画像
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産官学民連携で地域のみらい創りを目指す
「遠野みらい創りカレッジ」

重点課題

2

動の延長として、2014年4月に開校したのが
「遠野みらい

富 士 ゼ ロックス

創りカレッジ」
です。

は、地域社会への貢
献を重 要テーマの

同カレッジは、富士ゼロックスのノウハウである課題を抽

一 つに掲 げていま

出し、総意を形成するコミュニケーション技術を活用し、市

す。サステナブルな社会の実現には地域の果たす役割が大

や住民、NPOなど様々な方々が対話を繰り返した結果、遠

きく、地域課題に企業が目を向け、事業を通じて解決モデ

野市のみらい創りを担う事業として生まれたものです。遠

ルを提案することが、グローバル規模の社会課題解決、さ

野市の主要施策と産官学・地域の連携交流拠点、さらには

らには企業価値向上につながると考えるからです。

災害時の防災拠点として、富士ゼロックスと遠野市が協働

旧遠野市立土淵中学校の建物を使用。閉校し
た校舎の有効活用事例としても注目される

東日本大震災の際は、2011年10月に復興推進室を発

でプログラムの構築・運営を担い、対話や研修、グループ

足。岩手県盛岡市に拠点を構え、釜石市を中心とした沿岸

ワークなどを通して、地域の発展、文化保護、産業創出、人

被災地と被災地支援を行う遠野市での復興推進を軸に活

材育成などに結びつける活動を推進していく予定です。

動。地域現場に深く入り込むことで課題を導き出し、釜石で

今回の復興推進で実現した地域の潜在的な課題を解決

は地域医療を包括的にケアする仕組みとして患者情報統

し事業化に結び付ける試みは、今後他の地域にも拡大すべ

合システムを開発・提供しました。こうした3年にわたる活

く、活動の継続を目指していきます。

▼遠野みらい創りカレッジの役割
活動主体

活動内容

平時

富士ゼロックス

有事

企業・大学・
研究機関

コミュニティ・
ＮＰＯ・ＮＧＯ

2014年4月から様々なオープンカレッ
ジのプログラムがスタート

重点課題

2

●

地域未来研究・
創造活動、発信

●

災害時防災
拠点としての
機能強化

防災拠点

防災センターと連動し、医療関係者等のボランティア拠点としての機能 等

グリーンツーリズムセンター 地域資源を活用した体験・学習型遠野ツーリズムの確立
● ６次産業化・製品加工販売 伝統野菜・食材を使ったメニュー開発や、特産品開発・加工製造販売等
● レストラン・簡易滞在
長期滞在環境の提供、及び伝統野菜や食材を開発・提供するレストラン等
●

遠野市の持続的
な地域活性

目標

富士フイルムグループは、身近な紙の情報を電子情報と融合し、さらにはクラウドサービスやモバ
イルソリューションとシームレスに統合することによって、社会のコミュニケーション環境を進化さ
せてきました。デジタルデバイドを意識することなく、誰もが容易に様々な形態の情報にアクセス
し共有することにより、オフィスや行政機関、教育や医療の現場など、あらゆる場所のサービスのあ
り方や働き方の可能性を広げていく。そのような
「人」
を中心においた価値あるコミュニケーション
を通じて、新たな時代の多様な働き方を支援していきます。

政策目標

30％
【指導的地位に占める女性の割合】
2003年男女共同参画推進本部による決定

重点課題

1990年に国連の経済社会理事会が採
択したナイロビ将来戦略勧告では、
「指
導的地位に就く婦人の割合を、1995年
までに少なくとも30％にまで増やす」
と
され、日本は2003年に
「社会のあらゆる
分野において、2020年までに、指導的
地位に女性が占める割合が少なくとも
30％程度になるよう期待する。」
という
目標を男女共同参画推進本部において
決定した。女性の割合30％は国際的な
目標値ともいえるが、日本ではまだ30％
に達しない分野が圧倒的に多く、女性が
活躍できる多様な人が働きやすいダイ
バーシティーは、早急に対応すべき重要
課題といえる。

1

の提供方法を研究し、約3年間、延べ10カ所の観光地で実験

ンツールとしての可能性も期待されています。

を実施、2013年にスマートフォンを利用した
「観光音声ガイ

なお本サービスは、地域の人と観光客とのコミュニケー

ドサービス」
を商品化しました。観光客は地元ガイドが同行し

ションを生み出す新しい観光の仕組みを日本各地で提供し、

ているような生きた情報にふれることができ、観光情報に加

持続可能な社会づくりに貢献している点が評価され、公益財

えて地元お薦めの店舗情報や道案内など、地域のオリジナリ

団法人日本デザイン振興会が主催する
「2013年度グッドデ

ティの高い情報を得ることができます。多言語
（英語・中国語・

ザイン賞」
を受賞しました。

・端末アプリケーション
・コンテンツ制作ツール
・クラウドサーバー
・専用端末

提供
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運用者

・コンテンツの
制作と更新

・端末貸出／返却
・端末管理

管理者

・制作者の管理
・制作ツール管理

貸出

シームレスな情報ネットワークの構築により
働く場での最適なコミュニケーションをサポート

グローバル規模で深刻化する様々な社会課題を解決していくためには、企業内だけにこだわ
らず、産官学民など様々な組織が連携し、技術と知恵を集結していく必要があります。富士ゼ
ロックスは、こうした多様なコミュニケーションを可能にしていくためのソリューションを提案。
右下図の3つの領域を柱に、新たな価値を生み出すコミュニケーション環境を支援しています。

自由度の高い働き方を実現するモバイルワークを支援
時間や場所にしばられず、自由かつタイムリーにコミュニケーションする方法として、モバイ

末向けの新しいアプリケーションソフトウェアや外出先での文書印刷を実現するサービスを提供

全注意喚起情報の発信など、地域の新たなコミュニケーショ

制作者

時間や場所に左右されず、個人の専門性や生活設計に応じた働く環境を作るソ
リューションの実用事例の創出と拡大

富士ゼロックスは、オープンな働き方を支援するソリューション・サービスとして、タブレット端

います。富士ゼロックスは観光客に満足度の高い観光ガイド

観光客
音声ガイド利用

ダイバーシティーの促進

動に伴うエネルギー消費が削減され、CO2発生量の削減に役立つという効果もあります。

韓国語）
でのサービスも可能です。また、地域住民向けの安

地方自治体・観光協会・地元のNPO団体
コンテンツの作成と運用

企業内外のコミュニケーションを促進するソリューション・サービスの導入や提
供事例の拡大

重点課題2

目標

情報の壁を越えるコミュニケーションの促進

ルワークの重要性がますます高まっています。業務の効率化やスピードアップだけでなく、移

日本各地で、地域活性化のための観光施策が模索されて

FUJIFILM Holdings Corporation

3

重点課題1

働き方

地域社会への貢献を目指し
地域と観光客との新たなコミュニケーションを提案

富士ゼロックス
システム提供

24

平時

遠野市

企業・研究・社員研修 企業・団体等との連携による交流・研修事業の展開
大学（教育・研究）との連携 オフキャンパス・ゼミ合宿・留学生研修の誘致など
● 民俗学研究・発信拠点 民俗学や遠野物語に関連する遠野文化の学習・体験・情報発信拠点
●

事業を通じた社会課題の解決

Part

地方自治体は制作ツールを利用
し、あらかじめガイドしたい場所
の位置情報とテキストコンテン
ツをクラウド上のサーバーに登
録。観光客は、地方自治体が貸し
出すスマートフォン端末用のア
プリケーションと音声コンテンツ
が搭載されたスマートフォンを
持ち自由に散策し、登録された
観光スポットに近づくと、自動的
に観光案内を聞くことができる

しています。モバイル環境でも、簡単にかつ高いセキュリティ環境の下で社内との情報共有が可
能で、自治体、大学、店舗などの公共スペースに設置されている
「パブリックプリントサービス」
と
▼モバイルワークを支えるソリューション・サービス

統合

シームレス

文書取り込み/閲覧/編集/印刷：
・モバイル統合アプリケーション

外出先プリント：
・パブリックプリントサービス

写真

つなげることで印刷にも対応します。オフィス、モバイル、パ
ブリックプリントをシームレスに連携させ、
「欲しい情報を、欲
しい時に、欲しい形で活用」
できる環境を整えることで、より
自由度の高い多様な働き方をサポートしていきます。
▼最適なコミュニケーション環境構築に向けて提供するソリューション

付箋
フリー
ハンド

情報や業務の流れを
最適化する

連携

● 現状分析（フローとストック）

業務・基幹システムとの連携

● 運用体制・ルールの決定

IT機器を
最適化する
社内外情報共有：Working Folder
+
ドキュメントワークフロー：DocuWorks
ドキュメントトレイ オプション

（便利・安心・安全）

● 現状分析
（IT資産）

● IT基盤の選定・構築
● IT基盤の運用

オープンな働き方を
支援する
● モバイル環境を駆使した

場所や時間を選ばない働
き方の実現

FUJIFILM Holdings Corporation
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多言語コミュニケーションをサポートする
「スキャン翻訳サービス」
近年、様々な分野でグローバル化が進み、海外との資料のやり取り、多国籍で行われる会議
など、母国語以外の文書を活用する機会が増加しています。英語中心とはいえ、より質の高いコ

日本語から英語、中国語
（簡
体字、繁体字）
、韓国語での
双方向の翻訳に加えて、英
語から中国語
（簡体字、繁体
字）
や韓国語へのダイレクト
な翻訳が可能

ミュニケーションを図るためには、ローカル言語も必要な場面がしばしばあります。しかし、デジ
タルテキスト以外の機械翻訳は難しいのが現状です。
富士ゼロックスが提供する
「スキャン翻訳サービス」
は、オフィスのインフラとして広く普及している
複合機と連動しており、コピーを取るような感覚で紙文書や電子
文書を他言語に翻訳することができます。電子文書はもちろん、

翻訳されて複合機に出力

紙文書を
翻訳したい

本や配付物などの印刷物になった文字情報すべてが対象となり、
業務の効率化はもちろん、一つの文書を共有することで、異なる
母国語を持つ人同士の意思疎通がスムーズになります。今後も翻

原文：
中国語

訳精度の向上、より多くの言語への対応を図り、ダイバーシティー

電子文書を
翻訳したい

に必要な多言語コミュニケーションに貢献していきます。

重点課題

2

「原文」
を複合機でスキャン

翻訳開始

文書のレイアウトが保たれたまま翻訳文書にすることができます。

スキャン翻訳
レイアウト
サービス
そのままに
文字を翻訳

DocuWorksの
中国語 日本語
「原文」
、PDFの
「原文」
を
アップロード
（クラウドサービス）

働き方の多様化、女性の活躍支援を実現する
新たなサービスの提供

ビジネスにおけるグローバル化が進むなか、企業がサス

的生産性向上のサービス等のノウハウを生かしてこの課題

テナブルに成長していくためには、多様な人材を生かせる

を解決。場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ができる

組織づくりが求められています。しかし日本は、諸外国に比

テレワークを導入することで、知識や経験があっても様々

べ女性の活躍の場がなかなか広がらず、女性の仕事と家庭

な条件により働けなかった人と、KPOのマッチングを実現

の両立、働き続けられる環境づくりが大きな課題となって

する新たなアウトソーシングの仕組みを提供します。企業

います。

で正規雇用にて働いていた優秀な潜在労働力
（子育て中の

こうした背景から、富士ゼロックスが取り組みはじめてい

女性、専業主婦、高齢者など）
が多く存在する都市郊外在住

るのが新たな形態のアウトソーシングビジネスで、主な委

者向けに、在宅ワークに加えて、一部拠点を設置し、移動の

託内容をKPO※1としている点が大きなポイントです。これ

負担が少なく、柔軟な就業形態がとれる働く場を提供した

までアウトソーシングの中心だったBPO※2は、主にマニュ

いと考えています。新たなサービスは、企業の知的生産性

アル化できる単純業務であり、KPOは知的作業の準備や

の向上だけでなく、働き手側の柔軟なワークスタイルをサ

データの加工など判断力や専門知識が求められる部分が

ポートし、双方にメリットをもたらします。富士ゼロックスは、

多く、メイン業務でないにも関わらずアウトソーシングが

「働き方変革」
の提案を通して、これからの社会に必要とさ

難しいという問題がありました。しかし現在、欧米企業では

れる女性活躍支援、ダイバーシティー社会の実現に寄与し

KPOの需要が拡大しつつあり、日本でも今後急速に需要が

ていきます。

伸びると予測されています。富士ゼロックスは、これまでド

※1 KPO
（Knowledge Process Outsourcing）
：知的業務委託

キュメント分野で培ってきたアウトソーシング・サービス、知

※2 BPO
（Business Process Outsourcing）
：業務プロセス委託

▼新たなアウトソーシング・サービスで実現するKPO
【企業側】

【働き手】

大企業

業務委託
雇用
ワーカー

BPO
大型・高額だが案件は少ない

新たな市場
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案件は多いが、単価が安い
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● 入力・チェック・運用

● 顧客の期待水準を着実に達成

KPO ：知的プロセス委託

品質保証された間接業務支援

クラウドソーシング

● マニュアル化しやすい業務

● 生産性改善

KPO

中小企業
個人事業主

BPO ：業務プロセス委託

Business Process Outsourcing

Knowledge Process Outsourcing

クラウド
ワーカー

● マニュアル化しにくい業務
● 分析・判断・創造

● 顧客の期待以上の情報解釈
● 付加価値

KPO（知的業務委託）
サービスメニュー例
・市場調査、企業・競合分析
・各種調査・統計分析
・多言語翻訳
・特許調査
・ドキュメント作成（企画・提案など）
・帳票フォーム作成
・ビジネス向けデザイン支援
・各種申請支援 など

