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金属板の太陽と月を六曲一双の右隻と左隻に
配する構成は、室町時代に流行した日月屏風
の形式です。吉祥的な松と鶴を描き、草花は
画面右から左へと季節が移るよう意識されて
います。水辺に憩う真鶴は群青や緑青などで
鮮やかに彩られ、岩の描写などには室町時代
やまと絵系屏風の特徴を見ることができます。

重要文化財　「日月松鶴図屏風」
室町時代・16世紀
三井記念美術館所蔵

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経
営計画の重点事業分野のうち5事業と、それらを支
える人材育成・人材交流について、ご紹介します。
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薄型テレビやパソコン・モニター、携帯電話など様々な電子製品に使われている液晶画面。富士フイルムは
1970年代から、高品質・高機能なフィルムの供給によって液晶ディスプレイの普及拡大を支えてきました。

フラットパネルディスプレイ材料事業での取り組みPart 1

高度な品質管理と的確なニーズ対応で
液晶ディスプレイ用フィルムの進化を牽引

美しい写真の追求が 
最先端の液晶パネルにも生きる

　富士フイルムが生産する写真フィルムは、透明度の高
いベースフィルムの上に、20種類近い乳剤層＊が均等に
コーティングされています。さらに生産効率を高めるため、
すべての層を同時に塗るという極めて特殊で高度な生産技
術が用いられています。富士フイルムのフラットパネルディ
スプレイ材料は、写真技術の優位性を活用し、ディスプ
レイ用に最適化されて開発されました。薄型テレビとして
急速に普及が進む液晶テレビやパソコンのモニターには、
富士フイルムが開発した機能の異なる特殊フィルムが何
枚も使用されているのです。
　富士フイルムは、1970年代の後半、液晶画面を身近
な存在にした液晶電卓の登場からパネル用フィルムの提
供を開始し、その後の液晶モニターやノートパソコンへの
搭載に向けた大型化、カラー化、そして液晶テレビの発売・
普及と、液晶ディスプレイの発展とともに歩み、フラット
パネルディスプレイ材料事業部（以下、FPD材料事業部）
として事業を拡大してきました。
　FPD材料事業部が販売する液晶ディスプレイ用フィルム
の主要製品は、液晶ディスプレイに不可欠な偏光板を保
護するTAC（タック：トリアセチルセルロース）フィルム、
視野角を広げるWV（ワイドビュー）フィルム、画面の反射
を防ぐCV（クリーン・ビビット）フィルムや、色を再現する
カラーフィルター用の転写フィルム（トランサー）などがあ
り、なかでもTACフィルムは世界80%弱、WVフィルム
は世界100％のシェアを獲得しています。
　富士フイルムの液晶ディスプレイ用フィルム材料がお
客様であるパネルメーカーから高い評価を得るに至ったの
は、写真技術の優位性を活用し最適化した製品品質特性
と、供給安定性に加え、お客様とのコミュニケーションを
大切にして市場ニーズの変化に迅速に対応、新製品開発、

製品改良・改善をお客様とともに進めてきたためです。
＊  約100種類の有機化合物からなり、その厚さは約15マイクロメートルに相当

強い競争力を生む 
高い品質と的確な生産拡大

　従来から、写真フィルムに使われていたTACが液晶ディ
スプレイ用フィルムとして注目されたのは、他の材料に比
べて透明度が非常に高いことにありました。液晶パネルの
構造は、ガラスやフィルター、フィルムを何層もかさねら
れています。そのため、背面から当てたライトの光が通過
して画面を映し出すには、途中に挟む部材の透明度が高い
ほど、ライトの光を有効に使えます。一方で、TACフィル
ムは天然素材を材料としているため、微細な異物が混じる
という課題があり、それを高度に除去する技術を既に確立
していたため、富士フイルムのTACフィルムが高く評価さ
れました。
　また、画面大型化のニーズや、急増する需要に応える
べく生産能力を積極的に拡大できたことが、富士フイルム
の大きな競争力になっています。多くの部材を集めてつく
られる液晶パネルは、その一つが欠けても生産が止まって
しまいます。また、需要の拡大に迅速に対応できなければ、
液晶パネルの普及拡大を妨げてしまうことにもなりかねま
せん。
　その点で富士フイル
ムは「供給責任」を常に
意識し、液晶パネルの
普及期から、液晶パネ

ルメーカーのニーズや世界的な需要動向をとらえ、生産
体制の的確な増強を行ってきました。そうして需要の急拡
大においてもフィルムの安定供給を続けてきたことが、お
客様からの信頼となり、現在のトップシェアを支えていま
す。

TACフィルムの生産は国内に集中 
需要拡大を見据え世界の各市場に供給

　液晶テレビの大型化と急速な普及により、面積ベース
でのパネルの出荷量はここ数年20％以上の高い水準で伸
び続けていますが、液晶テレビの世界的な普及率はいまだ
30％ほどです。BRICsをはじめとする新興国など新たな市
場への展開や、大型液晶ディスプレイを電子看板（デジタ
ル・サイネージ）として用いるなどその用途には広がりがあ
り、さらに大きな成長が期待できます。そのため、富士フ
イルムは、液晶ディスプレイ用フィルムの拡大する需要を
とらえつつ、お客様のニーズにタイムリーに応えながら、
安定供給を図っていきます。

　FPD材料事業部の中核製品である、TACフィルムや
TACをベースに高機能化したWV、CVなどのフィルムは、
極めて高度な生産技術と品質管理が求められることから、
すべて国内3 カ所の工場（富士フイルム神奈川工場・富士
フイルムオプトマテリアルズ・富士フイルム九州）で生産
し、国内及び世界の各市場へ出荷しています。富士フイル
ム九州には、敷地など生産能力拡充のための余裕は十分
にあり、需要の拡大を見据えながら今後も的確な設備投資
を行っていきます。

営業・開発・生産の一体化 
お客様との関係をさらに強化

　産業用材料である液晶ディスプレイ材料は、お客様で
ある偏光板メーカーやパネルメーカーと一体になった製
品開発が欠かせません。私たちFPD材料事業部では、営
業、生産、研究開発及び生産技術の各担当が定期的に集
まって情報や問題点を共有する一体的な事業運営を進めて
きました。今後も、変化の激しい IT・テレビ市場にあって、
お客様のニーズを開発や生産に素早くつなげ対応すること
で、液晶ディスプレイ普及の一翼を担うとともに、事業の
成長につなげていきます。

富士フイルム
取締役 常務執行役員
FPD材料事業部 事業部長

阿部  久正
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▶液晶ディスプレイの断面図 ▶液晶ディスプレイの総需要(面積）
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▶富士フイルムのTAC生産能力
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TACフィルムはCVフィルム、WVフィルムの支持体としても使用されている

特集／クォリティ オブ ライフの向上

関連ページ　 P.10、11（ フラットパネルディスプレイ材料事業
でのCSR活動事例を紹介）

P.31（国内クレジット制度への参加）
P.32（省エネ技術の積極的導入）
P.66（富士フイルム 神奈川工場 足柄サイト）



製品の省エネルギー貢献
　ブラウン管テレビに比べて置き場所をとらず、重量も軽
いスマートさが魅力の薄型テレビですが、消費電力が抑え
られ環境負荷が少ないことも大きな特長です。
　特に、薄型テレビの中でも液晶テレビの消費電力は、
同じサイズのブラウン管テレビより約30％少ないことがわ
かっています。2009年に世界で販売された全液晶ディス
プレイの出荷面積にあてはめてその省エネ効果をCO2換
算すると、610万トンCO2（約121万世帯の家庭が1年
間に排出するCO2量に相当）になります。
　製品の製造から使用、廃棄までに至るライフサイクルア
セスメントにおいて、テレビは特に電力消費、すなわち使
用時の環境負荷が高いため、ブラウン管テレビが薄型テ
レビに置き換わることで、環境への貢献度は高くなります。
　薄型テレビの普及が日本で本格的に始まったのは2003

～2004年で、2010年には2人以上の家庭で70％の普
及率（内閣府・消費動向調査）になりました。また、海外
においても、薄型テレビが市場の主流を占めています。大
型化や低価格化、画質の向上などによってこれだけの短期
間に急速に普及しましたが、富士フイルムは液晶テレビに

原料調達における環境配慮
　偏光板保護フィルムのTACフィルムや、視野角拡大の
「WVフィルム」、映り込み防止の「CVフィルム」といっ
た液晶ディスプレイパネル向け富士フイルム製品のベー
スとなるTACは、天然のセルロースを原料としています
（原料中のセルロースの占める割合は約5割）。
　現在、世界的に大きな課題となっているのが地球温暖化
につながるCO2（二酸化炭素）の排出抑制です。一方、木
などの植物はCO2を吸収しながら成長するため、廃棄・燃
焼時に出るCO2は吸収した分と相殺されるカーボンニュー
トラルな原料であると認められています。そうした地球温
暖化の抑制に寄与できる製品であることを示すため、富士
フイルムは2006年、TACフィルムをはじめとする5製品
について（社）日本有機資源協会からバイオマス製品の認
定を受けました。
　お客様である偏光板メーカーやパネルメーカー間でも、

生産サイトでの地域との協働
　富士フイルムグループの液晶ディスプレイ用フィルムの
50％以上を生産している富士フイルム九州（熊本県菊池
郡菊陽町）では、地域の方 と々地元の豊かな生活環境を守
るべく、人的な交流や自然環境の保全などに積極的に取り
組んできました。その一環として2010年には、南阿蘇村
が主催する「水田お助け隊」に参加しています。
　同村は、熊本県の代表的な観光地でもある阿蘇カルデ
ラの南に位置し、富士フイルム九州のある菊池郡に隣接。
稲作の盛んな土地ですが、農家の高齢化や後継者不足で
近年、水田の維持が難しくなってきました。「水田お助け隊」
は、そうした危機を乗り越えるために、田植えや稲刈りの
手伝いを南阿蘇村が呼びかけていたもので、富士フイルム
九州では社内に広く告知して、今回は従業員約50名の参
加になりました。
　水田が荒廃すれば、大切な日本のふる里の景色が失わ

高機能フィルムの提供によって省エネルギーにも寄与カーボンニュートラルな原料を調達してバイオマスマークを取得

地域の環境を守る南阿蘇「水田お助け隊」に参加

CASE 3CASE １

CASE 2

CASE 4

欠かせない各種フィルムを開発して、市場に供給すること
で、環境に貢献しています。

グリーン調達などによって自社製品をより環境負荷の少な
いものにしようという
意識が高いこともあ
り、富士フイルムは
適合製品には、製品
ラベルにバイオマス
マークを付けてお客様
にお届けしています。

れるだけでなく、水田の保水機能が低下し、洪水が起きや
すくなったり、湧き水が減るなど、様々な弊害が発生します。
「水田お助け隊」への参加は、地域社会の一員として地元
を支えるための具体的な行動であり、従業員やその家族の
環境意識の向上に役立っています。

バイオマスマークの認定証（上）
と製品ラベルへの使用例（製品名
の下にバイオマスマークと登録
番号を記載）

富士フイルム九州が協力した「水田
お助け隊」の告知パンフレット

田植えの風景

参加者全員で記念撮影

▶  薄膜トランジスタ液晶ディスプレイの出荷量及び 
ブラウン管と比較した場合の電力削減量（試算）

●　CO2原単位■新2工場 ■4工場
■追加削減量 ■目標となるCO2排出量
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TACは液晶ディスプレイの必須部材。
富士フイルムはその8割を供給

121万世帯分のCO2排出量
610万トンCO2分に相当

＊ここでは薄膜トランジスタ液晶ディスプレイの値を使用
試算前提： 液晶ディスプレイの電力は資源エネルギー庁発行の「省エネ性能カタログ

2009年夏版」の32インチのモデル平均値を薄膜トランジスタ液晶ディス
プレイの出荷面積に換算した。また、液晶ディスプレイは同サイズのブラ
ウン管より30％省電力と仮定

製品の含有化学物質の情報提供
　液晶ディスプレイの高機能化が進むとともに、天然素材
を原料とするディスプレイパネル用フィルムにも様々な化
学物質が付加されるようになってきました。一方、フィル
ムを供給する偏光板メーカー等のお客様はグリーン調達
やCSR調達など、環境的・社会的に負荷の少ない原料・
部材の調達に努めており、富士フイルムグループも対応を
強化しています。
　製品に含まれる化学物質については、国や業界などで
規制を定めていますが、従来は各社の独自書式で供給先
のメーカーに含有物質情報を報告していました。しかしサ
プライチェーン全体の立場になれば、独自書式が増えるほ
ど、そのチェックや管理に多大な労力を要するため、FPD

材料事業部では2009年より、富士フイルムを含む日本の
17企業が発起人となって2006年9月に設立したアーティ
クルマネージメント推進協議会（ JAMP）の規準に準拠す
ることとしました。また、FPD材料事業部は、含有物質情
報の客観性を高めるため、製品の供給先である偏光板メー
カー等に、第三者機関の分析証明書も提供しています。

製品の含有物質情報については、第三者機関の分析証明書を提供

お客様に提供する第三者機関の
分析証明書。製品に含有する物
質の濃度やその測定方法などが
記載されている
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フラットパネルディスプレイ材料事業での取り組みPart 1



   

予防～診断～治療に対応する  
総合ヘルスケアカンパニー

　富士フイルムグループが重要な成長分野の一つに位置づ
けているのが、人 の々健康や命に関わる製品・サービスを提
供するヘルスケア事業です。富士フイルムのメディカルシス
テム事業部が「診断」、ライフサイエンス事業部が「予防」、
医薬品事業部と富山化学工業が「予防」と「治療」、放射性診
断薬を手がける富士フイルムRIファーマが「診断」と「治療」
を担うなど、健康の維持、病気の早期発見、そして治療まで
のヘルスケア全般に、独自の技術を生かして対応しています。
　富士フイルムは創業まもない1936年から、レントゲン
写真のフィルムを通じて医療の中でも「診断」と深い関わ
りを持ってきました。その技術は時を経て進化を遂げ、現
在ではデジタルX線画像診断システムや内視鏡、血液診
断システムなどをもカバーするに至りました。さらに、病
院内で患者さんの診断・治療情報を共有する医用画像情報
ネットワークシステム（国内トップシェア）を提供し、同一
病院だけでなく、医療機関連携のプラットホームとしても
活用され、遠隔医療にも役立っています。

メディカルシステム事業医薬品事業

各診断機器の高性能化とともにネットワーク化にも注力拡充が続く医薬品の開発・販売体制
　メディカルシステム事業は「デジタル
Ｘ線を中心とした画像診断機器システム」
「内視鏡」「ＩＴソリューション」「血液診
断」の４つの分野を中心に事業を行ってい
ます。近年、医療機関では画像や診療情
報などを一元管理・運用する動きが目立っ
ており、４つの分野の連携は重要なテーマ
となってきました。
　情報共有の基盤として、私たちはＸ線画
像のネットワークシステム「SYNAPSE＊」を
提供し好評を得ていますが、高度化するニー

ズに応えるため、3D画像や循環器画像、
内視鏡画像など画像の取り扱い範囲を拡大
するとともに、各種検査画像、診断用レポー
トなどを統合的に閲覧できるシステムの提
供を開始。さらに、治療歴や検査歴などの
診療記録も加え、診療・業務など病院内の
幅広い情報を統合管理するITシステムの普
及を進めています。こうした取り組みの強化
を目指し、2009年10月に各機器・システ
ムの開発拠点を一つにまとめたメディカル
システム開発センターを設立しました。

＊  放射線部門向けに開発した、統括的に画像情報を
管理・運用するためのネットワークシステム

　2008年に富山化学工業が加わったこと
で、富士フイルムグループのライフサイエ
ンス事業は体制強化が大きく進み、グルー
プ内における医薬品の技術やビジネスへの
理解も飛躍的に高まりました。富山化学工
業が毎年開催しているシンポジウムには富
士フイルムの技術者も参加し、研究・開発
現場にも人材が行き来して活発に交流。シ
ナジー効果が生まれて創薬に結びつき、毎
年1～2つの新薬が誕生しているほか、新
型インフルエンザ治療薬「T-705」など有

望品目の開発も着 と々進んでいます。
　2009年6月には富士フイルム医薬品研
究所（現 医薬品・ヘルスケア研究所）を設
立。富山化学工業が感染症治療薬を専門
とするのに対し、医薬品研究所では画像診
断やFTD＊技術を核として、主にがん治療
薬の研究開発に取り組んでいます。続いて
11月には富士フイルムファーマを設立しま
した。同社は付加価値の高いジェネリック
医薬品の開発・販売から事業を開始、将来
的には新薬も手がける総合医薬品会社への

発展を目指しています。
＊  必要な成分をバランスよく配合し（Formulation）、
必要な場所に（Targeting）、必要な形で届ける
（Delivery）という、富士フイルム独自の技術コ
ンセプト

写真フィルムで培った技術が 
医薬品やヘルスケアにも生きる

　「予防」領域では健康維持やアンチエイジングに役立つ
サプリメント、スキンケア化粧品なども市場に提供、「治
療」領域では放射性治療薬や医薬品原薬のほか、医療用
医薬品の開発・製造も行っています。
　これら「予防」「治療」領域も従来の事業の延長上にあ
るもので、富士フイルムが写真フィルムの開発・製造を通
じて培ってきた多様な技術の応用から生まれています。写
真フィルムの感光層は、人の皮膚や骨、じん帯などを構成
するたんぱく質の一つであるコラーゲンを主原料としてい
ます。写真フィルムで蓄積された技術は人体のメカニズム
の理解やコラーゲンの人への活用に用いることができます。
例えば、写真フィルムに不可欠な微細な粒子を思い通りに
コントロールするナノ技術は薬の成分の調合などに応用さ
れ、写真プリントの色あせを防ぐ抗酸化技術は、老化やが
んの原因になるとも言われる活性酸素の抑制技術に展開す
ることが可能です。

あらゆる人たちの 
クォリティ オブ ライフ向上のために

　独自の技術を持つことが富士フイルムグループのヘルス
ケア事業の強みです。そして、それぞれの事業部とグルー
プ企業が連携し、「予防」「診断」「治療」の各領域を結び
つけることで、富士フイルムグループの強みはさらに強固
なものとなります。
　メディカルシステム事業部と富士ゼロックスが協働で
行っている、ITソリューションを利用した病院の経営支援
や診療作業の効率化については、さらに各種の医療機関を
ネットワーク化させれば、中核病院と地域クリニックとが
連携した効果的な医療体制を構築でき新興国などでも支
援していける分野です。また、内視鏡と医薬品、または放
射性診断薬、抗体医薬品などを組み合わせることで、患
部だけを集中的に治療する局所療法への可能性が拓けま

す。局所療法は、副作用を抑える効果も期待される一方で、
患者さんの負担軽減にもつながるからです。
　サプリメント等で健康を維持し、診断精度の向上や診療
作業の効率化を図りながら、新たな治療法も開発して、人々
の「クォリティ オブ ライフ」の向上に貢献するために富士
フイルムグループのヘルスケア事業は、今後も積極的な
活動を続けます。

富士フイルム
代表取締役・専務執行役員
ヘルスケア事業統括本部長

高橋  俊雄

関連ページ　  P.14、15（富山化学工業）、P.16（富士フイルムRIファーマ）、 
P.55（ジェネリック医薬品のパッケージ）

関連ページ　  P.44（事業を通じた社会貢献・地域貢献） 
P.17、69（ピンクリボン運動）
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▶ヘルスケア事業の広がり
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●機能性化粧品
　（スキンケア化粧品）

予　防 治　療診　断

●放射性診断薬

●内視鏡 ●放射性医薬品
富士フイルムＲＩファーマ 
(2006年10月～）

●医薬品原薬・中間体
富士フイルム
ファインケミカルズ
(2009年11月～）

●医療用医薬品
富山化学工業
（2008年 3月～）
●ジェネリック医薬品
富士フイルムファーマ
（2010年 4月～）

事業
拡大

事業
拡大

事業の拡大　予防～診断～治療

●X線画像診断
　（ＦＣＲ・フィルム）

●血液診断システム●機能性食品
　（サプリメント）

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
医薬品事業部長

戸田  雄三

富士フイルム
執行役員
ヘルスケア事業統括本部 
メディカルシステム事業部長

中村  和夫

独自の技術とグループの連携により
人々の健康と医療の高度化に貢献
富士フイルムは1930年代からX線フィルムを通じて医療と関わってきました。以来、技術を高め領域を広げ、
予防～診断～治療までの総合力を備えたヘルスケア事業は、グループの重要な成長分野となっています。

ヘルスケア事業での取り組みPart 2

特集／クォリティ オブ ライフの向上



   
富山化学工業

世界有数の有力創薬企業として、異業種連携による新薬創出を目指す
域での世界基準の有力創薬企業として大き
な飛躍を目指しています。
　これまでも富山化学工業は、優れた抗生
物質・合成抗菌剤の開発に大きな実績と経
験があり、人々を感染症から守るという大
きな役割を果たしてきました。現在も、新
規のメカニズムによりインフルエンザ治
療に新しい選択肢の提供が期待される「T-

705」は世界中から注目されています。また、
抗感染症領域だけでなく、中枢・循環器領
域、抗炎症領域にも挑戦しています。未だ

有効な治療薬のないアルツハイマー型認知
症治療薬「T-817MA」やリウマチの根本
治療薬として期待される「T-5224」など有
望なパイプラインを有しています。
　現在、富山化学工業は富士フイルムグ
ループの「治療」領域の中核企業として、
グループ会社が保有する様々な経営資源を
活用して、一層の研究開発力・生産技術力
の強化を図り、世界基準の新薬候補化合
物を安定的に創出する体制構築を進めてい
ます。そして、「新薬開発を通じて世界の

医療の発展に貢献する」ことにより、製薬
企業としての社会的な責任を果たしていき
たいと考えています。
＊  ライブサイエンス＝生命科学（Life Science）を研
究活動の基礎とするだけでなく、まず私たち自身が

“生き生き”（Lively）と働き、
人々に健康で “生き生き”した
暮らしをおとどけしたい、とい
う考えから生まれた造語です

　富山化学工業は「ライブサイエンス＊で
健康文化を創造する」を企業理念に掲げ、
「蓄積してきた研究開発の技術を活かし
て、人々の活力溢れる暮らしを支える」とい
う企業が目指す方向を全社員が共有し、活
動しています。
　近年、IT化の進展による情報量の増大
や高齢化の進展による医療需要の増加に伴
い、国民、患者の医療や医薬品に対する意
識にも変化が見られ、医療や医薬品に対す
るニーズは多様化しています。また、癌や

認知症など、未だ満たされない医療ニーズ
は多数存在しており、革新的な医薬品に対
する期待が高まっています。
　一方、厳しい国家財政のもと、医療費、
薬剤費の抑制策が次々に打ち出され、製薬
産業を取り巻く環境はますます厳しさを増し
てきています。この状況を乗りきるために、
製薬企業には経営のスピード化と抜本的な
構造改革など、自ら“変化”することが強く
求められています。
　こうしたなか、富山化学工業は国内だけ

ではなくグ
ローバルな
開発や海外
販売網の構
築を目指し
て、2008年
3月に富士フ
イルムグループの一員になりました。グルー
プが持つ画像・診断イメージング技術や
FTD技術などの画期的な独自技術、海外
ネットワーク等を最大限に活用し、特定領
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富山化学工業
代表取締役社長

菅田  益司

や地域の方々の目を楽しませるばかりでなく、撮影スポット
として人気がある場所です。

富山ライトレール下奥井電停横の花壇で 
種まき

　富山事業所の最寄り駅である路面電車・富山ライトレー
ル下奥井電停横の花壇に、富山市の市職員の方や富山市
緑を育てる推進委員の方、地域の中学校の生徒さんなどと
一緒に、2006年からこれまで約100名の社員が参加して、
春にはキバナコスモス、マリーゴールドやひまわり、秋に
はチューリップを植えています。花の咲く時期には、乗客

▶富山化学が取り組んでいる研究領域

抗感染症領域

抗炎症領域

中枢・循環器領域

T-817MAの神経突起伸展促進作用
（左側が作用後）

T-817MAの立体構造

T-705の立体構造 転写因子AP-1と
DNAの立体構造

レントゲン写真による
膝のリウマチ

種まきの様子 チューリップが咲いた様子

3つの
研究領域

●抗リウマチ剤

●  アルツハイマー型 
認知症治療剤

●抗細菌剤
●抗真菌剤
●抗ウイルス剤

製薬会社として取り組むCSR（富山化学工業）CASE １

医薬品のライフサイクルを通じた 
環境負荷の低減と、ｃGMPに対応した 
信頼性の高い生産管理の徹底

　製薬会社は、医薬品の研究開発、生産、販売、物流、製
品の使用などの事業活動に伴い、様 な々化学物質、原材料、
エネルギー、水資源を消費しています。
　富山化学工業は、2000年に研究開発・生産の拠点で
ある富山事業所（富山市）で ISO14001の認証取得をし、
2006年には、その範囲を本社（東京）にまで拡大、認証
取得の範囲を富山化学グループ全体としました。“医薬品
のライフサイクルを通じた環境負荷低減”の実現と、環境
への積極的な取組みにより、“企業の社会的責任（CSR）”
を果たしていきます。
　富山事業所には、医薬品の研究を行う綜合研究所と、医
薬品の製造を行う富
山工場が同じ敷地内
にあります。綜合研究
所は、探索研究から開
発研究までの各部門に
おいて相互協力体制を
強化することで、よりス
ピーディーな新薬開発
を目指しています。一
方、富山工場は、自社
開発新薬の原薬から最
終製品までの一貫製造

領域 上市済み医薬品＊1 開発・申請中の薬剤【開発拠点】＊2

抗感染症
●  肺炎等の世界的な標準治療薬と評価されている注射用抗生物質（ゾシン）
● 多剤耐性肺炎球菌などにも優れた高い抗菌活性を持つ合成抗菌剤（ジェニナック）

● 抗インフルエンザ剤（T-705）【日本、米国】
● 抗真菌剤（T-2307）【米国】
● C型肝炎治療剤（T-1106）※基礎研究段階

中枢・循環器 - ● アルツハイマー型認知症治療剤（T-817MA）【米国】

抗炎症 - ● 関節リウマチの根本治療剤（T-5224）【日本】

を担い、世界で最も厳しいとされるFDA（米国食品医薬品
局）の製造・品質管理の基準であるcGMP（current Good 

Manufacturing Practice）に対応した、信頼性の高い生
産管理システムを構築しています。さらに、富山事業所の従
業員は、創意工夫を凝らして積極的に管理改善活動を実施
し、7年連続して文部科学大臣より「創意工夫功労者」として
表彰されています。なお、過去に受賞した創意工夫の改善テー
マは下表の通りです。

▶文部科学大臣賞「創意工夫功労者」受賞の改善内容

受賞年度 受賞者の所属（受賞人数） 創意工夫の改善テーマ

2004 製剤部製剤1課（1） ピローバッファー装置の改善

2005
製剤部製剤1課（2） ムーンセントバルブの改善

製剤部製剤1課（2） フィルターユニットの考案

2006 製剤部製剤1課（2） 無塵帽の改善

2007
製剤部製剤1課（1） 封緘テープ検査機の考案及び

手包装ラインの改善

製剤部注射課（2） 段ボールバッファー装置の考案

2008

製剤部製剤課 （2）  小分け作業台車及びバタフライ
弁のハンドル考案

製剤部製剤課 （1） 顆粒剤の粉体輸送方法の改善

製剤部製剤課（1） ボトル製品包装ラインの改善

製剤部製剤課 （1） 粉粒体異物検査機の考案

製剤部注射課 （2） 注射剤の不良数改善

2009

製剤部製剤課 （1） シート自動供給機の考案

製剤部注射課 （2） ベンチレーションフード
（強制排気装置）の改善

製剤部注射課（1）/
品質管理部検査グループ（1）

無菌製剤製造エリアの清掃・
消毒方法改善

2010
製剤部注射課 （3） トレイ洗浄方法の改善

品質管理部検査グループ（2） 品質試験検査の改善

富山化学工業 富山事業所

＊1最新の契約リストは、http://www.toyama-chemical.co.jp/rd/licenseagreement/index.html
＊2最新の薬剤情報は、http://www.toyama-chemical.co.jp/rd/pipeline/index.html

綜合研究所での実験風景

包装工程製剤工程

特集／クォリティ オブ ライフの向上

ヘルスケア事業での取り組みPart 2
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アルツハイマー型認知症などの診断に有効な
放射性医薬品の開発、製造及び販売（富士フイルムRIファーマ）

乳がん検診の大切さを啓発するためヨーロッパ、アジアでも
「ピンクリボン運動」に参画・支援（メディカルシステム事業）

CASE 2 C A S E 3

念するセレモニーが、ロシアマンモ学会の会長であるDr. 

Rozhkovaの支援で開かれ、キャンペーン活動の総括が
行われました。
　このセレモニーで富士フイルムは、大都市の大病院だ
けでなく、州・市町村の中小に至る病院に対して、乳がん
検診・診断システムの普及や、画像診断を行う医師のス
キルアップに引き続き貢献していくことを誓いました。セレ
モニーは、TV局や雑誌社などマスコミをはじめ多くの著
名人の参加もあり、ロシアでの乳がん検診の大切さを啓発
する機会となりました。

放射性医薬品を用いた、 
アルツハイマー型認知症などの早期診断

　核医学（Nuclear Medicine）は放射性医薬品を用いた
医療分野であり、患者さんの身体的負担の少ない検査方法
及び治療方法です。放射性医薬品は、薬剤に含まれるRI（放
射性同位元素）から放出される放射線を利用して、様 な々疾
患の診断や治療に用いられています。
　核医学検査*1では、放射性医薬品の体内での動きを体外
からガンマカメラと呼ばれるカメラを用いて検出、画像化し
て診断が行われます（SPECT(スペクト)*2検査）。この分野
では、富士フイルムグループの画像処理技術や精密光学技
術など、長年培ってきた技術力と融合させることで、検査・診
断の効率化とスピードアップ、正確な診断支援などにも貢献
することができます。
　下の写真は、富士フイルムRIファーマが扱う放射性医薬
品によるSPECT検査の一例です。SPECT検査により、脳の
血流低下の状態やその部位がわかるため、もの忘れ等の症
状で診断がつかないレベルの初期認知症や軽度認知機能障
害であっても診断が可能です。

イギリスでは大手ドラッグストアと協働 
乳がんケアへの認知と理解を告知

　イギリスにあるFUJIFILM UK Ltd.は、「乳がんケア」
に力を入れている大手ドラッグストア「Boots」に賛同し、
2008年からピンク色のデジタルカメラをBoots限定カ
メラキット（写真）として出荷しています。Bootsの店頭
で期間限定販売され、デジタルカメラ1台を買っていただ
くごとに、FUJIFILM UK Ltd.は5ポンドを乳がんケアの
NPO組織（http://www.breastcancercare.org.uk/）
に寄付してきました。
　また、Boots限定カメラキットの専用デザインBoxに
は、「この商品を買うと、5ポンド寄付されます」というメッ
セージを入れ、Bootsでデジタルカメラを購入する女性
の顧客層に対して、乳がんケアへの認知と理解
を広めることに貢献しています。

中国ではマンモグラフィ検診の 
技術支援から啓発活動へ発展

　中国のピンクリボン運動は、医療機関・大学などに「FCR

マンモグラフィシステム」を貸し出し、放射線技師や医師に
対してマンモグラフィによる乳がん検診の質向上を目的とし
た技術支援を中心にしていましたが、乳がん検診の大切さを
1人でも多くの女性にわかってもらうため、2009年10月に
マスコミを交えたイベントを開催して、活動を拡大させまし
た。乳がんの予防・治療分野で貢献した女性11人を表彰し、
技術支援を行った北京・天壇病院と提携した取り組みを発
表しました。取り組み内容は、行政機関（北京・女性労働模
範委員会）に100人分の乳がん検診無料招待状の配布と、
中国ピンクリボン
情報共有サイトに
DVD「乳がんの予
防知識」1,000枚
の提供です。

百貨店「GUM」のイルミネー
ションがピンクに点灯したのを 
合図に、ピンクリボンキャン
ペーンがスタート

ピンクリボンキャンペーンのセレモニー 
にて、映画スター Ekaterina Strijenova 
(右から2番目)を囲むZAO “FUJIFILM-RU”
などの富士フイルムメンバー

ピンク色のデジタルカ
メラとケースを、Breast 
Cancer Careのロゴが
入った専用デザインBox
に入れた「Boots限定
カメラキット」（左）と、
Boots店頭で使用された
POP（右）

ロシアでは活動報告セレモニーを通じて 
乳がん検診の大切さを啓発

　ロシアにあるZAO “FUJIFILM-RU ”は、マンモグラフィ
の著名なドクターによるセミナーや学会発表等をサポート
する形で、2006年から乳がん撲滅に向けた活動を行って
います。また、モスクワの連邦マンモセンター、サンクト
ペテルブルクの市立診断センター及び州立子供病院に、
マンモグラフィに最適な「FCR PROFECT CS」を導入し
て、富士フイルムのデジタルマンモグラフィの特徴も紹介
してきました。
　2009年のロシアでのピンクリボンキャンペーンは、9

月29日にスタート。10月19日にはキャンペーン終了を記

製造安全性の確保と環境保全にも配慮した 
安定供給の実現

　放射性医薬品は、製造に用いるRIの特性により、有効
期間が非常に短く、脳・心臓・骨の診断に用いられる主力
製品の有効期間は、製造から30時間以内です。そのため、
千葉事業所にある製造工場では、医療機関からの注文に
合わせて毎日製造し、地域ごとに適切な輸送ルートを選択、
トラック便・航空便をフルに活用して、翌朝に全国の医療
機関へ届けています。また、医療機関からの緊急の注文
にも対応できるよう、時間外でも24時間受注が可能な体
制を整え、あわせて羽田空港と伊丹空港の近くに配送セン
ターを設け、若干数の製品をストックしています。
　放射性医薬品の製造では、放射性物質を取り扱うため、
放射線防護やRIの安全な取り扱いが確保され、製造者だ
けでなく運搬従事者の被ばくについても厳重に管理されて
います。また地域の皆様にも安心していただけるよう、製
造工程のRIに関わる排水は工場敷地内から一切出さない
など、環境への配慮も十分に行っています。
　一方、製品である放射性医薬品は、医療関係者の被ば
く低減を図るため、薬剤
をあらかじめ遮蔽体付注
射用シリンジに充填した
プレフィルドシリンジ＊3

製品を主力としています。

乳がん予防・治療で貢献した女性として選ばれた
「Sun Flower Ladyピンクリボン大使」の方々

関連ページ　 P.69（国内でのピンクリボン運動）

＊1  1回の核医学検査における受診
者の被ばく線量は、胸部X線
検査で受ける線量と、胃の透
視検査で受ける線量の中間く
らいに位置しています

＊2  SPECT＝Single Photon Emission  
Computed Tomographyの略

＊3  プレフィルドシリンジとは治療
検査に必要な注射薬が、プラ
スチックガラス製のシリンジ
（注射器）にあらかじめ充填さ
れたもの

遮蔽体付注射用シリンジ

富士フイルムRIファーマ千葉事業所

放射線防護設備を用いた放射性医薬品の 
製造に携わる従業員
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▶  脳血流の低下が認められる部位と脳機能の関係
（健康な人とアルツハイマー型認知症の人との脳の血流状態の違い）

▶Boots 限定カメラキットの販売による寄付額

健常者
62歳、男性

年齢相応
74歳、男性

認知症疑い
60歳、男性

軽度認知症
74歳、女性

画像提供　医療法人相生会　中野正剛先生

記憶などに関連する部位（矢印）の血流低下が認められる

アルツハイマー型認知症の重症度別比較

販売期間 対象デジタルカメラ機種名 寄付額

2008年8～10月 FinePix J12 Pink 約25,000ポンド

2009年9～11月 FinePix J30 Pink 約30,000ポンド

特集／クォリティ オブ ライフの向上

ヘルスケア事業での取り組みPart 2

http://www.breastcancercare.org.uk/


エントリーモデルから高付加価値商品まで
幅広いラインアップで市場ニーズに応える

印刷関連資材で初＊1のカーボンフット
プリント＊2表示 〜CO2 排出量の見える化と削減の取り組み〜

デジタルカメラの販売は新興国で大きく伸びる一方、高付加価値商品の提供も求められています。新興国でのエントリー
モデルを中心とした商品展開とともに、特徴ある独自商品や高付加価値商品の提供でブランド力向上を目指しています。

オフセット印刷用刷版材料「サーマルCTP版」のライフサイクル全体で排出されるCO2量を見える化し、
カーボンフットプリントを表示しています。

電子映像事業での取り組み（市場ニーズに合わせた価値の提供）Part 3 グラフィック事業での取り組み（LCAの視点から、CO2削減に取り組む）Part 4

その負荷を減らすべく取り組んできました。
　PS版の製造工場である富士フイルム吉田南工場では、
PS版製造時の端材アルミを使用して、クローズドループ
リサイクルを実用化させ、「調達」のCO2負荷の削減に
2007年から取り組んでいます。
　クローズドループリサイクルとは、アルミ合金並びにア
ルミ圧延メーカーと協力し、99.5％以上の純度を維持し
て、再びバージン原料と同じ品質のＰＳ版の原料として使
用するシステムのことです。このシステムの導入により、
プロジェクトを開始した2007年から2010年3月までの
CO2削減量は12万トンに達しました。

BRICsをはじめとする新興市場での拡販

　富士フイルムは、エントリーモ
デルのデジタルカメラを開発し、
BRICsをはじめとする新興市場に幅
広く販売することで、急速に販売台
数を伸ばしています。画素・ズーム・
液晶など、カメラとして必要な機能
を絞り込むことで、大幅なコストダウンを実現。また、国・
地域にあった多彩なバリエーションで、市場を開拓してい
ます。
　また、ブラジルでは、現地・委託生産先とのパートナー
シップにより、ノックダウン生産を開始し、市場の要望や
変化に対応しやすい体制を整えました。その結果、BRICs

をはじめとする新興市場での販売台数が対前年1.5倍の
実績を上げました。

3D映像を撮る・観る・プリントする
「FUJIFILM FinePix REAL 3D 
System＊1」誕生

　富士フイルムは、「見たままの映像を、誰でも簡単に撮
影できる」デジタルカメラの開発を目指しており、レンズ、
CCD、画像処理技術など独自の技術により、これまでに
多くの付加価値の高い商品を市場に提供してきました。

「カーボンフットプリント」で、  
製品にCO2量を表示 

　富士フイルムでは、印刷業界の環境意識の向上にも貢献
していくため、経済産業省が推進する「カーボンフットプリン
ト制度試行事業」に募集時から積極的に参加＊3しています。
　その結果、2010年1月にアルミを基材としたサーマル
CTP版で「カーボンフットプリント」の使用許諾を得て、
下写真のように製品に「カーボンフットプリント」を表示し
ています。なお、サーマルCTP版「ECONEX XP-F」の現
像システムは、世界トップクラスの低廃液量を実現し、当
社の従来品（サーマルCTP版「HP-F」）よりも、現像液の
補充量を最大40％削減することができます。
　

CO2排出の全体像を踏まえ  
より効果的なCO2排出量の削減に挑戦  
～PS版＊4の端材アルミの活用～

　富士フイルムグループでは、LCA＊5手法を用いてグルー
プ全体の環境負荷を把握、ライフサイクル全体で発生す
るCO2量を2020年度までに2005年度比で30％削減す
る目標を2010年4月に制定しました。富士フイルムグルー
プが提供する製品の材料・部品のライフサイクルの各ス
テージの環境負荷をCO2に換算した結果、「調達」の負
荷が、他のステージよりも高く（P30参照）、その中でも、
主に「サーマルCTP版」など、PS版の原材料であるアルミ
の環境負荷が高いため＊6、グラフィック事業は、少しでも

　その中でも、2009年8月に発売した｢FinePix REAL3D 

W1｣は、奥行きを表現できる3Dの技術を取り入れ、デ
ジタルカメラとして世界で初めて、3D映像を撮影・記
録できるようにした画期的な商品です。また、3Dビュー
ワー＊2｢FinePix REAL 3D V1｣を利用すれば、カメラ
本体の液晶より大きな画面で、3D静止画・動画を専用
メガネなしで楽しめます。さらに、3D映像を写真プリ
ントとしても保存・保管できるように、プリントサービス
｢FUJIFILM3Dプリント＊3｣も開始しました。
　また、3D映像に関わる富士フイルムの技術やサービ
スを充実させる一方で、3D商品を持つ他メーカーとも
協力しています。3Dテレビでデジタルカメラ｢FinePix 

REAL3D W1｣で撮影した3D映像を見ることができるプ
レーヤー ｢HDP-L1｣も、2010年4月に発売しました。
　富士フイルムは、「人が眼で見たそのままを記録できる」
究極を目指し、今後も3D技術の研究・開発に力を入れ、
社会に商品・サービスを提供していきます。
＊1  「FUJIFILM FinePix REAL 3D System」とは、3Dデジタルカメラ「FinePix 

REAL 3D W1」、3Dビューワー「FinePix REAL 3D V1」、3D画像を写真
プリントにする「FUJIFILM3Dプリント」を、総合システムとして提供する
ものです

＊2  3Dビューワーとは、撮影した3D静止画 /3D動画の裸眼立体視が可能なデ
ジタルフォトフレーム型商品のことです

＊3  3Dプリントは、フジカラーのお店とウェブサイトで受け付けています
（http://fujifilmmall.jp/shop/contents2/3dprint.aspx）

新興市場で好調に販売台数を
伸ばしている

「FinePix A170」

左から、デジタルカメラ「FinePix REAL 3D W1」、3Dビューワー「FinePix 
REAL 3D V1」、「FUJIFILM3Dプリント (イメージ写真 )」

FUJIFILM do Brasil Ltda.
のデジタルカメラ
販売チーム

2008年1-12月実績 2009年1-12月実績

環境配慮設計
プレート
「ECONEX XP-F」

関連ページ　 P.38（環境対応サーマル無処理CTPプレート）

関連ページ　 P.30（気候変動問題への対応）

＊1  2010年2月1日現在、製版・刷版材料、業務用途の印刷用紙やインクな
ど印刷物を作る過程で使用される印刷関連資材において

＊2  製品の「原材料調達」「生産」「流通・販売」「使用・維持管理」「廃棄・リサ
イクル」まで、ライフサイクル全体の温室効果ガスをCO2量に換算した
結果を、製品に貼付して分かりやすく表したもの

＊3  参加内容：製品分類別基準。製品分類ごとに、製品及び製品に含まれる部
品等の対象範囲や、データ収集に関する要件及び範囲などを決めて、PCR
（Product Category Rule：製品分類別基準のこと）を制定するための原
案策定計画への参加

＊4  PS版（CTP版含む）：オフセット印刷で使用される刷版でPre-Sensitized 
Plate（感光層が塗布されている版）の略。CTP版は、フィルムを使用しな
いデジタル方式（Computer to Plate）の印刷システムに使用される刷版

＊5  LCA（ライフサイクルアセスメント）：製品の原料調達から製造、輸送、
使用、廃棄・リサイクルに至るまでの環境影響を評価する手法

＊6  アルミは「電気の塊」の異名をもち、精錬過程で大量の電力を消費します

算出した「CO2量」を表示
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新興市場向け
デジタルカメラ販売台数

1.5倍
アップ

端材アルミのクローズドリサイクルの詳細は、以下で紹介
http://www.fujifilmholdings.com/

ja/sustainability/qol/graphic/activity.html

URL

▶端材アルミのクローズドループリサイクルの流れ

吉田南工場

アルミコイル
（新地金＋再生地金）

アルミ合金メーカー

鋳造

溶解

再生地金 新地金

廃PS版
（端材アルミ）

PS版 製造

PS版 製品出荷

アルミ精錬メーカー

2007～2010年3月のCO2削減量12万トン
（日本の標準家庭約2万4,000世帯のCO2排出量に相当）

アルミ圧延メーカー

特集／クォリティ オブ ライフの向上

http://fujifilmmall.jp/shop/contents2/3dprint.aspx
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/qol/graphic/activity.html


「あつまる  ぶつかる  うまれる」
新たな価値創造をよりお客様のために
2010年3月に誕生した富士ゼロックス R&D スクエアは、多様な技術はもちろん、
企業の具体的な課題が集まり触発を促す“都市型R&D”という新しいスタイルの研究開発を追求します。

ドキュメント事業での取り組みPart 5

ドキュメントを通じた、新たな 
コミュニケーションのあり方を探る

　富士ゼロックスは、1962年にゼログラフィー方式によ
る初めての普通紙複写機を発売以来、情報伝達に革命を
引き起こし、コミュニケーションを飛躍的に進化させてきま
した。コミュニケーションとそこに必ず介在するドキュメン
トは、企業活動にとってなくてはならない、大きな役割を
果たしています。
　だからこそ、富士ゼロックスは、ドキュメントサービス
とコミュニケーションの新たな価値を提供することが、難
易度を増すお客様の経営課題解決への答えを導き出すと考
えています。
　よりお客様視点に立ち、様々な課題を集め、それに応え
るあらゆる技術、知識をぶつけ、そこから新しいものが生
み出されていくことを目指し、富士ゼロックス R&D スクエ
アを、その未来に向けた場として考えています。

お客様視点による、 
新しい研究開発がコンセプト

　お客様は、その活躍の場がグローバルに広がり、かつ
経営課題は大きく複雑化し、しかも解決に許された時間は
限られるという状況に直面されています。
　この難題を解決するために、「あつまる 　ぶつかる 　う
まれる」をキーコンセプトに、人や情報、モノが行き交う
都市の持つダイナミズムを体現する都市型R&D拠点をこ
の3月に開設しました。
　お客様の具体的な経営課題を聞き、富士ゼロックスの
R&D機能と、パートナーとなる研究機関や企業の皆様が
寄り集まることにより、これまで以上に実証的で新しい研
究開発を推進していきます。

価値づくり拠点「R&D スクエア」

　富士ゼロックスは、お客様の期待に沿う新たな価値創造
のために、研究開発拠点を“価値づくり（R&D スクエア）”
と“ものづくり（海老名事業所）”の2カ所に集約しました。
　価値づくりを担う「R&D スクエア」は、都心と隣接する
横浜 “みなとみらい21 ” 地区にあります。近隣に多くの大
学を擁し、国際的な港湾都市の歴史とともにアジアの玄関
である羽田空港に近く、さらに飛躍的な発展を期待できる
都市です。お客様をは
じめ、パートナー企業、
大学・研究機関の皆様
にも開かれた場所とし
て、活気ある研究開発
を展開していきます。

富士ゼロックス　
代表取締役社長

山本  忠人

〉〉  開発･生産機能を再編･統合し、 
それぞれ独立の新会社を設立 

〉〉  中国リサイクル拠点が3Rの取り組みで 
中国政府から電機製品再製造モデル企業と認定

　富士ゼロックスは、目まぐるしく変化する事業環境に対し、
よりスピーディーにより効率よく対応するため、また、さらに
強靭な企業体質の獲得を目指して、分散している開発･生産
機能を再編･統合しました。開発系の新会社富士ゼロックスア
ドバンストテクノロジーと、生産系の新会社富士ゼロックスマ
ニュファクチュアリングを1月29日に設立して、4月1日から
事業を開始しました。
　サービス･ソリューション事業など新たな事業領域において成
長を加速する体質に変革させ、さらにコスト競争力を発揮でき
る経営構造・体質に変革することで、持続的な成長を目指します。
　富士ゼロックスアドバンストテクノロジーでは、複写機・プ
リンターに関する受託開発を行っている富士ゼロックスエンジ
ニアリング、富士ゼロックス開発機能の一部と新潟富士ゼロッ
クス製造、鈴鹿富士ゼロックス、富士ゼロックス情報システ
ムにおけるハード・ソフトの開発機能を統合しました。富士ゼ
ロックス本体の開発部門は、商品開発及びプラットフォーム技
術、マーキング技術や新規技術開発に集中し、富士ゼロック
スアドバンストテクノロジーは、画像読み込みや紙送り、周
辺機器などのモジュール開発と、お客様の要求に迅速に対応
するカスタマイズ開発を行っています。

　一方、富士ゼロックスマニュファクチュアリングでは、粉砕
トナーや感光体を生産している富士ゼロックス竹松工場、EA

（乳化重合法）トナー製造を担う富士ゼロックスイメージング
マテリアルズ、電子部品や光学機器など基幹部品製造の鈴鹿
富士ゼロックス及びプリンター製造の新潟富士ゼロックス製
造の生産機能を統合しました。

　富士ゼロックスが100％出資するリサイクル拠点、Fuji 

Xerox Eco-Manufacturing（Suzhou）Co., Ltd.（中国名：
富士施楽愛科製造（蘇州）有限公司）が、中国政府工業情報
部より、電機製品再製造モデル企業と認定されました。この
認定制度は、中国政府の環境政策の一環として、再製造産業
の大幅な発展、省エネと環境保全を推進する社会の建設に向
け、業界を代表する再製造モデル企業を認定し、環境配慮型
企業の育成・支援を図るものです。今回、中国で認定された
35社（情報機器関連業界では3社）のうち、日本企業では唯
一の認定となりました。
　Fuji Xerox Eco-Manufacturing（Suzhou）Co., Ltd.は、
富士ゼロックスチャイナが中国（香港、マカオ、台湾を除く）か
ら回収した複合機・複写機などの使用済商品やカートリッジを
徹底的に分解、分別し、再資源化を行なっています。2008年
1月に稼働し2010年3月には、分解、再資源化の年間処理能
力が使用済商品で年間15,000台、カートリッジで500,000

個となり、商品の再資源化率98％以上を達成しました。
　今回の認定は、生産者の責任として「廃棄ゼロ」「汚染ゼ
ロ」「不法投棄ゼロ」を目指す富士ゼロックスの3R（Reduce, 

Reuse, Recycle）の取り組みが中国国内において理解され、
評価されたものです。なお、中国でのリサイクルシステム構
築に先立って、1995年には日本で、2004年にはアジア太平
洋地域で廃棄ゼロ、汚染ゼロ、不法投棄ゼロを目指した資源
循環システムを構築しています。また、このリサイクル拠点
は、日本経済新聞社が主催する第19回日経地球環境技術賞
（2009年度）ものづくり環境特別賞も受賞しています。

TOP IC
関連ページ　  P.34（デジタルカラー複合機の環境負荷低減）

P.43（品質向上への挑戦）
P.67（富士ゼロックス 竹松事業所）
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▶富士ゼロックスR&Dスクエアの概念図

富士ゼロックスR&Dスクエアは、お客様の様々な課題解決に向け、富士ゼロッ
クスのR&D機能と、大学や専門の研究機関、パートナー企業が協力し、連携し
あうことで、新たな価値を生み出していく場となります。

▶R＆D及び生産機能の再編･統合

富士ゼロックス
エンジニアリング

富士ゼロックス
情報システム

鈴鹿富士ゼロックス

新潟富士ゼロックス製造

富士ゼロックス
イメージングマテリアルズ

富士ゼロックス

再編・統合前 再編・統合後

R&D機能

R&D機能

R&D機能

R&D機能の一部
竹松工場

生産機能

生産機能

開発系新会社

富士ゼロックス
アドバンスト
テクノロジー

（2010年4月1日営業開始）

富士ゼロックス
マニュファク
チュアリング

（2010年4月1日営業開始）

生産系新会社

Fuji Xerox Eco-Manufacturing (Suzhou）Co., Ltd.の外観

関連ページ　 P.47（富士ゼロックス R&D スクエア）

特集／クォリティ オブ ライフの向上



新・経営計画の実現に向け、人材育成・
人材交流に関する人事機能の新たな挑戦
富士フイルムグループ全体に関わる「意識変革・組織風土改革」及び、
「経営（基幹）人材・グローバル人材育成」の実施と展開に力を入れています。

富士フイルムグループの人材育成・人材交流Part 6

TOP IC

人材育成・人材交流に関する 
人事機能の新たな挑戦

　富士フイルムホールディングスの人事として果たすべき
役割は、2014年の創業80周年に達成すべき新たな『経
営計画』を受け、富士フイルムグループ全体に関わる「意
識変革・組織風土改革」及び「経営（基幹）人材／グロー
バル人材育成」を最重点課題ととらえています。2009年
度は人事中期戦略を策定、現在はその具体的施策の実施・
展開を行っています。
　「意識変革・組織風土改革」に対しては、一昨年より富
士フイルムと富士ゼロックスの将来を担う部門長層（約
220名）を中心とした変革リーダー合宿（パートⅡ）を新
たに企画、実施しています。ミドル役職（リーダー）層に
対しては、2008年度に7回にわたって実施した「富士フ
イルム／富士ゼロックス シナジー研修」を拡大・実施し、
2009年度は新たに144名の中核人材を対象とした富士フ
イルムグループのシナジー創出に向けた場や、意識変革
の機会をつくりました。
　「経営（基幹）人材／グローバル人材育成」に対しては、
富士フイルムと富士ゼロックスの両事業会社の人事機能
を担当するメンバーが定期的に人材交流促進の場を設け、
その必要性に関する忌憚のない意見交換と具体策の議論
を重ね、富士フイルムグループの事業成長に向けた人材
の相互配置を行いました。また、新興国市場へのビジネ
ス拡大のため、グループを超えた社内公募制度を初めて
実施し、想定以上の応募がありました。改めてグループ人
材としての活躍に対する社員意識の関心の高さを実感して
います。
　富士フイルムホールディングスが発足した大きな目的・
狙いの一つは、グループ全体の人材という資産によって新
たな事業創出に向けたシナジーを実現することです。そのた 

めに即効性のある特効薬が存在するわけではなく、グルー

プの人材に対し、継続性ある様々な機会提供と、人事とし
ての「想い」「情熱」をベースとした仕掛けが必須であると
考えています。そして、グループ人材に対する「信頼」と「連
携」を基盤に、より高いレベルで具体的な成果を追求し、
挑戦し続けていきます。

座談会概要
　2010年6月4日に、富士フイルムホールディングス 人事
部の主催で、「富士フイルム／富士ゼロックス 人材交流座談
会」を開催しました。富士フイルムグループは、富士フイルム
（以下FF）と富士ゼロックス（以下FX）それぞれの持つ事業特
長を生かし、グループ一丸となって新・経営計画の達成に向け
て、人材交流を実施しています。
　富士フイルムホールディングス発足後3年9カ月が経過し、
新たな事業創出に向け、FF／ FXを跨る必要人材の交流も少
しずつではありますが着実に進んできています。
　今回の座談会は、多様な職種・経験（期間）のあるメンバー
に集まってもらい、実際の実体験を基にした「両社のイメージの
違い、印象」「今後改善すべき点」「さらなるシナジーの可能性」
に関して忌憚ない活発な意見交換を行いました。

座談会出席者

座談会でのポイント
「FFとFXの違い」
　FXは1兆円規模の事業をオペレーションしてゆくための業務
プロセスがきちんと整理されておりシステマチックな印象があ
る。一方FFは個人が大変パワフル（権限もある）であり、業

務の進め方がダイナミッ
クであるといった話があり
ました。また、両社が相
互に補完し学んでいく事
に大きな意味があるとの
意見が交わされました。

「シナジー創出への期待」
　人材開発の観点から
は、一例をあげれば、初
めてFX社内公募におい
て、FFの新興国事業拡大に向けた職務を公募したところ、FX

で培ったノウハウをFF事業で生かすことで、自己成長のチャン
スが広がり、モチベーションアップにつながったとの話があり
ました。人材の交流は、当初両社の組織風土・意識の違いに
よる「壁」を感じることもあったが、実施に移れば学びあうとこ
ろも多々あり、相互に敬意をもつようになったとの経験が語ら
れました。また、協業によるメリットをより多くの人が実感する
ためには、両社にあるリソース（技術・情報・事業内容など）
にアプローチし、活用へ結びつけるための機能強化を望む声
もありました。
　特に海外マーケットに関して、技術・事業・営業体制などを
再検討していくことにより大きなビジネスチャンスが生まれる
可能性があることが強調されました。
「将来への期待」
　将来にわたってシナジーを生み出し続けていくために、グ
ループ全体の経営戦略の共有が重要であり、人材の交流ももっ
と一般層から経営層に近い層まで広範囲に、人数規模も大幅
に拡大し展開する必要があるとの意見も全員から出されまし
た。

座談会を終えて
　今回の座談会で参加された皆さんから大変リアリティーのあ
るお話を伺うことができました。
　あるべき姿に対する障害を実際に経験し、問題意識に目覚
め、その対応への真摯な取り組み・努力を聞かせていただきま
したが、改めてFF／ FX両社がグループとして「いかに強み
を発揮するか」「いかに勝てるか」といった皆さんの意識の底に
「事業成長への想い」を強く感じることができました。
　現在我々の置かれている環境は膨大な情報社会の中にあり、
新たな事業モデル創出のため、いかに効果的に統合・集約を
実施し両社のシナジーを強化
できるのかが勝負に勝つキーで
あると考えます。そのために両
社の人材交流は必須でありそ
れを生かすための仕掛けを積
極的に展開していきます。同時
にグループの総力を結集してい
くために一人ひとりがより高い
認識・意識を持つことも大変重
要な事だと感じました。

富士フイルムホールディングス
執行役員 人事部長

末松  浩一

富士フイルム／富士ゼロックス 人材交流座談会

出席者分類 現在の所属（2010年6月1日現在の在籍期間） 旧所属

参加者

富士フイルム 人事部 
人材開発グループ （5年6カ月）

富士ゼロックス 
教育部

富士フイルムホールディングス 経営
企画部 第1グループ （3年2カ月）

富士ゼロックス 
総合企画部

富士フイルム グラフィック
システム事業部 （8カ月）

富士ゼロックス
海外営業本部

富士ゼロックス 
総合事業計画部 （8カ月）

富士フイルム 
広報部

富士ゼロックス PS営業本部 
マーケティング部 （4年2カ月）

富士フイルム グラフィッ
クシステム事業部

富士ゼロックス 技術開発本部 OP＆
エレクトロニクス要素技術研究所 
（2年6カ月）

富士フイルム
フォトニクス

ホスト 富士フイルムホールディングス 取締役 執行役員（人事管掌）

オブ
ザーバー

富士フイルムホールディングス 人事部、広報部、
総務部 CSRグループ
富士フイルム 人事部／富士ゼロックス 人事部
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▶  富士フイルムホールディングスの 
人材育成・人材交流のポイントと内容

一般社員

ミドル役職者

富士フイルム

部門長

一般社員

ミドル役職者

富士ゼロックス

部門長

相互配置

人材交流

1.「意識変革・組織風土改革」
●  部門長層を中心とした「変革リーダー合宿」の実施（約220名参加）
●   ミドル役職層に対する「富士フイルム／富士ゼロックス シナジー研
修」の実施（144名参加）

2.「経営（基幹）人材・グローバル人材育成」
●   富士フイルム／富士ゼロックスの人材の相互配置の実施
●   グループ社内公募制度の実施

特集／クォリティ オブ ライフの向上




