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CSRハイライト2009

沈南蘋（1682～？）は中国・清時代の浙江省の職業画家で、享保16年（雍
生9年、1731）長崎に来航しました。濃密で写実的な花鳥図が特徴とされ、
南蘋の滞在中に直接教えを受けた熊斐やその門人を通じてその画風は全
国に広まり、江戸時代中期以降の画家に大きな影響を与えました。本図
は幕末には十一幅として伝わり、花木を丹念に描き込み全体に彩りも鮮
やかな幅となっています。

「花鳥動物図」　十一幅のうち、（左）藤花独猫と（右）白鸚鵡
沈南蘋筆　清時代・乾隆15年（1750）
三井記念美術館所蔵



CSRハイライト2009

新たな「経営計画」と連動させ、
「経営課題の達成を支援するCSR」の段階へ

富士フイルムグループのCSRと中期CSR計画

CSR活動体制の整備・構築から 
経営課題の達成を支援するCSRへ

　富士フイルムグループが、2006年10月に持株会社制
へ移行して3年が経過しました。この3年間、持株会社で
ある富士フイルムホールディングスを中心に、グループの
戦略的マネジメントとグループ経営のガバナンス体制を
強化し、社会に役立つグループとして努力してきました。
　2009年度の富士フイルムホールディングスは、「中期

CSR計画（2007年度～2009年度）」のレビュー結果を踏
まえ、グループのCSR活動を振り返り、社会にとって、ま
た富士フイルムグループにとって、何が重要であるかを検
証。さらに、2014年の創業80周年に達成すべき新たな『経
営計画』の前提となった「現状・課題認識」及び「目指す
姿」を踏まえて、CSR推進の方向性、重点課題等を再設
定して、次期中期CSR計画である「V80-CSR戦略」を策
定しました。
　「V80-CSR戦略」は、「組織基盤の強化」「人的基盤
の強化」「クォリティ オブ ライフ：QOLの向上に寄与する
環境配慮製品・サービス」の提供、及び「ステークホルダー
の視点による事業の成長」の4つの推進方針で構成されて
います（P29参照）。

　2010年度からの富士フイルムグループのCSRは、新
たな『経営計画』と連動させ、「CSR活動体制の整備・構
築」の段階から、事業との連動を図り、「経営課題の達成
を支援するCSR」の段階へと進めます。富士フイルムグ
ループの歩みと持株会社制移行後のCSRについては、左
ページの図を参照ください。

グループ共通の理念・価値の共有

　富士フイルムグループは、「企業理念」「ビジョン」を

CSRの推進体制

　富士フイルムグループのCSR推進体制は、富士フイル
ムホールディングスCSR委員会の下で運営しています。
　CSR委員会は、富士フイルムホールディングスの社長
を委員長とする、富士フイルムグループ全体のCSR活動
推進のための意思決定機関です。また、CSR委員会事務
局である富士フイルムホールディングスのCSR部門は、
大きく5つの機能を持ちながら、傘下企業である富士フイ
ルム、富士ゼロックス、富山化学工業（それらの関係会
社も含む）、並びに富士フイルムビジネスエキスパート
のCSR活動を支援しています。なお、各社は事業遂行に
伴うCSR活動計画の策定と実施、コンプライアンスの徹
底、リスクマネジメントの実施、ステークホルダーとのコ
ミュニケーションの推進、富士フイルムホールディングス
CSR委員会事務局との施策連携など、CSR活動の内容の
充実に努めています。

▶富士フイルムグループの理念・価値の体系

▶富士フイルムグループのCSR推進体制

富士
フイルム
株式会社

富士
ゼロックス
株式会社

富山
化学工業
株式会社

富士フイルム
ビジネス
エキスパート
株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社
CSR委員会
事務局
富士フイルム
ホールディングス
総務部 CSRグループ

● �CSRガバナンス
の全グループ適用
（CSR委員会決
定の方針、戦略
目的の展開）

● �CSR委員会決定
の重点課題・ 
施策の展開と 
進捗管理

● �各社の 
CSR活動の支援 
（情報の収集と 
分析評価）

● �社会への 
情報開示と 
ステークホルダー
との対話

● �全グループの
CSR活動の監査

CSR委員会
全グループに関わるCSR関連事項について
●基本方針の審議・決定
●重点課題・施策の審議・決定
委員長：富士フイルムホールディングス 社長

各社 CSR担当部門
活動遂行に伴う
● CSR活動計画の策定と実施
●コンプライアンスの徹底、リスクマネジメントの実施
●ステークホルダーとのコミュニケーションの推進
● �富士フイルムホールディングス CSR委員会への 

CSR活動報告

事業会社

シェアードサービス

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範

富士フイルムグループのCSRの考え方

グリーン・
ポリシー

（環境方針）
社会貢献方針 生物多様性方針 調達方針 品質方針 労働安全衛生

方針

※ 「企業理念・ビジョン」、 
「企業行動憲章・行動規範」 
及び「CSRの考え方」は、 

3ページを参照

▶富士フイルムグループの歩みと、持株会社制移行後のCSR

経営課題の達成を支援するCSR
（2010年4月～）

持株会社制への移行に伴う、CSR活動体制の整備・構築
（2006年10月～2010年3月）

1962年　富士ゼロックス（株）設立

事業の多角化／海外市場の拡大

海外拠点の拡大／デジタル化の進展

第二の創業へ向けて
中期経営計画「VISION75」スタート
2001年　富士ゼロックス（株）連結子会社化

企業体質および
成長戦略の再構築
2008年　富山化学工業（株）連結子会社化
2006年　持株会社制への移行

2010

2004

1980

1950

1934 写真フィルムの国産化／国内販売網の確立
1934年　富士写真フイルム（株）設立

掲げ、その精神をグループ共通の「企業行動憲章」「行
動規範」に表現しています。CSR(企業の社会的責任 )は、
富士フイルムグループのすべての組織が取り組み、従業
員一人ひとりが実践してこそ、果たすことができます。その
ため、富士フイルムグループでは、「CSRの考え方」と各
活動（環境、社会貢献、生物多様性の保全、調達、品質
及び労働安全衛生）の「方針」を明確にして、CSRの理念・
価値をグループで共有、CSRガバナンスの強化に努めて
います。

富士フイルムグループは、企業とステークホルダー双方
の視点に基づきCSR課題を検討し、重点課題の設定と具
体的な施策を通して、CSR活動を推進しています。

59ページ参照 47ページ参照 37ページ参照 40ページ参照 43ページ参照 56ページ参照
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CSRハイライト2009

1. ガバナンスの強化
 2～3、23、35～36、54、 
66～73ページ

 http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/

URL

（1） 「CSRの考え方」の 
理解と浸透

●「CSRの考え方」の制定：2007年7月20日
●  イントラネット、サステナビリティレポート、公式HP、外部講演用資料、社内教育用
資料等において、常に紹介

○

（2） マネジメントシステムの統合に
よるコンプライアンス、リスク
マネジメントのPDCA管理強化
（ IMSの拡大）

●  富士フイルム　2007年に4社、2008年に4社、2009年に3社 IMS拡大 
（合計19社：IMS運用認証を取得）
●  富士ゼロックス　2007年に2サイトで3規格（Q.E.O）統合完了

○

（3）内部監査体制の強化
●  中国の主要グループ会社6社に、CSR活動状況の現地調査を実施： 

2008年5月10～18日 △

（4） ステークホルダー・ダイアログ
の拡充と、第三者評価のグルー
プ会社への展開

●  ステークホルダー・ダイアログ推進計画（3年計画）の策定:2008年9月18日
●  ステークホルダー・ダイアログ運用ガイドラインの策定：2009年1月9日
●  ダイアログ運営実績：ダイアログ2007（4件）、ダイアログ2008（6件）、 
ダイアログ2009(1件 )、ダイアログ2010(2件 )

○

●  レポート第三者審査のグループ会社への実施実績 
2007年度：5件、2008年度：4件、2009年度：4件 ○

2. 環境法規制への対応
10、49、56、68ページ

http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/

URL

（1）REACH規制への対応 ● JAMPの仕組みの利用開始 ○

（2） 統合化学物質管理 
システムの構築

●  新化学物質管理システムの運用開始 ○

3.  気候変動問題への対応 
（地球温暖化防止対策の強化）
 11、19、30～36、38、 
49、70ページ

 http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/

URL

（1） CO2排出削減活動の推進

●  生産量当たりのエネルギー使用量とCO2排出量削減 
2007年度：計画通り、2008年度：減産により原単位は悪化（目標と乖離）、 
2009年度：当初計画に近いレベルまで原単位大幅良化

△

●2020年へ向けたライフサイクルでのCO2削減目標を策定 ○
●  啓発活動の展開 
富士フイルム　アイス・チャレンジの参加率（85％達成） 
富士ゼロックス　LeafX（リーフエックス）の参加者数（2008年度の1.73倍）

○

4. 情報開示の拡充
 8～21、42～43、 
54～71ページ

 http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/

URL

（1） 社会・環境レポートの充実 
およびCSR活動情報の 
積極的広報

●  サステナビリティ報告書に関する表彰制度での受賞 
2007年サステナビリティレポート：1件 
2008年サステナビリティレポート：3件

●  社内でのCSR情報の発信 
イントラ掲載件数：36件（2007～2009年度） 
サステナビリティレポートの営業活動の販促ツールへの利用

●  CSR広報の充実　ニュースリリース発表件数 (2007～2009年度 )：55件

○

（2） 事業成果（技術・製品・サービ
ス）におけるCSR側面の定性・
定量情報の積極的な開示

●  サステナビリティレポートのデータ・資料編によるデータ・情報の表化と比較可能化 ○

（3） PL、災害、輸出関連等の 
迅速な情報収集のための 
社内体制の推進

●  富士フイルムグループ品質方針の制定 :2010年1月12日
●  PL規程の対象に「引き売り品」「販促品」が含まれることを明確化し改定 (2010年1
月20日)、販売会社への周知徹底

○

5.  新たなトレンドへの対応
 22～23、37～39、 
40～41、44～47ページ

 http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/

URL

（1） グローバル企業化に伴う 
多様性への配慮や 
労働安全に関する取り組み強化

●  富士フイルムグループ労働安全衛生方針の制定 :2010年1月12日
●  労働安全データベース導入による労安情報の共有化・水平展開の充実
●  関係会社労働安全担当者会議の設置によるガバナンス強化
●  富士フイルム 
グローバル人材の早期育成強化 (若手の海外派遣、海外教育プログラム展開 )、女性活
躍推進施策の展開（プロジェクト発足、女性役職者比率向上、育児支援制度など）

●  富士ゼロックス 
人材のグローバル対応力強化（研修プログラム、若手の海外派遣など）多様な人材の
活用推進・活躍支援（国籍を問わない優秀人材・女性社員等の採用・登用、育児関連制
度の拡充など）

○

（2） CSR調達の枠組みづくりと展開

●富士フイルムグループ調達方針の制定 :2009年10月13日
●  富士フイルム 
資材部の取引先に対して、トライアルでCSRセルフチェック（電子調査）を実施（取引
先への調査結果のフィードバックは完了）

●  富士ゼロックス 
代表的な物流協力会社へヒアリングを行い、セルフチェックの結果と合わせて、取り組
みの課題を抽出

○

（3） 生物多様性の保全、社会貢献
活動に関する基本方針策定

●富士フイルムグループ社会貢献方針の制定：2008年4月2日
●富士フイルムグループ生物多様性方針の制定：2009年6月1日 ○

中
期
C
S
R
計
画

重 点 領 域 重 点 課 題 評価2007年度～2009年度実績

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

中期CSR計画の自己評価（2007年度～2009年度）

中期CSR計画（2007年度～2009年度）の過去3年間における活動状況の自己評価は、下表の通りです。

「中期CSR計画（2007年度～2009年度）」のレビュー結果
　「中期CSR計画（2007年度～2009年度）」では、設定
した重点課題については、今般の経済環境の影響を受け
た地球温暖化防止対策の強化と内部監査体制の強化を除
き、ほぼ計画通りに推移しました。その一方で、設定した
重点領域に対して、事業を軸にした経営課題への貢献とい
う踏み込みが足りなかったことなどがあげられました。

次期中期CSR計画「V80-CSR戦略」

　2009年度は、「中期CSR計画（2007年度～2009年
度）」のレビュー結果（上記）と、2014年の創業80周年
に達成すべき新たな『経営計画』の前提となった「現状・
課題認識」や「目指す姿」を踏まえ、CSR推進の方向性、
重点課題等の再設定を行い、次期中期CSR計画である
「V80- CSR戦略」を策定しました。
　2010年度からの富士フイルムグループのCSRは、新
たな『経営計画』、さらに事業と連動させ、「CSR活動体
制の整備・構築」の段階から、「経営課題の達成を支援す
るCSR」の段階へと進めます。そのため、「V80- CSR戦
略」では、新たな『経営計画』を支えるためのCSR推進方

針、重点課題、主要施策および管理指標（KPI）で構成し、
2010年度から2012年度までの運用を予定しています。

重要課題抽出のための重要性の考え方
　富士フイルムグループの重要課題は、「富士フイルム
グループに与える影響度」と、法令順守から社会の期待や
要請といった「対応の評価度」の2軸から、その重要性を
下図のように位置付けています。

高

対
応
の
評
価
度

富士フイルムグループに与える影響度 大

低

小

社会の期待や要請

自主・業界基準

コンプライアンス

生物多様性

社会・文化貢献 気候変動問題

内部統制強化

CSR活動の客観的評価 CSR調達
品質・安全

重要度：中

重要度：小

重要度：大

重要度：大

情報開示と対話

人権・雇用

人材育成

労働安全衛生

▶CSR推進における「重要性」評価マップ

▶  「V80-CSR戦略」の全体像

経営計画 V 8 0 - C S R 戦略（ 2 0 1 0 年度～ 2 0 1 2 年度 ）
目指す姿 推進方針 重点課題 主要施策 管理指標（ K P I ）

1. 厳しい環境下でも確
実に利益を出せる強靭
な企業体質を再構築す
るため、聖域なき構造
改革計画を完遂する

1. 構造改革を支える組織 
風土としての健全性の
確保

　（組織基盤の強化）

（1） グループ各社のコンプ
ライアンス／リスクマ
ネジメントの質的向上

① 企業行動憲章、行動規範の継続的な周知徹底
②リスク課題の管理システムの充実 ・グループ会社への展開数

（2） ステークホルダー・
　　コミュニケーションの
　　充実

①CSR広報の積極的かつ的確な実施
②サステナビリティ・レポートの充実
③ ステークホルダー・ダイアログの有効活用

・マスコミ媒体掲載例
・Q.C.D
・ダイアログによる改善例

2. グループ総合力強化
のための人材の活用と
育成の推進

　（人的基盤の強化）

（1） 多様な人材の活用と
　　育成

①変革リーダーの育成
②基幹経営人材の育成
③グローバル人材の重点配置・早期育成強化

・ 育成機会
 （人材交流・研修）

2. 成長が期待される事
業分野及び新興国地域
に経営資源を集中投入
するなど、成長戦略を
再構築し、継続的な成
長を確実にする

3. 環境訴求による市場
での差別化

　 （クォリティ オブ ライ 
フ：QOLの向上に寄与
する環境配慮製品・
サービス）

（1） 地球温暖化対策のグ
ループ一丸となった
取り組み

①ライフサイクル全般にわたるCO2削減
②新規・省エネ技術開発の推進
③従業員および家族へのCO2削減啓発活動

・削減目標の達成

（2）環境配慮設計の推進 ①環境配慮の見える化
②環境優位性の訴求 ・評価の仕組み

（3） 生物多様性の保全へ
の取り組み

①従業員への認知度・理解度の向上
②日常の業務に織り込まれた施策の実現

・活動の頻度と評価
・施策の具体化

（4）資源の有効利用 ①3Rの強化推進
②資源投入量の削減 ・目標の達成

（5） 化学物質管理のレベ
ルアップ

①サプライチェーンを含めた管理の強化
②法規制のグローバルガバナンス強化
③リスク評価システムの継続的改善

・リスク事例の極小化

4. 事業に付加価値を与
える社会貢献

　 （ステークホルダーの
視点による事業の成長）

（1）本業と社会貢献の連動
① 本業を通じた社会課題の改善（QOL）への貢献
② 協働パートナー（NGO／ NPO等）との連携
③従業員のボランティア・マインドの育成

・取り組み実践例
・協働プログラムの実践
・ボランティア活動事例数
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の強化などで、2005年度に国内外で年間約500万トン
あったCO2排出量を、2020年度には約350万トンまで
低減することを目指しています。
　また、富士フイルムグループの多岐にわたる事業分野、
並びに世界中の生産拠点や販売事業所でも、事業の特
性や地域の実態に即した施策を的確に実施します。主な
CO2削減の施策は、下表の通りです。

2009年度のCO2排出量
（製品・サービスのライフサイクル全体）

　2009年度は、2008年度に比べて、グラフィック事業
分野でのアルミリサイクル（「調達」のステージ）、天然ガ
ス化への燃料転換（「製造」のステージ）及び省エネ型製
品の上市（「使用」のステージ）などによって、総計約73

万トンのCO2排出量を削減しました。

国内の化学系主要6工場＊のCO2排出量及びCO2原単位 
（2009年度実績と2012年度見込み）

　2009年度は、2008年度に比べ、生産量が10％増加し
ましたが、CO2排出量は逆に3%削減（約22,000トン
相当）することができました。その主な要因は、富士フイ
ルムオプトマテリアルズ及び神奈川工場足柄サイトの全
面天然ガス化、さらに、フラットパネル生産設備において、
蒸留塔排熱回収、フラッシュ蒸気回収再利用等の様々な省
エネ施策を実施したことです。2012年度は、2009年度
より生産量は増加する見込みですがCO2排出量は2009

年度のそれより増加させず、CO2原単位を60％ (1990年
度比 )とすることを目標にしています（右図参照）。
＊  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）のCO2排出量は、富士フイルムグループ全体（富
士フイルムグループ、富士ゼロックスグループ、富山化学工業を含む）の
57％に相当します（下図参照）

CO2排出量をライフサイクル全体で、
2020年度までに30％削減

気候変動問題への対応

んの湯」の削減実績分
の排出権を毎年譲り受
ける一方で、菊陽町の
CO2削減事業に貢献す
ることができます。

　富士フイルム九州（熊本県菊陽町）では、エネルギー
供給会社が運営する高効率な自家発電設備によって、工
場全体の熱及び電気をまかなっています。工場に隣接した
町営の温泉施設「さんさんの湯」では、灯油ボイラーによっ
て源泉を加熱していました。今回、工場で余剰した熱を供
給することで、温泉施設の燃料使用量が減り、年間約320

トンのCO2を削減することが見込めることから、2010年
4月から熱供給を始めました。
　この熱供給に関して、富士フイルムと菊陽町の間で「国
内クレジット制度」に基づく排出権の譲渡契約を2009年
12月に締結しました。この結果、富士フイルムは「さんさ

温泉施設への熱供給（2010年4月より）
● CO2削減量：320トン（年間見込）　

経済的手法 国内クレジット制度への参加

菊陽町営　温泉施設「さんさんの湯」

▶Japan CDLIの評価結果

スコア 順位

2008年 88点 3位 /149社 
（製造業のうち第3位、化学業界のうち第1位）

2009年 71点 3位 /201社 
（製造業のうち第2位、化学業界のうち第1位）

▶富士フイルムグループの主なCO2削減施策

取り組み分野 該当するステージ 主なCO2削減施策

環境負荷の少ない製品の
開発と普及

「原料調達」「使用」 
「廃棄・リサイクル」

●現像処理を必要としない完全無処理CTP版（グラフィック分野）
●消費電力を80％削減したオフィス機器（ドキュメント分野）

工場やオフィスにおける
CO2排出量削減

「製造」
●自家発電設備の燃料転換（日本）　●風力発電設備の稼動（オランダ）
●埋立処分場から採取したメタンガスの燃料利用（アメリカ）
●生産工程における省エネ技術の開発と導入

3Rの積極展開 「原料調達」「廃棄・リサイクル」 ●PS/CTP版の生産過程で発生する端材アルミのリサイクルシステム拡充（グラフィック分野）

物流の効率化 「輸送」
●経路の最適化　●積載率の向上　●モーダルシフトの推進
●梱包の軽量・コンパクト化　●エコドライブの展開

社外からの評価

　富士フイルムホールディングスは、「カーボン・ディスク
ロージャー・プロジェクト（CDP）」の温室効果ガスに関わ
るマネジメント方針や排出量などについて回答し、2008

年に引き続き2009年も「 Japan CDLI」に選ばれました。

富士フイルムグループの活動事例の紹介（19、31～36、49、70ページ参照）

富士フイルムグループの新たな長期目標

　富士フイルムグループでは、「CO2排出量をライフサイ
クル全体で、2020年度までに30％削減（2005年度比）」
するという長期目標を2010年4月に定めました。企業活
動におけるCO2削減の対象領域を事業活動だけでなく、
製品・サービスのライフサイクル全体（原料調達から、製
造、輸送、使用及び廃棄・リサイクルまで）に拡げ、絶対
量でCO2の削減に取り組みます。
　2005年度（基準年度；実績値）及び2020年度（目標
年度；目標値）における、製品・サービスのライフサイク
ル全体のCO2排出量は下図の通りです。
　事業活動における具体的な削減計画は、環境配慮設計
のさらなる推進や、工場やオフィスでの省エネルギー活動

関連ページ　 P.19（ グラフィック事業分野のアルミのリサイクル
の取り組み）

＊  CO2原単位：CO2排出量 /生産量の値を1990年を100として指数表示した
ものです

＊  電力のCO2排出量係数：2008年度以降は、2009年12月環境省公表の電力
会社の調整後排出係数を使用しています
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▶  富士フイルムグループの　 
2005年度（基準年度）の実績
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▶CO2排出量の推移（富士フイルム：国内主要6工場）
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▶富士フイルムグループの2009年度の実績
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1%

22%

■富士フイルム（国内：主要6工場）　■富士フイルム（国内：その他）　■富士フイルム（海外）
■富山化学工業　■富士ゼロックス（国内）　■富士ゼロックス（海外）　

8%

▶   富士フイルムグループの 
2020年度（目標年度）の目標

CSRハイライト2009



　液晶用ディスプレイフィルム材料の生産拠点である富士
フイルムオプトマテリアルズ（以下、FOM）では、2008

年8月に使用するエネルギーを重油から天然ガスに転換
し、熱と電気を効率よく供給できる1万7,000kWの高効
率タービン型コージェネシステム（CGS）を導入、年間
45,000トンのCO2排出を抑制することに成功しました。
一方で、製造工程の省エネルギーにも取り組み、省エネ

　FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc. （アメリカ・
サウスカロライナ州）では、2009年5月から、近隣の埋
立地から発生するメタンガスを燃料として利用しています。
埋立地から発生するメタンガスは、様々な環境条件や地中
でのガス蓄積といった複雑なエコシステムに依存するため、
その供給や濃度は天然ガスに比べて不安定ですが、今後は
ガス供給業者や埋立地の管理業者の協力で改善される予
定です。今年度は、計画していた供給量をやや下回ったも
のの、環境面（メタンは、二酸化炭素の約21倍の温室効
果がある）でも経済面（灯油や重油と比較して、メタンは発
熱量が高い）でも大きな効果がありました（下表、参照）。
　なお、本プロジェクトは、地域の環境保全に貢献したこ
となどが評価され、地元自治体や業界団体等から多くの表
彰をいただきました。

　富士フイルムと国内の関係会社では、京都議定書の約
束期間（2008～2012年）にあわせて、オフィス部門、
家庭部門での温暖化対策を推進するために「富士フイル
ムからはじめる地球市民活動」と位置づけるアイス(ICE)

プロジェクトを展開しています（ ICE = Ideas for Cool 

Earth）。
　オフィスでは、クールビズ、ウォームビズ、ライトダウ
ンなど省エネ行動に結びつく啓発活動を継続しています。
家庭では、環境省が進めるチーム・マイナス6％「1人・1

日・1kgCO2削減活動」を「アイス・チャレンジ」と称して、
2010年度も引き続きキャンペーンを展開しています。
　キャンペーンの詳しい情報（2010年度の活動も含め）
は、ホームページをご覧ください。

技術を積極的に導入しました（以下の3つの活動）。2010

年４月から新たに発足させた「省エネルギー委員会＊」を通
じて、FOMの省エネ目標「工場全体のエネルギー使用量
を5％削減」を達成するべく、よりきめ細かな省エネ活動
を推進しています。
＊  省エネルギー委員会は、次の2 つのチームで構成。①FOM活動指針を提示
する “ステアリングチーム”　②製造中の省エネ活動を展開し、新規省エネ
テーマを発掘・展開する“実行チーム（通称：ECOFOM)”

生産サイト  1 生産サイト  2

オフィス・家庭

省エネ技術の積極的導入 メタンガス有効利用プロジェクトの実施（アメリカ）

アイス（ICE）プロジェクトの展開

〉〉  蒸気回収によるCO2削減

〉〉  環境クリーン化と省エネルギーを 
両立させた技術（計画推進中）

〉〉  エネルギー関連情報の見える化

　FOMでは、2008年か 

ら生産技術センター＊1 

と一緒に、設備技術の
省エネルギーに取り組
み、「フラッシュ蒸気回
収再生システム＊2」を
構築しました。これま
で大気に放出していた
再蒸発蒸気（フラッシュ蒸気）を回収して、溶剤吸着工程にそ
の蒸気を活用。このシステムの構築により、年間900トンの
CO2の排出を抑制することができました。
　今後は、フラッシュ蒸気の回収効率を上げる施策を加えて、
他のラインへの水平展開を推進、省エネ効果を拡大していく
予定です。 
＊1  富士フイルムで、省エネ設備開発設計を担う組織
＊2  システムの技術ポイントは、生産工程に影響を与えないように大気圧
で蒸気を回収し、昇圧してボイラーから供給された加圧蒸気と安定に混
合する条件をつくること

　TACフィルムの生産工程で使用する溶剤は、ほぼ100％回
収、再利用することで化学物質の大気への排出を抑制してい
ます。しかし、溶剤を回収、再利用するためには、多くのエ
ネルギーを消費するため、溶剤回収工程のエネルギーをいか
に削減するかが大きな課題となっています。
　そこで、FOMでは、年間4,000トン以上のCO2削減を見
込み、富士フイルム神奈川工場と富士フイルム九州に既に導
入してCO2削減に実績のある技術＊3を展開すべく計画を進め
ています。
＊3  生産技術センターが開発した、環境クリーン化と省エネルギーの両立
を達成できる画期的な工程技術のこと。冷却工程の工夫により、使用済
み溶剤を効率よく回収、投入エネルギーを従来比20～40％に削減でき
る工程技術。なお、富士フイルム神奈川工場及び富士フイルム九州の
CO2削減量（年間）の合計実績値は10,000トン

　FOMでは、各工程管理者がエネルギー関連情報を一元管
理することができる「省エネ支援システム＊４」を導入。これに
よって設備ごとのエネルギー使用量（電力、蒸気など）の変動
をグラフ表示することが可能になりました。同じ工程や似た機
能をもつ設備を選択し、設備ごとのエネルギー使用量を同じ画
面上に表示、エネルギー使用量の少ない設備との差異を調べ
ることができるなど、工程管理者はデータの収集や加工に時間
を取られることなく、視覚的に着眼点を見つけ、省エネ対策を
立てることができます。この取り組みで、排水処理工程のエネ
ルギー負荷を比較検証し、システムの改善につながりました。
＊4  生産技術センターが開発したエネルギー消費を観測し、最小化・全体最
適化するシステムのこと

TOP IC

＊ アイス・アワード：全員参加を達成した事業所を「優秀事業所賞」として表彰す
る制度
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▶「フラッシュ蒸気回収再生システム」の概念図

狙い 家庭生活から排出するCO2を削減する
ライフスタイルを見直して低炭素な生活を意識づける

対象 富士フイルムとその関係会社（32社）の従業員（23,179名）

期間 2009年７月～ 9月（3カ月間）

結果 19,803名参加（参加率 85%）CO2削減量 1,075トン

表彰＊

富士フイルム九州、富士フイルムシンプルプロダクツ、 
富士フイルム人材開発センター、富士フイルムテクノサービス、富士
フイルムデジタルテクノ、富士フイルムロジスティックス、富士フイ
ルムコンピューターシステム、富士フイルムメディアクレスト、富士フイ
ルムオプトマテリアルズ、富士テクニス、 
富士フイルム 電子映像事業部仙台事業場

効果量（実績値を1年分として計算） 主な効果内容

CO2

削減量

5,180 トン /年
（本プロジェクトを実施しない場合に、大気中に放出される
温室効果ガス総量：CO2換算で 49,100トン/年）

埋立地から発生するガス（メタンガスの平均濃度 57%）を燃料として利用することで
●  温暖化係数の高いメタンガスを燃焼させ、大気に放出させない
●化石燃料の利用量を減らす

CO2削減の
コスト効果

67,500ユーロ /年（2010年3月14日現在の EU-ETS価格：
13.04ユーロ /ｔ-CO2で計算）

●  埋立地から発生するメタンガスの購入価格は、天然ガスのそれより低価格かつ固定
価格

1 蒸気ドレン（温水）利用

回収溶剤の再利用 排水処理排気

生産工程

再利用

フラッシュ蒸気

循環水
3 蒸気の排熱利用

2 蒸気の
   再利用

溶剤回収
行程

供給蒸気

▶「メタンガス有効利用プロジェクト」の実施前と実施後

▶「アイス・チャレンジ2009」キャンペーン概要

▶  「メタンガス有効利用プロジェクト」の効果

メタンガス有効利用プロジェクト 実施前
メタンガス有効利用プロジェクト 実施後

アメリカ工場

  埋め立て地から出るメタンガス
（有効利用しない場合は大気中に放出される）

天然ガスパイプライン

アメリカ工場

天然ガスパイプライン

メタンガスの捕集

3.2マイル長
メタンガスパイプライン

前処理

埋め立て地中の
メタンガス

メタンガス有効利用プロジェクト 実施前

メタンガス有効利用プロジェクト 実施後

アメリカ工場

  埋め立て地から出るメタンガス
（有効利用しない場合は大気中に放出される）

天然ガスパイプライン

アメリカ工場

天然ガスパイプライン

メタンガスの捕集

3.2マイル長
メタンガスパイプライン

前処理

埋め立て地中の
メタンガス

メタンガス有効利用プロジェクト 実施前
メタンガス有効利用プロジェクト 実施後

アメリカ工場

  埋め立て地から出るメタンガス
（有効利用しない場合は大気中に放出される）

天然ガスパイプライン

アメリカ工場

天然ガスパイプライン

メタンガスの捕集

3.2マイル長
メタンガスパイプライン

前処理

埋め立て地中の
メタンガス

メタンガス有効利用プロジェクト 実施前

メタンガス有効利用プロジェクト 実施後

アメリカ工場

  埋め立て地から出るメタンガス
（有効利用しない場合は大気中に放出される）

天然ガスパイプライン

アメリカ工場

天然ガスパイプライン

メタンガスの捕集

3.2マイル長
メタンガスパイプライン

前処理

埋め立て地中の
メタンガス

（右）「アイス・
チャレンジ2010」の
啓発ポスター

（左）「アイス・アワー
ド＊2009受賞事業所」
富士フイルムオプト
マテリアルズの皆さん

フラッシュ蒸気回収再生システムの
プロジェクトメンバー

 http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/
preservation/reduction/iceproject/

URL
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　富士フイルムホールディングスでは、2008年6月か
ら国内グループ全体で「エコドライブ」推進運動を展開。
従来の運転と比べ、燃料消費量で約10％の燃費向上＊と
CO2排出量換算で年間約2,560トンの削減効果を見込み
活動してきました。今後も様々な施策を通してCO2削減に
寄与するだけでなく、運転マナーの向上と事故を抑制して
いきます。
＊  省エネルギーセンター試算

　富士ゼロックスでは、「1997年を基準に、2005年に
市場で消費される商品の消費電力量を半減させる」という
目標を掲げて活動し続けています。その成果を確認する手
段として、経済産業省主催（当初は（財）省エネルギーセ
ンター主催）の「省エネ大賞」に1999年からエントリー
しています。この結果、1999年度 第10回 省エネ大賞
において、「資源エネルギー庁長官賞」を受賞して以来、
2009年度 第20回まで、業界で初めて11年連続受賞を
達成しました。
　特に2009年度はデジタルカラー複合機ApeosPort-

Ⅳ /DocuCentre-Ⅳ C5570/C4470/C3370/C2270

シリーズで省エネ大賞の最高賞である「経済産業大臣賞」
を受賞しました。
　ApeosPort-Ⅳ /DocuCentre-Ⅳ C5570 /C4470 /

C3370/ C2270シリーズでは、クラストップのTEC値（1

週間の標準的な消費電力量）とスリープモードからの復帰
時間10秒（25/35枚機）を実現し、「省エネ性能」だけ
ではなく「お客様の利便性」を大きく向上させました。

営業・サービス コミュニケーション

製 品

エコドライブの推進と展開 目標を確実に達成するため、ダイアログの意見も活用

デジタルカラー複合機の環境負荷低減（省エネルギー設計）

〉〉 エコドライブの推進が、安全運転にもつながる
　富士ゼロックス大阪では、業務車両348台を保有し、積極
的に「エコドライブ」推進運動に取り組みました。2009年度
は営業活動の推進によって車両台数（＋4台）と年間走行距離
（一台あたり＋475.6km／＋6.4％）がそれぞれ増加しまし
たが、燃費は対前年度比で1リットルあたり＋0.12km改善
されて10.76kmとなり、活動開始前の2006年度よりも約
21％向上しました。また自損事故件数も前年度比59.3％とな
りました。このような成果が認められ、環境省及び独立行政
法人環境再生保全機構主催の2009年度「エコドライブコン
テスト」にて、「環境再生保全機構理事長賞」を受賞しました。
　今後も、安全運転勉強会や社内のエコドライブコンテスト
の実施を通して、運転者が積極的に行動・参加できる運動を
推進していきます。

VOICE

富士ゼロックス大阪
総務部 総務課

総務課長　阪井  徳彦（左）
合田  光徳（右）

▶導入技術の特長

　富士フイルムグループでは、2004年より、ステークホ
ルダー・ダイアログを開催してきました。CSR活動の中で
も環境保全活動をテーマにしたダイアログは、「概念の整
理」、「課題の抽出と共有」、「課題の深掘り」や「解決策
出し」だけでなく、「解決策の客観的検証の場」にもなりま
した。特に、「気候変動問題への対応」については、国際
的な温暖化ガス削減の枠組みが設定されたこともあり、視
点を変えながら、有識者と従業員が議論を重ね、活動の
改善やグループ内の水平展開に加え、有効な情報開示の
あり方（具体事例の開示、LCA手法を用いたグループ全

体の環境負荷の見える化など。P19、30～34、49、70

参照）を考える機会となりました。
　さらに、2010年4月に富士フイルムグループで制定し
た長期目標「CO2排出量をライフサイクル全体で2020年
度までに30%削減（2005年度比）」の策定では、企業と
して温暖化防止に貢献するため、「ライフサイクル全体で
CO2排出量を削減する」、「絶対量でCO2量を抑制する」
という考え方を採用しました。このような考え方を入れた
長期目標が設定できたのも、他者と自己の認識差を縮める
べく、ダイアログで議論を重ねた成果です。

TOP IC

ダイアログ開催の様子

ステークホルダー・ダイアログ2010
　2010年5月12日に、外部有識者をお招きし、「地球温暖化
対策」をテーマにステークホルダー・ダイアログ2010を開催
しました。ダイアログ開催の狙いは、新たな考え方で富士フイ
ルムグループの長期目標を制定したばかりで、広く社員一人ひ
とりの日常業務へ落とし込むことが重要なため、社内周知と共
有化を徹底することです。当日は、富士フイルムホールディン
グスから長期目標の内容の説明、富士フイルムと富士ゼロック
スの取り組みの概要報告がされた後、議論に入りました。
　外部有識者からは、富士フイルムグループの地球温暖化防
止への取り組みは非常に積極的であると評価いただきました。
また、「地域や他社との協働」、「先見性を持った施策やビジ
ネスの展開」、「新しい発想に基づくビジネスの創出」、「社会
システム全体を考慮した施策の推進」、さらに「従業員や顧客
への教育・啓発の推進」といった点が、富士フイルムグループ
に期待されていることを、富士フイルムグループの参加者一同、

　温暖化対策を議題としたダイアログは、濃厚な議論が
中断することなく3時間をあっという間に費やした。まず、
富士フイルムと富士ゼロックスの各々で有効な温暖化対策
を講じる際の力点の相違が明らかになった。それを前提に
2020年度までに2005年度比で30％の温室効果ガス削減
に貢献するという目標は、製品・サービスが顧客のもとで
利用されることではじめて実現される性格のものであること
がよく理解できた。本業における「ソリューション」の拡大
が要諦であることが、出席者全体で確認できたと思う。一
方で、具体的取り組みは緒についたばかりとの印象を受け

〉〉 地球温暖化対策ステークホルダー・ダイアログを終えて

VOICE

株式会社 日本総合研究所
ESGリサーチセンター長

足達  英一郎  氏

ること、両社のシナジーをより発揮する余地があること、
目指すべき社会のイメージをビジョナリーに発信していた
だきたいことを申し上げた。お二人の論客と社員の皆さん
の積極的な発言に支えられ、ファシリ
テーターの務めを果たせたことを感謝
申し上げたい。

改めて認識しました。ダイアログの詳細は、次ページをご覧く
ださい。
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▶「エコドライブ」推進運動の概要

▶  従来機種とのTEC値比較
（35枚の場合）

▶  従来機種とのTEC値比較
（55枚の場合）

推進運動の
狙い

・燃費の向上とCO2排出量の削減
・運転マナーの向上と事故の抑制

対象 ・ 国内グループ会社※の業務車両　約 1万台 
※富士フイルム、富士ゼロックス及び関連会社：合計 67社

施策

・ 富士フイルムグループオリジナルの「エコドライブス
テッカー」の配布（2010年 3月末現在、更新車両分
を含め、16,300枚を配布）
・ 「エコドライブ」講習会の実施（2010年 3月末までに、
車両運転対象者の 81％が受講済み）
・グループ共通の車両導入基準の改訂とその徹底
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ApeosPort-Ⅲ C3305
（従来機種）

ApeosPort-Ⅳ C3370
（受賞機種）

ApeosPort-Ⅲ C5500
（従来機種）

ApeosPort-Ⅳ C5570
（受賞機種）

約32％低減
約70％低減

❶ 世界最速 “3秒の高速立上げ”（25/35枚機
搭載定着装置）を実現した富士ゼロックス独自
の技術による「 IH定着装置」

❷ 最低定着温度を従来のトナーより約20℃低
下させた「EA-Ecoトナー」

❸ 半導体プロセス微細化による低電圧化や洩
れ電流を防ぐFencing回路を導入した新開発の
「省エネコントローラー」

❹ 従来のキセノンランプと比べて、少ない電力
で明るく、入力電圧に対する応答性が優れてい
るLEDランプを使用した「原稿読み取り装置」

省エネ大賞「経済産
業大臣賞」を受賞した

ApeosPort-Ⅳ C5570
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TOP IC

他者と自己の認識差を把握し、 
生物多様性の保全に努める

　富士フイルムグループは、創業以来、すべての事業活
動が自然環境からの恩恵を受け、また自然環境に影響を与
えていることを認識し、「環境配慮・環境保全は企業活動
の根幹を成す」という考え方に基づき、様々な環境保全活
動に取り組んできました。生物多様性の維持・保全とは、
私たち人類が享受している生態系サービスを将来に向けて
存続させることです。富士フイルムホールディングスでは、
グループの傘下企業に対して、取り組んできた環境保全
活動を継続させるだけでなく、ステークホルダー・ダイア
ログ＊1での有識者や将来世代のご意見やグループ内への

2009年度の活動報告（1） 
―方針の策定

　富士フイルムホールディングスは、2009年6月に「生
物多様性の保全」に関するグループ共通の取り組み方針を
明確化し、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（略称：「生物多様性方針」）」
を制定しました。

人類が享受している生態系サービスを
存続させるために、できることから実践

生物多様性の保全

生物多様性方針　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

基本認識

行動のための指針

　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。

アンケート結果＊2による生物多様性に関する他者と自己の
認識差を縮めるように働きかけもしています。
＊1 2005、2006、2007、2008年と生物多様性をテーマに開催
＊2  2008年に実施。「認知度」「関わり」「影響」「社会との連携」について把握、

22組織から回答

〉〉 新しいワークスタイルの提案に期待
　事業構造が根本的に異なる富士フイルムと富士ゼロック
スが、共通の目標として、「CO2排出量をライフサイクル全
体で2020年度までに30％削減する」という意欲的な方針を
打ち出したことに敬意を表したい。ダイアログでは、社会の
変革を支えていくという富士フイルムグループの強い意思が
感じられた。IPCCが求める抜本的な地球温暖化対策を進め
るには、一人ひとりの働き方の見直しも
不可欠。両社が製品･サービスを通じ
て新しいワークスタイルを提案すること
に期待したい。

〉〉 環境問題を解決する市場の創造を
　事業自体における環境負荷の削減努力にとどまらず、環
境負荷が低いワークスタイルやライフスタイルを事業とし
て提案されようとしている点について強い感銘を受けた。
生活者や働き手とともに環境問題を解決する事業をつく
り、市場を創造するという意気込みを感じた。これまでの
常識を覆すような発想で、世界に誇れる成功事例に育てて
ほしい。

VOICEVOICE

長崎大学広報戦略本部
副本部長・教授

深尾  典男  氏

Think the Earthプロジェクト
プロデューサー

上田  壮一  氏

ファシリテーター ●株式会社 日本総合研究所　ESGリサーチセンター長　足達英一郎 氏

外部有識者（2名）
●Think the Earthプロジェクト　プロデューサー　上田壮一 氏
●長崎大学広報戦略本部　副本部長・教授　深尾典男 氏

グループ内の
参加者（10名）

●富士フイルムホールディングス　総務部 CSRグループ　 
●富士フイルム　CSR推進部環境・品質マネジメント部
●富士フイルム　グラフィックシステム事業部新規事業グループ　●富士フイルム　R&D統括本部技術戦略部
●富士フイルム　富士宮工場　事務部動力課　●富士ゼロックス　CSR部　
●富士ゼロックス　ソリューション本部ソリューション開発部　
●富士ゼロックス　R&D企画管理部戦略企画グループ　
●富士ゼロックス　生産本部生産企画管理部　兼　生産革新部　●富山化学工業　環境安全部

外部有識者からの提言 富士フイルムグループの今後の方向性

地域や他社との協働

企業と地域との相互理解・
協力に基づく活動の推進

生産サイトで実施している環境対話集会などを通じたコミュニケー
ションをさらに活発化させる

企業間アライアンスによる
省エネ推進

PCサーバーやプリンタの省エネ・省力化だけでなく、
LED照明の導入なども含めたオフィス全体のCO2削減などを実施する

先見性を持った
施策や
ビジネスの展開

資源枯渇を見越した
施策の推進 再生可能エネルギー（風力・太陽光など）の導入を検討する

ワークスタイルを変えていく
仕組みの構築

CO2削減＋ワークライフバランスを考慮し、セキュリティを保ちなが
らオフィス以外でも仕事のできる仕組みづくりなどを創出する

新しい発想に基づく
ビジネスの創出

パラダイム変換による
CO2負荷削減

デジタル化によって印刷工程を短縮して資源使用量を削減する、
電子カルテを利用した遠隔医療を推進するなど

社会システム全体を
考慮した施策の推進

生産過程のCO2発生量が増加して
も、使用時に省エネ対応が可能な
製品・サービスの提供

ライフサイクルで製品・サービスの環境負荷の見える化を行い、
製品・サービスの開発に活用する

従業員や顧客への 
教育・啓発の推進

従業員や顧客の意識を変える努力
を行うことが重要

●従業員に対して 
アイス・チャレンジや LEAFXのようなエコマインドを醸成する仕組み
を強化する
●顧客に対して 
グラフィックシステム事業部はグループ会社と協同して、顧客向けエ
コセミナーを今後も継続して開催する

▶参加者

▶ダイアログ2010のサマリー
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2009年度の活動報告（2） 
取り組みの具現化（富士フイルム及び関連会社）

全製品設計に、「生物多様性の保全」を追加
　2010年2月に、富士フイルムは取り組みの具現化に向
けて、すべての製品設計に、「生物多様性の保全」を新た
に加え、運用を開始しました。これまでの製品設計の主な
評価区分である「地球温暖化防止・環境負荷低減」、「資
源の有効活用」、「安全・コンプライアンス」及び「情報開

示」に、「生物多様性の保全」を追加したことにより、これ
まで以上に環境品質の高い製品・サービスの社会への持
続的な提供が可能になります。
　なお、製品設計における「生物多様性の保全」について
の具体的な評価項目は、次の2つです。
❶  自然環境の保全と生物多様性の維持を図るため、生態
系への影響回避または最小化に向けた取り組み 

❷  長期的視点から生物資源の持続的供給に関するリスク
マネジメント

〉〉  グラフィック事業での取り組み ―市場のニーズにあわせ、製品開発時から生物多様性に配慮
　富士フイルムは、オフセット印刷で使用されるPS版（CTP

版含む）や現像処理液などを印刷業界に提供しています。印刷
物を製作するお客様のニーズにお応えするため、印刷物の品
質はもちろん、コストをかけずに環境配慮・負荷削減を実現で
きるように、製品・サービス（PS版や現像処理液、廃液処理
装置を含む印刷システム）の開発・設計に取り組んできました。

一般に印刷物を製作する際には、水や化学物質を多く使用しま
す。水の使用量を抑える、有害化学物質を使わない、大量の
廃液を出さないなど、お客様、地域環境、さらには生態系に
悪影響を与えず、大切な資源を有効に活用できるように、市
場のニーズともあわせて取り組んだ2事例を紹介します。

TOP IC

製品名：環境対応サーマル無処理CTPプレート
用途：ＰＳ版（印刷用プレート）
環境性能：  省スペース・省エネ（自現機がいらない） 

 廃棄物ゼロ（現像液や現像処理液がいらない）

製品名：Brillia　HD　PRO-V　plate
用途：ＰＳ版（印刷用プレート）
環境性能：  薬品補充ゼロ 

 廃棄物80％削減（補充水洗処理が無くなったため）

PRO-V system＊の導入により、 
廃液と水使用量の大幅削減を実現
　CTP版の現像処理には安定性を保つために、｢薬品の補
充｣と｢水洗処理｣が必要です。富士フイルムのPRO-V 
systemではそれらが必要ありません。ごく少量の水補充の
みで安定した品質を実現することができます。その結果、私
たちは刷版工程で発生する廃液を大幅に削減、2000㎡の刷
版作成に対して、廃液量を100L（従来の廃液量の20%に
相当）にできました。さらに、水洗水のために年間4,000ユー
ロもかかっていた水道料金も削減できました。富士フイルム
のこのシステムは最先端の品質を実現し、環境にも経済性
にも優れた印刷システムと言えます。
＊  CTP版（Brillia HD PRO-V plate）を使用し
た簡易処理刷版システムです

株式会社三幸堂
代表取締役社長

角田  太吉  氏

2009年度の活動報告（3） 
取り組みの具現化（富士ゼロックス及び関連会社）

1社1テーマ運動の開始
　2009年10月に、富士ゼロックスでは、生物多様性の
保全という共通テーマのもとに、国内外各社・各事業所の
従業員が一斉にそれぞれの国や地域のニーズに密着した
貢献活動を行うことを推進するため、1社1テーマ運動を
開始しました。この運動において、これまで国や地域に留
まっていた貢献活動をグローバルに水平展開することで、
本業だけでなく貢献活動からも生物多様性への取り組みを
充実させていきます。
　2009年度は、各事業所・各社の従業員が既に行ってい
る活動を登録し、イントラネットなどで情報共有する基盤
を整え、社内で情報共有しています（下写真参照）。
　2010年度は、社内事例だけでなく、活動推進のための
ノウハウを「運動参加ガイド」としてまとめ、イントラネッ
トなどで公開して、生物多様性の取り組みに対する従業員
の意識合わせや積極的な活動の参加を促す予定です。

国内外の生産拠点で、 
生物多様性保全に向けた土地利用調査を開始

　製品などを生産している事業所において、生物多様性保
全のための「土地利用状況の調査」と「生き物調査」を実
施しています。2010年3月から5月にかけて、国内の5事

業所＊1（三重・新潟・富山・神奈川）で実施しました。海
外の4生産拠点＊2（中国・タイ）でも9月以降順次実施す
る予定で、2010年度末までに調査、及び対策立案・実施
を行い、来年度以降の環境マネジメントシステム（EMS）
において、生物多様性保全に関する項目を組み入れる計画
です。
＊1  富士ゼロックスマニュファクチャリング 鈴鹿事業所（新潟事業所、富山事業
所）及び富士ゼロックス竹松事業所、 海老名事業所の5拠点

＊2  富士ゼロックスシンセン、富士ゼロックス上海、富士ゼロックスマニュファ
クチャリング（蘇州）、富士ゼロックスマニュファクチャリング（タイ）の4
拠点

2009年度の活動報告（4） 
社会啓発活動

　2009年8月に、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本社がある東京ミッドタウ
ンの複合型ショールーム「FUJIFILM SQUARE（フジフイ
ルム スクエア）」では、「写真動物園がやってきた！～超接
近！ アニマルワールド～」を開催しました。会場内には、動
物を通して、環境や生態系について考えるきっかけになるよ
うなコーナーも併設、約6万人の方に来場いただきました。

イントラネットの開示事例。富士ゼロックス台湾の湿地の保全活動

イントラネットの開示事例。登録テーマの一覧「環境対応サーマル無処理CTPプレート」を 
使用して
　フィルムレスからCTPへの移行が劇的に進展したように、
ウエットから無処理に向かうのも時代の流れならば、すぐに
でも活用してノウハウを蓄積していこうという考えで採用しま
した。現像液もガム液も不要になり、廃液がゼロになったこ
とで環境負荷を大幅に削減することができました。また、コ
スト面、管理面でもメリットがあります。
　無処理プレートの比率が高まれば高まるほど、環境効果
もコストダウン効果も、さらに歴然としたものになるでしょう。
　こうした先進技術にどんどん挑戦していくことによって、社
内に新たな活気が生まれくるものと、
無処理CTPプレートが会社全体にもた
らす波及効果にも、大いに期待してい
ます。

製品ユーザーの声（国内） 製品ユーザーの声（海外・ベルギー）

「写真動物園がやってきた！
～超接近！アニマルワール
ド～」の開催風景。会期中は
夏休みということもあり、親
子連れの姿も多く見られた

関連ページ　  P.19（グラフィック事業での取り組み）
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CSRハイライト2009

富士フイルムグループは、調達先とのパートナー 
シップに基づくCSR調達を目指す 

CSR 調達の展開

「富士フイルムグループ調達方針」の制定

　富士フイルムホールディングスは、各事業会社で取り
組んできたCSR調達に関して、富士フイルムグループ共
通の理念を共有して、お取引先と積極的に情報交換を行う
などの協力関係を築き、さらにお取引先と一緒にCSRの向
上を図るため、富士フイルムグループ「調達方針」（下記
を参照）を2009年10月に制定しました。
　富士フイルムグループ「調達方針」は、富士フイルムグ
ループによる資材・サービスなどの調達に関する方針を定
めるだけでなく、対象をサプライチェーン全体に拡大し、
すべてのお取引先と公正な関係を築くことが目的です。そ

のため、法令順守や人権、環境などCSRへの配慮を重視
する企業との取引の考え方を示しています。調達方針は、
「Ⅰ. 調達の基本的な考え方」と「Ⅱ. 調達ガイドライン」
で構成。「Ⅱ. 調達ガイドライン」では、グループの事業が
化学品、医薬品から精密機器分野など多岐にわたることか
ら、関わる多様な業種・業態のお取引先にご理解いただけ
るよう、（社）日本経済団体連合会が制定した「企業行動
憲章」との整合を図り、10項目の原則で成り立っています。
今後、富士フイルムグループでは、ガイドラインを満たし
ていないお取引先へは、是正・改善措置を求めるとともに、
必要に応じた支援も行い、調達ガイドラインの徹底に取り
組みます。

電子調査の画面

2009年度の新規対象取引先への説明会

富士フイルムグループ「調達方針」
本方針における「調達」は、製品に使用する部品・材料の調達のみならず、

間接材の調達や設備などの保守・管理サービスなども含めた各種取引を対象とします。

Ⅰ. 調達の基本的な考え方
富士フイルムグループは、国際社会の一員として、最高品質の商品やサービスを提供することにより、社会の発展に貢献し、人々のクォリティ オ
ブ ライフのさらなる向上に寄与したいと考えています。そのために、私たちは次のような基本的考え方に従って調達を行います。

Ⅱ. 調達ガイドライン
富士フイルムグループは、調達に関る全てのお取引先に、以下の10原則に基づいた取組みを求めます。

❶  合理的な選択基準
優れた物品・サービスを最も競争力のある
供給者から調達するため、品質・価格・安
定供給・企業の信頼性などの合理的かつ
明確な基準に基づいてお取引先を選定しま
す。調達取引に係る決定は、調達部門が
他部門から独立して行います。

❷  開放・公正
調達取引の機会を国内外のすべてのお取引
先に平等に開放し、実績のあるお取引先だ
けでなく、新規お取引先からの調達も積極
的に検討します。

❸  社会的責任（CSR）
コンプライアンス、品質・安全性、環境保
全、情報セキュリティ、公正取引・倫理、
安全衛生、人権・労働などCSRに配慮し、
社会に貢献する良き市民としての役割を積
極的に果たしていきます。

❶  社会的に有用な製品・サービスを、安全性や個人情報・顧客情報の
保護に十分配慮して開発、提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲
得する。

❷  公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また、政治、行
政との健全かつ正常な関係を保つ。

❸  広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正
に開示する。

❹  従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやす
い環境を確保する。

❺  環境への取組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認
識し、自主的、積極的に行動する。

❻ 「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。

❼  市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体と
の関係を排除する。

❽  国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守は
もとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する経営を行
う。

❾  経営トップは、本原則の精神の実現が自らの役割であることを認識し、
率先垂範の上、社内に徹底するとともに、グループ企業やお取引先
への周知を行う。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体
制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。

10  本原則に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問
題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努
める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂
行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。

CSR調達トライアル調査の開始 
（富士フイルムの取り組み）

　富士フイルムは、2000年から環境配慮・保全を目的に
グリーン調達を進めてきました。また、2006年からはコン
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・労働に関する項目を加えたアンケー
ト調査をお取引先企業へ実施し、CSRの観点を踏まえた
調達の推進にも取り組んできました。2009年10月の富士
フイルムグループ「調達方針」の制定を機に、2009年度
に資材部の調達先32社に対してCSRセルフチェックのト
ライアル（電子調査）を実施し、富士フイルム及び関連会
社でCSR調達を展開するための基盤を整備しました。これ
らのお取引先に対してCSRセルフチェックアンケートにご
回答いただき、私たちの考え方をお取引先にご理解いただ
くとともに、回答結果の集計・評価並びに結果報告書を作
成し、お取引先へのフィードバックを行いました。
　2010年度はトライアルの結果を基に調査内容の見直し
を行い、対象範囲を拡大してCSRセルフチェックを実施す
ることを計画しています。
　富士フイルムでは、お取引先との業務の「質」の向上を
図るとともに、これからも経営の透明性、健全性を守り、
持続可能な社会の実現に向けた取り組みを積極的に推進
していきます。

調査結果をお取引先の改善につなげる 
（富士ゼロックスの取り組み）

　富士ゼロックスは、資材分野におけるCSR調達を2007

年8月から継続して実施しています。毎年セルフチェックリ
ストを主要なお取引先（全取引金額の90％以上をカバー）
に送付し、お取引先企業における自己診断と改善をお願い
しています。
　お取引先と富士ゼロックスとでCSRに関する価値観や目
標を共有し、「ともに学び、ともに強くなる」関係の構築を
目指し、環境や人権・労働や企業倫理に関するリスクを最
小化し、共存共栄することを狙いとしてCSR調達を実施し
ています。セルフチェックリストの回収後は、お取引先へ
の訪問確認を実施。お取引先の課題を理解するとともに、
その解決策を議論しながら改善に取り組んでいただいてい
ます。また、富士ゼロックスが改善すべき点も指摘いただ
き、仕組みの改善も継続的に行っています。
　2009年度は、セルフチェックリストの中でも、適合して
いないと甚大なリスクにつながる可能性のある重要項目の
90%を、CSR調達の対象となるお取引先が実施できている
ことを目指し、結果として96.9%のお取引先が目標値を達
成しました。
　資材調達に加え、物流機能についても、富士フイルム
ロジスティックスと共同で2008年度から主要な一次協力
会社に対してセルフチェックリストを送付し、自己診断と
改善を依頼しています。2009年度は、代表的な協力会社
にヒアリングし、セルフチェックの結果とあわせて、取り
組みの課題を抽出しました。
　2010年度は、富士ゼロックス内での推進の効率化を図
るとともに、すべてのお取引先が重要項目に100%対応で
きるよう、お取引先の改善支援により一層の力を注ぐこと
を目指します。
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CSRハイライト2009

品質とは、ステークホルダーの皆様から
信頼をいただく企業活動そのもの

品質向上への挑戦

製品、業務及び経営について 
高い品質を追求し続ける

　創業当初、富士フイルムグループの前身である富士写
真フイルムは、写真フィルムの開発とその製造工程の改
良・改善に試行錯誤を重ね、独自の技術で対応しました。
その結果、外国製に負けない品質の写真フィルムを市場に
提供することができ、企業としての基盤を確立しました。
　第2次世界大戦後の事業復興にあたっては、世界でトッ
プレベルの品質の写真フィルムを市場に提供すべく、米国
の統計的品質管理の考え方をいち早く取り入れ、全社品
質管理（TQC）活動に取り組みました。その努力が認めら
れ、1956年に「デミング賞」を受賞し、経営理念、経営
環境にふさわしい総合品質管理が効果的に実施されている
と評価されました。
　さらに1990年代に生産部門が ISO9001を認証取得し
たのを皮切りに、2003年からは営業・スタッフ部門や関連
会社を含め、品質、環境、労働安全衛生、情報セキュリティ
などを統合したマネジメントシステムを段階的に導入して

1934年に、写真フィルムの国産化を目指し、豊富な水と
きれいな空気がある南足柄を創業の地とした富士フイル
ムグループ。私たちのものづくりは、高い品質と環境配慮・
保全を両立させた製品を市場に提供することから始まりま
した。2014年に創業80周年を迎えるにあたり、ステー
クホルダーの皆様からより一層の信頼をいただけるよう、
製品、業務及び経営の品質を高めていきます。

います。事業部単位で、開発-生産-品質保証-販売まで
を網羅したマネジメントシステムを展開、業務の質の改善
に役立てて、経営そのものの品質もさらに高めていきます。

事業環境の変化に対応し、 
新規事業・新製品においても、高い品質を提供

　富士フイルムでは、1990年代後半からデジタル化の
進展という変化に対応するため、写真感光材料やゼログラ
フィーなどの分野で培った基盤技術を応用し、積極的に新
たな事業を創出してきました。新規事業・新製品開発にあ
たっては、商品企画からプロダクトレビューに至るプロセ
スの各ステージにゲートを設け、品質の到達度だけでなく
環境・安全、法規制、さらにユーザーのニーズから検証を
行ってきました（下図参照）。このように、写真フィルムと
同様に高い品質を、高機能材料分野＊１、光学デバイス /

システム分野＊2及び情報システム/ソリューション分野＊3

の新規事業・新製品でも展開しています。
　2010年4月から事業を展開しているジェネリック薬にお
いても、医薬品の品質は人命にかかわるという認識の下、
お客様に安心して富士フイルムの医薬品を使用していただ
くため、これまで培った品質管理システムを応用して、「原
材料の品質管理」、「製造工程及び設計品質の管理」及び
「市販後の品質管理」を設け対応しています。
＊1  高機能材料分野（フラットパネルディスプレイ・半導体・記録メディア・
化粧品・ライフサイエンス事業）

＊2  光学デバイス /システム分野（メディカル・ライフサイエンス関連機器事
業）

＊3  情報システム /ソリューション分野（ドキュメント・デジタルイメージン
グ事業）

▶富士フイルムステージゲートプロセス（新規事業）のモデル

ステージ

ゲート

アイデア
創出活動

STAGE 0

テーマ
ゲート

GATE 0

事業化
アイデア

STAGE A

68.436

GATE B

事業化
可能性

STAGE 1 STAGE 2

事業化
検証

GATE 1 GATE 2 STAGE 3

事業化
推進

GATE 3 STAGE 4

市場参入
（事業創生）

STAGE B

事業化
コンセプト

GATE A富士フイルムステージゲートプロセスは、新
規事業・新製品開発のプロセスを標準的に6つ
のステージに分割して、開発を推進していく手
法です。各ステージにおいて、不確実な要因
についての仮説検証を行いながら、不確実性を
減らし、各ステージの終わり〈ゲート会議〉で、
あらかじめ決められた項目についての目標達成
度をチェックして、次のステージに進むかどう
かの判断を行います。各ステージで得られた新
たな課題から、都度戦略を見直すことで、ユー
ザーニーズに合致した競争力のある新事業・新
製品の開発を狙っています。

▶富士ゼロックスの品質保証活動

お客様

品
質
決
算

商品提供活動におけるフェーズ管理

商品・サービス

評価・満足

品
質
保
証
方
針

品
質
目
標

回収／
再利用

販売
保守生産設計企画

工程
改善

商品提供
活動レビュー

ご要望

富士フイルムグループ　品質方針
富士フイルムグループは、
最高品質の商品・サービスを提供するために、
本方針に基づき事業を展開する。

1． 社会の要請に応えるべく顧客満足と信頼の獲得を目指す。 

2． 先進、独自の技術により、市場における最高水準の品質
を追求する。さらに、安全性と環境配慮についても最高
水準を目指す。 

3． 商品・サービスに関するコンプライアンスを徹底する。 

4． 商品・サービスの品質、安全性、環境配慮などについて、
正確かつ適切に情報を公開する。 

5． 市場からの声を真摯に受け止め、品質改善に継続的に取
り組む。

製品ライフサイクル全体でのトータルな 

品質向上を目指す

　富士ゼロックスでは、お客様に高い品質の商品・サービ
スをお届けするために、お客様の視点で満たすべき条件を
商品提供活動におけるフェーズごとに設計し、確実な品質
保証を行う「フェーズ管理」の手法を取り入れています。
　また、各業務機能の品質向上を目指す品質マネジメン
ト活動においては、お客様満足度をレビューする「品質決
算」を年度ごとに実施し、次年度の品質保証方針・品質目
標に反映しています。
　こうした活動を継続することにより、全体の品質保証レ
ベル向上を図っています。

〉〉  保守・点検無用の理想を目指して ―ロングライフ設計
　富士ゼロックスでは、お客様に商品を長期間にわたり、安定
してご利用いただくためのロングライフ設計に取り組んでいます。
　複写機やプリンターは多くの駆動部品で構成されており、機
械トラブルの原因は、これら部品の摩耗によるものが上位を占
めています。
　部品の素材選定の段階から設計を見直して改善を図り、複
写機の心臓部に相当するマーキングユニット(印字機構 )や紙送
りユニットなど、各部位の寿命を延ばすことで故障を大幅に低
減します。
　摩耗を抑えて機械の保守回数を減らすことにより、機械をお

使いになれないダウンタイムの極小化を目指しています。今後
とも、高品質を維持しお客様に長くお使いいただけるような技
術開発を進めて
いきます。

TOP IC

現像器

トナー
カートリッジ

用紙搬送路

用紙搬送路

マーキング部
断面図

関連ページ　 P.34（デジタルカラー複合機の環境負荷低減）
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▶2009年度の主な受賞

対象 評価結果（授与団体） 評価内容

富士フイルム
ホールディングス

第5回「企業の品質 
経営度」調査： 
225社中の第2位
（日本科学技術連盟：主催、
日本経済新聞社：協賛）

・仕組みづくり 
（経営者コミットメント、
品質教育と人材育成、標準
化と管理システム）
・実践活動 
（現場管理と改善、顧客対
応と品質保証、新製品開発）

FUJIFILM Electronic 
Materials　U.S.A.

（富士フイルムの 
半導体材料子会社）

プリファード・クオリティー
・サプライヤー（PQS）賞 
の受賞
（インテルコーポレーション）

・コスト、品質、供給体制、
納期、技術力、顧客満足度 
及び改善計画の徹底で、ス
コア80%以上にランク

フジノン
（富士フイルムの光学
デバイス事業の子会社。
2010年7月1日付で、
富士フイルムに統合）

エミー賞の受賞
（米国テレビ芸術 
アカデミー）

・製品・サービスの品質 
（対象製品：NHKと共同開
発した、放送用レンズで
世界初のオートフォーカス
システム「プレシジョン・
フォーカス」）



医用画像の一元管理を実現し  
高い評価を得る「SYNAPSE」

　「いのち」に直結するものだけに、医療の質の向上は暮ら
しの安心に欠かすことができません。富士フイルムは従来
から、画像診断の領域を中心に医療現場をサポートしてき
ましたが、近年は ITの活用により、医療機関全体や、さら
には地域全体までにも視野を広げ、医療活動の高度化と
効率化に取り組んでいます。
　その核となるツールが、放射線検査、内視鏡検査、超
音波検査など病院内の多様な診断画像をネットワークを通
じて一元管理する情報システム「SYNAPSE（シナプス）」
です。1999年に米国で発売し高い評価を得て、2000年
には日本でも販売を開始しました。現在では国内1,300

以上の医療機関に導入され、「SYNAPSE」は日本でトッ
プシェアの医用画像情報システムとなっています。

富士フイルムのメディカルシステム事業は、事業を通し
た社会貢献の代表的な事業活動の１つです。各種の画像
診断装置や医薬品などの提供に加え、近年では ITを活用
した医療ネットワークの構築に注目が集まっています。

　さらに2005年からは「C@RNA（カルナ）」のサービス
提供を開始し、総合病院と診療所を結ぶネットワーク環境
の整備を推進するなど、地域医療の連携、遠隔医療の実
現にも取り組んでいます。

日本でも強く求められ始めた 
医療機関の分担と連携

　米国ではもともと、「かかりつけのお医者さん」であるホー
ムドクターがまず患者さんの診察にあたり、その後は必要
に応じて総合病院などの専門医を積極的に紹介するという
役割分担と医療機関の連携が浸透しており、そうした医療
現場の間での情報共有に役立つことが、「SYNAPSE」が
米国で先だって普及した理由でした。
　これに対して日本では、得意科目とは関わりなく、どんな
病気でも「かかりつけのお医者さん」に診察・治療を求めた
り、風邪などの軽い症状でも総合病院を訪れるなど、医療
機関の効率的かつ効果的な切り分けができていないのが現
実でした。
　しかし近年は日本でも、医師不足とそれに伴う勤務医の
過重労働、医療の高度化による診療機器拡充の負担増、

TOP IC

　その後、画像のデジタル化や ITの進化により、医用画
像を一元管理する情報システムが注目されるようになった
とき、開発当時は最先端の技術だったWEB技術を全面採
用し、画像管理を含む医療施設の基幹システムとして登
場したのが「SYNAPSE」でした。これにより医師や放射
線医たちは、わざわざフィルム保管室に行かなくても、自
分のデスクのパソコンで必要なデータを瞬時に呼び出し
閲覧することが可能となり、院内では、同じように画像を
モニターしている臨床医と電話で話し合うといった、新し
いワークスタイルが生まれました。さらに、電子カルテな
ど各種の医療情報が一元的に管理され自在に利用できる
ようになったことで、医療機関内でのコミュニケーション
が活性化するとともに、患者さん一人ひとりを中心にした
多職種チーム医療の実現にもつながっています。
　また「C@RNA」では、ネットワークで結ばれた総合病
院と診療所の間で、診療所では難しい高度な検査につい
て、依頼の手続きから検査画像及び検査報告のやりとりま
でがパソコン上で行えるようになり、地域の医療連携の推
進を後押ししています。
　医療の最前線で健闘する医師やスタッフをサポートし、
人々に安心を提供する
ために、富士フイルム
はこれからも、医療の
進化に寄与すべく力を
つくします。

　当院は、職員ならびに地域の念願であった350床の新病院が
完成し、2010年1月4日に開院いたしました。当院は、従来か
らの地域の循環器病基幹施設に加え、地域医療支援病院、地域
がん診療連携拠点病院、そして肝疾患診療地区拠点病院の指定
を受けております。直接のコミュニケーションを介して培った「顔
の見える連携」を基本に、ITを利用した地域医療連携システムが
力を発揮するものと思われます。
　埼玉病院地域連携サービス「カルナコネクト」の構築は、新
しい「地域医療連携」推進の一環として、富士フイルム及び4医
師会の共同研究で、2005年より開始しました。高額医療機器で
あるMRI・MDCT、超音波診断、内視鏡検査、生理機能検査、
栄養相談に始まり、各診療科の専門医による外来診療を、インター
ネット環境下で24時間いつでも時間をかけずに予約できるシステ

〉〉  地域の健康といのち、そして心を守る、医療連携ネットワーク

VOICE

ムを構築しました。読影結果は、キー画像とともに翌日までに送
信され、あたかも、当院の外来で診療している感じであり、「バー
チャル ホスピタル」と言えると、診療所の先生からは高い評価を
受けています。今後はカルナコネクトによる病院と診療所、病院
と病院の連携のネットワークを、健康・予防・医療・介護へと広げ、
地域医療の質の向上と地域完結型医療の実現、言い換えれば「地
域のバーチャル トータルケアシステム」づく
りを目指したいと考えております。

国立病院機構 埼玉病院
院長

関塚  永一  氏

医療過誤による経営リスクといった様々な問題が顕在化。
医療体制の崩壊を防ぐためには、米国のような医療機関
の役割分担と連携が必要なことが認識され、「SYNAPSE」
や「C@RNA」への期待も大きくなっています。

医療情報システムの 
導入がもたらす様々なメリット

　医療機関のネットワーク化が本格化する以前、X線検
査や超音波検査などの画像は写真フィルムに記録、それら
フィルムを病院内の一室に保管していたため、医師や放射
線医は必要によってフィルム保管室に足を運び、求める画
像を探さなければなりませんでした。

国立病院機構 埼玉病院での使用事例

〉〉  ブラジル・サンパウロ州の大規模な医療プロジェクトに「SYNAPSE」が採用
　ブラジルのサンパウロ州政府が新世代の地域医療インフラ構
築のために推進している大規模プロジェクト「SEDI-Ⅰ（セジ・ウ
ン）」に、富士フイルムの医用画像情報ネットワーク「SYNAPSE」
が採用されることになりました。
　このプロジェクトは、ITの活用により1カ所の診断センターと、
総合病院や外来専門病院など複数の医療機関をネットワークで結
んで診断機能を集中させ、診断の生産性向上を図るとともに、民
間病院の経営ノウハウを公立病院に取り入れて経営効率を高める
ことを目指したもので、迅速性や確実性、安定性が評価されて、
今回「SYNAPSE」がネットワークの核となるシステムとして採用
されることとなりました。
　2009年10月にはサンパウロ市内に新設された診断センター
において、サンパウロ州知事や州厚生局長をはじめ多くの医療関
係者を招いてプロジェクト本格スタートの祝賀会を開催。今後、

2011年末までに計20の医療施設に「SYNAPSE」が導入され、
診断センターでは、年間200万の検査数を処理する見込みです。

祝賀会の様子。左よりFUJIFILM do Brasil Ltda.のメンバーと「SEDI-Ⅰ」事務局長（右
から2人目）、サンタカタリナ病院事務局長（右端）

関連ページ　 P.12、13（ヘルスケア事業での取り組み）
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検査予約

診療所1 診療所2

診療所3

診療所4診療所5

画像・所見を取り出す

データセンタ
検査予約
診察予約

高度な
検査施設・設備や
専門医を有する

病院

▶医療連携のしくみ医用画像ネットワークの構築を通して
地域医療の高度化と効率化に貢献

事業を通じた社会貢献・地域貢献

CSRハイライト2009
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富士施楽高科技 (深セン )
有限公司
CSR推進科

劉  美華

▶各小学校への支援活動

次世代の育成や文化交流の場を提供して、
社会・地域に貢献

企業市民としての社会貢献・地域貢献

貧困地域の就学できない子どもたちに 
勉強の場を提供―小学校の設立と支援

　富士ゼロックス深セン（中国）ではCSRや環境保護に関
する活動を経営の重点と位置づけ、社会貢献活動もCSR

経営の一環として活動しています。これまでも工場近辺の
川や浜辺の清掃活動、植林活動などを行ってきました。中
国社会及び地元住民の富士ゼロックス深センに対する理
解促進、社員の奉仕意識の向上を目的とし、さらに高いレ
ベルの社会貢献活動を実施するため「微笑服務団（ボラン
ティア組織、深セン市義務工作者連合会の認可を取得）」
を結成。自ら志願した社員が自ら老人と弱者の慰問、災害
の募金活動、環境保護、コミュニティ・サービスなどの活
動を、退社後や土日の休業日を利用して展開しています。
　一方で、中国・華南地区で多く見られるように、富士ゼ
ロックス深センにおいても、地方出身の若者が多く就業し
ています。そのため、地方でも特に貧困地域の就学支援や
援助など、地域の社会課題解決を目指した社会貢献活動
も展開しています。例えば、会社設立十周年の2005年に
は、子どもたちに勉強の場を提供することを目的に、敦煌
希望小学校を設立しました。河北環境保全小学校と雲南

環境保護小学校も加わり、計3校の小学校の設立となりま
した。小学校の設立後は、慰問金寄付（当社以外に労働
組合も合わせて）、PC（パソコン）などの物品支援以外に、
毎年5人程度が現地を訪問して
慰安するなどの人的支援も実施
しています。

希望小学校の生徒たち

Fuji Xerox Art Space（富士ゼロックスアートスペース）

　富士ゼロックスでは、芸術の中でも複製という当社の事業
に近い版画に絞り、収集した作品をより多くの方々に見ていた
だくという目的から、2003年よりギャラリー ｢Fuji Xerox Art 

Space（富士ゼロックスアートスペース）｣で公開してきました。
　今年、横浜市に富士ゼロックスの新しいR＆D統合拠点｢富
士ゼロックス Ｒ＆Ｄ スクエア｣が完成し、その1階を一般の方
も入り交流を深めるための横浜市の｢にぎわい施設｣として公
開することとなりました。その「にぎわい施設」で市民や従業員
の交流に役立てるよう、ギャラリーを移設し、富士ゼロックス
版画コレクションを展示することにしました。多くの方に｢社会
の共有財産｣である芸術作品をご覧いただくにふさわしい場所
だと考えています。
　｢富士ゼロックス Ｒ＆Ｄ スクエア｣は、ものづくりを創造す
る現場です。芸術作品は｢芸術家の知と情を作家固有の表現
で表したドキュメント｣とも言え、ものを生み出すことにおいて
は、芸術も科学も原点は共通です。私たちは多くの従業員や市
民の一人ひとりが、優れた芸術作品を｢感受｣し、交流を通じ
て｢創発｣につながる場にしていきたいと考えています。
　横浜市は近年、｢文化芸術創造都市｣を掲げており、私たち
はその一員として活動させていただくことで、横浜市とのシナ

〉〉 富士ゼロックス Ｒ＆Ｄ スクエアで、文化交流の場を開設

TOP IC

富士ゼロックス
CSR部（版画コレクション事務局）

林  良重

Fuji Xerox Art Space（富士ゼロックスアートスペース）

開館時間： 平日9：00～17：00 
（休館日については、公式サイトをご覧ください）

入場：無料
開催展覧会：年3～5回
版画コレクション情報：作品数約900点強、作家数200余名
※交通アクセスなど詳細は、公式サイトをご覧ください。

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
ともに歩み、社会の要請や期待に誠実にこたえる
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。

ジーを発揮し、さらに成長をしていきたいと思っています。多く
の方に足をお運びいただき、気軽に芸術作品に親しんでいただ
ければ幸いです。
　また、この事業所の3階には、｢Ten Thousand Years of 

Recorded Information｣という資料展示コーナーがあります。
この資料は人類があらゆる時代や地域を通じて様々な媒体に記
録してきた情報を展示し、人類
の記録の足跡を表現しています。
ご来場の際には、ぜひ1階・3階、
合わせてお楽しみいただければ
と思っています。

 http://www.fujixerox.co.jp/
company/event/hanga/map.html

URL

名称 敦煌希望小学校 河北環境保全小学校 雲南環境保護小学校
場所 甘粛省敦煌七里鎮 河北省滦平県金 屯 雲南省会沢県楊梅山
設立日 2005年6月（生徒：242人、先生：10人） 2007年7月（生徒：140人、先生：9人） 2008年7月（生徒：391人、先生：13人）
投資 約30万元+プリンター寄付 30万元 30万元

2006年
● 学校訪問、慰問金2万元（ボランティア+労働組合）
● PC室設立（40台寄付）

2007年
● 工場来訪（10名）
● 図書室2万元（労働組合からの支援金含）等

 ● 中古PC20台寄付

2009年

● プリンター１台贈呈
● 学校訪問（訪問者：董事長、統括部長、労働組合
主席、秘書、事務局の5名）及び慰問金贈呈2万
元＋12名の優秀学生奨励（1人ずつ100元）

● テストプリントのコピー用紙寄贈

●  学校訪問（訪問者：董事長、統括部長、
労働組合主席、秘書、事務局の5名）及び
慰問金贈呈4万元（うち労働組合2万元）

● 中古PC10台贈呈
● 学校訪問（訪問者：董事長、統括部長、労働
組合主席、事務局の4名）及び慰問金贈呈
4万元（うち労働組合2万元）＋貧困学生家
族訪問（各現金４００元と米一袋と油）

2010年
活動計画案

●  学校訪問（訪問者：董事長、統括部長、労働組合
主席、事務局の4名）

● 学生机と椅子も更新（4万元、うち労働組合から2
万元）

● テストプリントのコピー用紙寄贈

●  学校訪問（訪問者：董事長、統括部長、労働
組合主席、IS部、事務局の5名）及び慰問
金贈呈3万元（うち労働組合から2万元）

● 貧困学生家族訪問、現地植樹活動（10万元）
● テストプリントのコピー用紙寄贈
● 先生にPC操作の講習支援、PC装置等

●  学校訪問（訪問者：董事長、統括部長、労働
組合主席、IS部、事務局の5名）及び慰問
金贈呈3万元（うち労働組合から2万元） 

● 貧困学生家族訪問、現地植樹活動（10万元）
● テストプリントのコピー用紙寄贈
● 中古PC14台贈呈 、先生にPC操作の講習
支援、PC装置等

TOP IC

 http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/
socialcontribution/plantgreenery/index.html

URL

　「中国植林ボランティア活動」は、1998年から開始した富士フイル
ム労働組合の社会貢献活動（2006年からは中国現地法人の富士フイ
ルム（中国）投資有限公司とも協働）です。2009年度は、5月に第12

次隊 (24名 )を派遣、7月には「エコ・プ
ランティング・ダイアログ」を開催。ダ
イアログでは、共に活動するNPO法人・
緑化ネットワークに加え有識者を招聘
し、2010年度以降の活動に反映すべく、
活動のあるべき姿などを議論しました。

〉〉 2009年度の「中国植林ボランティア活動」

ダイアログの様子

関連ページ　  P.20（ドキュメント事業での取り組み）

CSRハイライト2009
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欧州市場の富士フイルムグループ

　富士フイルムグループは、1960年代後半にイメージ
ングソリューション事業を中心に海外市場に進出しました。
1966年に欧州の事業を統括する子会社をドイツに設立
し、1982年にカラーペーパーとカラーフィルムを製造す
る会社をオランダに設立しました。
　現在は、FUJIFILM Europe GmbH (ドイツ・デュッ
セルドルフ)が欧州地域の戦略本部として機能し、欧州
地域の販売･事業戦略を策定して欧州にある富士フイル
ムのグループ会社を支援しています。加えて、FUJIFILM 

Europe B.V. (オランダ・チルバーグ )が欧州市場全般
の物流、財務、調達管理機能を担っています。富士フ
イルムグループは、欧州全土に多数の製造拠点があり
ます。例えば、オランダ・チルバーグには、カラーペー
パーとオフセット版の欧州製造拠点であるFUJIFILM 

Manufacturing Europe B.V. 、ベルギー、クライベー

ケには写真･グラフィックアート市場向けの化学薬品を製
造するFUJIFILM Hunt Chemicals Europe N.V.があり
ます。
　現在、富士フイルムグループは、欧州に連結子会社が
54社＊あり、5,100人＊を超える従業員が研究開発、製造、
販売、サービスサポートに従事し、欧州全土で医療、化
学薬品、グラフィックアート、電子材料、光学、記録媒体、
動画、写真技術など、多数の分野を対象に事業を行って
います。
　富士フイルムグループが、欧州で事業展開する上で、
社会的責任を果たすことは企業として当然のことです。特
に、環境法規制への対応については、欧州市場での一元
管理に努めています。
＊2010年3月末現在

プロジェクトに関わった
Colin Boughton（左）と

Elaine Campling（右）

欧州内の組織を改編し、 
製品と化学品のコンプライアンスを強化 
（ドイツ　FUJIFILM Europe GmbH）

　企業にとって世界的に環境法規制への違反は、製品の
販売や出荷の停止、顧客との取引中止などにより信頼や収
益を損なう大きなリスクにつながります。
　そのため、企業の成長には環境・品質のコンプライアン
ス戦略が必要不可欠なものとなっています。つまり、企業
にとって「環境と社会に配慮する」ことはもはや特別な要件
ではなく、あたりまえの活動なのです。
　今日企業は、新たな法律や自
主基準に適合して顧客の期待に
応えるため、自社製品の環境や
社会への影響についてこれまで

 エネルギー使用量の削減 
（イギリス　FUJIFILM Sericol UK Limited）

　FUJIFILM Sericol UK Limited（7月1日付で、FUJIFILM  

Speciality Ink Systems Limitedに社名変更）では、英
国ブロードステアーズの生産施設に加え、オフィスでもエ
ネルギー使用量の削減に努めています。

施策一覧（継続中の施策例）

1． 社会の要請に応えるべく 
顧客満足と信頼の獲得を目指す 

・個々の照明の電源コントロール 
・付属品を少なくする 
・蛍光管を少なくする

2． 光度の監視を実施 

3． 人感センサーの設置 

4． より効率的な照明システムの導入 

5． 監視、レビュー、及び報告の実施
6． 改善箇所の洗い出し
7． 従業員への周知

製品のコンプライアンス
●  CEマーク及び ISOへの対応
●  RoHS指令  
（電気電子機器の有害物質）
●  WEEE指令  
（電気電子機器廃棄物）
●  包装材及び包装廃棄物指令

●  電池指令
●  REACH規制  
（アーティクル中の化学物質）
●  製品安全とPL
●  EuP指令

化学品のコンプライアンス
●  化学物質の分類・表示・包
装（CLP）規制とGHS対応
（MSDS）
●  REACH規制 
（登録、認可、制限）

● CLP規制（届出）
●化学物質の制限（REACH）
●化学物質の安全な取り扱い
●  危険物輸送

啓発用ポスター

　ISO 14001の指針に従ってエネルギー管理システムを
導入、2008年にはプロジェクトチーム（製造、会計、購買、
品質保証など複数の部門のスタッフで構成）を結成して取
り組みました。さらに、従業員向けの意識改革･研修プロ
グラムも実施。従業員は、電力使用量の監査や進捗報告
書の作成を行い、必要時以外は設備の電源を切るなどして
エネルギーの使用量の削減を目指すことはもちろん、製造
プロセス以外の暖房、換気、空調、照明などに関しても
エネルギーの節約を図りました。その結果、工場での全エ
ネルギー使用量を15%削減することができました。これ
はCO2排出量では460トン/年に相当します。

環境保全活動の事例紹介FOCUS 1

Head of Environment& 
Compliance 
Corporate Division

Johann Zauner

以上に説明責任を果たすことが市場や顧客から求められて
います。特に消費者は、単に製品の環境負荷が低いという
だけでなく、環境全体に配慮しさらに社会にも配慮した製
品を求めており、欧州も例外ではありません。
　そこで、FUJIFILM Europe GmbHは組織を強化して
欧州での製品と化学品のコンプライアンスに取り組んでい
ます。
関連ページ　 P.68(環境ガバナンスの強化 )
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▶富士フイルムグループの主な欧州拠点

▶欧州における主な事業展開

●  メディカルシステム事業: 
欧州34カ国に展開
メディカルフィルム、デジタ
ルX線システム、メディカル
ネットワーキング、及び内視
鏡設備の販売とサービス

●グラフィック事業:欧州32カ国とアフリカ主要国に展開
オンデマンド印刷、ワイドフォーマット･インクジェットなどの印刷業界向け製品の
販売とサービス、及びCTP版の生産と販売

1966年にドイツに子会社を設立してから、約50年が経ち、
現在は50社以上、5,100人を超える従業員によって、多
様な事業を展開しています。

FUJIFILM Europe GmbH
欧州販売戦略統括機能

FUJIFILM Sericol UK Limited

FUJIFILM Europe N.V.

FUJIFILM Electronic 
Materials (Europe) N.V.

FUJIFILM Hunt Chemicals 
Europe N.V.

FUJIFILM Imaging Germany 
GmbH & Co. KG

欧州市場でも社会的責任を果たし、
多様な事業でクォリティ オブ ライフに寄与

ヨーロッパでの CSR 活動

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

FUJIFILM Europe B.V. 
欧州物流戦略統括機能

●  イメージング事業:  
欧州40カ国に展開
カラーペーパーとインクジェット
材料の生産と販売、デジタルカメ
ラ（FinePix）の供給、オンライン
フォトサービス、フォトブック、及
びデジタルカメラプリントその他
の付加価値プリントサービス

CSRハイライト2009



土地復元などの地域との共生 
（オランダ　FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.）

　FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. があるオラ
ンダ・チルバーグに近いハイス テル ハイデ。この農村部
に広がる土地は、1993 年から、オランダの自然保護団体
であるナチュールモニュメンテンによって、森林や農地を
元の低木地や沼沢地に戻していく活動が行われています。
私たちは、ナチュールモニュメンテンに対して、5年前か
ら10万ユーロを超える経済支援を行ってきました。その

リターナブル容器の導入  
～容器の使用量・廃棄量の大幅削減  
（ベルギー　FUJIFILM Electronic Materials  
(Europe) N.V.）

　フォトレジストやフラットパネルディスプレイ材料
の 製 造 及び 販 売をしているFUJIFILM Electronic 

Materials(Europe) N.V.では、お客様に製品を納入する
際に、使い捨ての容器ではなく、リターナブル容器の導入
を2002年より進めてきました。リターナブル容器の導入を
実施した2002年の導入率は約72％でしたが、お客様の環
境配慮への理解もあり、2008年にはその導入率が約94％
になりました。また、2009年からは、リターナブル容器よ
りも大容量で効率的に輸送できるタンクでの製品の納入も
開始。その結果、リターナブル容器で納入される製品重量
の約3分の１は、タンクでお客様に納入されています。
　リターナブル容器は、少量の製品を購入するお客様に
は向きません。しかし、継続的に製品を購入するお客様に
とって、リターナブル容器の活用は有効で、容器及びその
ダンボールなどの包装の廃棄コスト削減や、使い捨ての

写真画像分野の教育支援 
（ドイツ　FUJIFILM Imaging Germany GmbH & Co.KG）

　FUJIFILM Imaging Germany GmbH & Co.KGは、
有名な写真学校である「Photo ＋ Medienforum Kiel」
に、2002年にFrontier 330 Minilabを提供し、長年に
わたり同校の先生と生徒にこのシステムを教材として活用
してもらいました。さらに、2009年には、新たにDry Lab 

DL 410システムを提供し、同校のマネージングディレク
ターを務めるUte Nolte氏から「当校の学生にとって最新
の技術を知ることは重要だと思います。FUJIFILMの長年

自然写真コンテストを後援 
（ドイツ　FUJIFILM Europe GmbH）

　世界的に有名な自然写真コンテスト「 Internationale 

Fürestenfelder Naturfototage」は、1999年から毎年
開催されています。FUJIFILM Europe GmbHは1999年
の第1回からサポートし、画質プリントの提供による支援も
行ってきました。
　40カ国以上の写真家が参加するこのイベントには、こ
れまでに7万人を超える来場者があり、写真を通して自然
の大切さを啓発する機会となっています。

水再生循環システムの導入 
～水投入量及び排水量の大幅削減 
（ベルギー　FUJIFILM Europe N.V.）

　FUJIFILM Europe N.V.では、多くの水を使用して、写真・
印刷用薬品を製造しています。廃液処理設備に水循環シ
ステムを付帯させ、水質の保全管理と水使用量の削減に
取り組んでいます。廃液処理設備と水循環システムの関
係は、右図の通りです。
　水循環システムの導入により、2009年の水使用量は、
導入前の約25%になりました。水は工業用水と地下水か
ら供給していますが、工業用水の年間使用量は4,000m3

（導入前）から 1 ,000m3（導入後）、また地下水の年間
使用量は 61,000m3 （導入前）から 21,000 m3（導入
後） に削減されました。これは、生産工程で使用した水を
化学的に処理、再度生産工程で使用できるように貯蔵タン
クを設置し、処理水を安定して生産工程に投入できるシス
テムとして整備、工場内での水循環システムを確立したた
めです。
　さらに、水循環システムの確立によって、工場外へ
排出する水の量も大幅に削減でき、年間の排水量は 

結果、該当する土地
の復元につながりまし
た。このような支援は、
2010年も続ける予定
です。
　また、土地復元のプ
ロジェクトへの経済支援以外にも、地域との共生に努め、
寄付や写真関連のサポートを通じ、写真展やボランティア
活動、スポーツイベント、その他の活動やイベントなど、
様々な地域プロジェクトを支援しています。

▶廃水処理設備と水再生循環システムの関係図

沼沢地に復元された土地

にわたる支援に感謝します。」とお言葉をいただきました。
　なお、私たちは、両システムの資材を無償で提供してい
るだけでなく、毎年100名を超える生徒に対して、写真画
像に関連する機器の機能や新たなアプリケーション技術を
サポートして、写真の現像に関わる職業訓練を行っています。

〉〉  品質面もフォローしてくれるスポンサー 
～コンテストの創始者で世界的に著名な自然写真家からのコメント～

　FUJIFILMがこのコンテストを第1回目からサポートしてくれて
いることに感謝しています。私自身がFUJIFILMの製品を20年以
上愛用してきました。今でも、中型カメラ用のフィルムとしてベル
ビア 50 を使っています。FUJIFILMは、写真の品質を重視する
という点で私たちと同じものを追求してくれます。FUJIFILMが私
たちのコンテストのスポンサーであることは、品質面から歓迎し、
FUJIFILMの皆さんとの個人的な関係からも大変嬉しく思っていま
す。このコンテストを熱心に支えてくれるFUJIFILMの皆さんと、
今後もこの関係が続いていくこ
とを願っています。
詳細:   http://www. 

glanzlichter.com

VOICE

Ms. Mara Fuhrmann

1 ……  年間地下水使用量：21,000m³

2 ……  水道水（バックアップとしての
み使用）

3 ……貯蔵タンク80m³

4 ……脱塩処理水
5 ……  製品の中に含まれる水15,000m³

6 ……製品洗浄用水22,000m³

7a …中和タンク30m³

7b …  貯蔵タンク /ホモジェナイザー

8 ……  バイオリアクター（脱室装置） 
30m³

9 ……濾過膜
10 …逆浸透
11 …年間排水量：10,000m³

12 …  年間リサイクル水量：
12,000m³

13 …年間雨水投入量：4,000m³

14 …  貯蔵タンク（雨水及びリサイク
ル水）430m³

F ……フィルター
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22,000m3（導入前）から 10,000m3（導入後） と半分
以下に削減されました。

容器での製品より安価に購入できるだけでなく、お客様の
仕様に合わせた応対（バーコード管理、ラベル対応など）
を可能にしました。

FOCUS 2

▶リターナブル容器の導入率の推移

▶  現像液（水系）のOPD、HPRD及びPPDシリーズ 
で使用されている容器の例

■タンク ■リターナブル容器 ■使い捨て容器
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関連ページ　 P.17（ピンクリボン運動）
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社会貢献活動の事例紹介

CSRハイライト2009

ヨーロッパでのCSR活動
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