ご報告 東日本大震災の復旧に向けた富士フイルムグループの取り組み

放射線への対応
富士フイルムRIファーマ

放射線に関する豊富な知見を
支援に活かす
富士フイルムRIファーマは、
1968年の創業以来、
様々な疾患の診断、治療方針の決定や予後の判定に
役立つ放射性医薬品の研究開発・製造・販売を行って
きました。今回の震災においては、福島第一原子力
発電所の事故を受け、グループ各社、さらには政府
や行政からの要請に迅速に対応し、放射性物質によ
る汚染検査や除染活動、放射能知識の講習会などを
実施。企業の枠を越え、地域に密着した支援活動を
行っています。

広野町の保健センターで広野町民への講演
（福島県広野町）

また、文部科学省からの依頼を受け、千葉事業所
の社員が福島県内の放射線のデータ解析や土壌サ

とが何よりも重要です。また、人間の五感では感じ取

ンプリングにあたりました。

れない放射線の除去には、知識だけでなく現場の実
測値と測定環境を見た対応が必須です」
と執行役員・

検査と除染に町ぐるみで取り組む

放射性物質の残量についてデータ解析。また、除染

ケミカルズ広野工場においては、
2011年4月末から

の方法や測定結果報告を行う講演会を町内で4回実

6月初旬まで、千葉事業所の社員が毎週出向き、
「汚

施したほか、千葉事業所のある山武市をはじめ、様々

染ゼロ」が確認できるまで除染作業を実施。同時に、

な地域で放射線に関する情報提供を行っています。

経済産業省や文部科学省や、広野町とともに、町内

「広野町をモデルケースとして、除染活動が他地域

の汚染状況のデータ収集や、放射線に関する説明会

にも広まればよいのですが。安心して住める町に、一

を行いました。

日も早く戻ってほしいですね」と岡﨑。今後も富士フ

濫していますが、正しい知識を持って対応にあたるこ

富士フイルムRIファーマ株式会社
千葉工場 管理部 環境管理部グループ長
放射線取扱主任者

河内 杉雄（左）
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C S R重点課題の実績では、
「経営課題の達成を
支援するC S R」活動に取り組んだ2 0 1 0年度の
ハイライトをご紹介します。また、海外におけ
るCSR活動についても取り上げています。

広野町内では、
土壌や水、
雑草、
野菜類やお茶など、

福島県双葉郡広野町にある富士フイルムファイン

「事故発生以後、放射線に関する様々な情報が氾

30

千葉工場長の岡﨑冨美夫は語ります。

CSR重点課題
の実績

イルムRIファーマは、同社の持つ技術や知見を生か
し、全社をあげて復興支援に取り組んでいきます。

富士フイルムRIファーマ株式会社
執行役員 千葉工場長

岡﨑 冨美夫（中央）
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環境配慮設計………………………………… 36
生物多様性の保全… ………………………… 38
化学物質の管理… …………………………… 40
社会貢献活動………………………………… 42
マネジメントシステム… ……………………… 46
海外のCSR活動… …………………………… 50

富士フイルムファインケミカルズ株式会社
取締役 執行役員 生産技術部長

樋口 登（右）

FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2011

31

CSR重点課題の実績

CSR重点課題の実績

富士フイルムグループ中期CSR計画

富士フイルムグループの
連携強化のもとでCSRを推進

中期CSR計画の全体像
（2010年度から2012年度）
重点課題

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C S R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。

グループ全体での経営課題達成を
支援するCSR体制へ

続可能な発展を続けていけるよう努めていきます。
富士フイルムグループのC S R課題は、「富士フ

経営課題 の 達成を支
援するC S Rを富士フ
イルムグループ事業
会社間 の 連携強化 の
もとに推進する。

アンスから社会の期待や要請といった「対応の評

フイルムホールディングスを中心に、グループの

価度」の2軸から、その重要性を下図のように位

戦略的マネジメントとグループ経営のガバナンス

置付け、計画づくりに反映させています。

してきました。

CSR推進における
「重要性」
評価マップ

持株会社制への移行に伴なうC S R活動体制を構

高

重要度：中

重要度：大

社会の期待や要請

献方針」をはじめとした各種方針（P . 4 6参照）を定

生物多様性

めてきました。これらの方針は、グループすべて
の従業員一人ひとりが、
CSR活動を実践できるよう、

対応の評価度

築し、
「グリーン・ポリシー
（環境方針）
」
や
「社会貢

社会・文化貢献

CSR活動の客観的評価

自主・業界基準

進め、C S Rと事業との連動をより密にし、C S Rを

CSR調達

資源の有効利用 ・サイト横断
（7工場＊）
の廃油の有価物化と廃棄物削減の取り組み

＊神奈川工場
（小田原、足柄）
、富士宮工場、吉田南工場、富士フイルムオプトマテ

生物多様性の保全 ・国内外の生産開発事業所の土地利用状況の調査による生態系影響
の確認
・生物多様性保全に関する評価項目を追加した環境配慮設計の展開
・社員とその家族に向けた富士フイルムグループ横断の啓発活動

内部統制強化
人権・雇用

低

重要度：小

小

・製品の化学物質情報の提供、開示の拡充
・産業界横断の含有化学物質情報伝達の仕組みづくりとその普及活
動への参画・推進

4．本業と連動した社会貢献の推進

・研究、人材育成分野での企画を検討開始
・プリンティング事業を生かした弱視児童への教材提供による教育
支援

5．グループ全体のコンプライアンス ・グローバル行動規範の啓発と、リスク管理活動
（情報セキュリティな
／リスクマネジメントの質的向上
ど）
の推進
・海外各国法規制の監視体制の強化
・セルフチェックシート活用による取引先と協働したCSR調達の取り
組み

重要度：大

富士フイルムグループに与える影響度

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〜）

大

持続的な発展を実現するための
中期CSR計画

VOICE
CSR計画の全体像をもとに
目標の策定を

富士フイルムホールディングスは、『経営計画』
の達成に向け、推進方針、重点課題からなる中期

2010

持株会社制への移行に伴う、CSR活動体制の整備・構築

CSR計画を2010年度から実施しています。中期
企業体質および成長戦略の再構築
企

（2006年10月〜2010年3月）

20
2006年
20
2008年

2004

持株会社制への移行
富山化学工業（株）連結子会社化

第二の創業へ向けて
第二の創業
業
中期経営計画
スタート
中期経営
経営計 「VISION75」

2001年
（株）連結子会社化
01年 富士ゼロックス
富士

1980

事業 の 成長と環境 へ
の 影 響 低 減 の 両 立、
CSRブランド価値のさ
らなる向上を目指す。

3．化学物質管理のレベルアップ

コンプライアンス

通じた経営課題の達成を目指し、社会とともに持

海外拠点の拡大／デジタ
の拡大／デジ
海外拠点の拡大／デジタル化の進展
富士ゼロック
ックス（株）
株）設立
設
1962年 富士ゼロックス

事業の多角化／海外市場の拡大
化／海外市

経済人コー円卓会議日本委員会
事務局長

CSR計画は、グループの事業会社間の連携強化の
もと、事業の成長と環境への影響低減の両立、
C S Rブランド価値のさらなる向上を目指し、5つ
の「重点課題」に取り組んでいます。
2 0 1 0年度は、各サイトで省エネ技術に取り組
みその成果を水平展開することで、地球温暖化対
策を推進し、環境優位性を訴求するなど、事業と
連動した重点課題に取り組み、「経営課題の達成
を支援するCSR」活動を着実に進めています。

石田 寛氏
C S R経営の実現に向けた取り組みとして、昨年中
期C S R計画を策定し、着実に実施していることは評
価できます。それだけに、中期C S R計画の３カ年の
ロードマップで、方向性と具体的な活動内容を明示
するとさらに透明性が増してくるでしょう。
富士フイルムグループは、時代の先を見据えて社
会の仕組みを変革する一翼を担っています。是非と
も中長期を見据えて新しい価値の創造をし続け、ス
テークホルダーを魅了する企業になっていただくこ
とを期待します。

写真フィルムの国産化／国内販売網の確立
化／国内販
1934年

32

・環 境配慮設計 の 様式シート改定による環境配慮内容 の 見える化
向上
・環境配慮設計の仕組み浸透度把握

人材育成
品質・安全

労働安全衛生

にしたものです。
今後は、C S R活動体制の整備・構築から段階を

気候変動問題
情報開示と対話
話

富士フイルムグループのC S Rの理念や価値を明確

1934

2．環境配慮設計の推進

リアルズ、富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ、富士フイルムファイン
ケミカルズ平塚工場

体制を強化し、社会に役立つグループとして努力

1950

・エネルギーコスト削減と連動させたグループ横断プロジェクトの
推進
（各サイトにおける省エネ技術への取り組みと水平展開など）
・ワ ークエリア、ライフエリアの啓発活動「I C Eプロジェクト」にて、
CO2見える化ツールを使った積極的なエコライフの推進
（CO2削減
量 約800t）

イルムグループに与える影響度」と、コンプライ

富士フイルムグループは、持株会社である富士

進捗状況
（2010年度実施内容）

1．地球温暖化対策の推進

富士写真フイルム（株）設立
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CSR重点課題の実績

CSR重点課題の実績

気候変動に対する取り組み

高い
“環境品質”
によって顧客満足と
環境負荷低減に貢献

Management Suiteを利用して、オフィス用複
合機の操作パネルやパソコン画面から、従業員一

富士ゼロックスは、オフィス用複写機・複合機

人ひとりのプリント出力状況やC O 2排出量を確

の起動時間や節電モードからの復帰時間を大幅に

認できます。また、分電盤の電力情報から、他社

短縮した富士ゼロックス独自のI H（I n d u c t i o n

製品や照明、パソコンなどを含めたオフィス全体

製品・サービス・企業活動といったあらゆる面から高い“環境品質”を実現することで、お客様一人ひ

Heating：電磁誘導加熱）
定着装置を開発しました。

の消費電力の見える化を実現します。

とりの満足を獲得し、当社と社会の持続可能な発展を目指していきます。

従来のトナー定着に用いられていた熱源をハロゲ

これらの「CO2見える化」機能により、環境意識

ンランプからIHに代え、高温になりやすい薄膜の

を高め、出力コストの削減や消費電力の削減を促

品の「使用」によって発生するC O 2排出量も減ら

銅を発熱体として採用することで、約40秒かかっ

進します。

すことができました。

ていた立ち上がり時間を世界最速3秒まで短縮。

2010年度のCO2排出量および主なCO2削減施策についての詳細は
P.62をご覧ください。

また、この大幅な時間短縮には、定着温度を約

富士フイルムグループの地球温暖化
対策の長期目標
富士フイルムグループでは、「C O 2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
象領域を事業だけでなく、製品・サービスのライ

従業員が家庭から始める
地球温暖化対策活動

20℃低下させた「EA-Ecoトナー」の存在も寄与し
ています。このように急速な加熱が可能となった
ことで、利便性が向上しただけでなく、待機時や
ルギー化も達成しています。
IH定着装置以外にも、画像読取光源に高輝度白

製品の「輸送」、製品の「使用」、製品の「廃棄」）ま

とその関係会社の従業員とその家族を対象に、職

色LEDを採用するなど、消費電力を削減するため

で拡げ、基準年2005年度のCO2排出量5,049千

場と家庭の両面からCO 2排出量の削減を目指した

の富士ゼロックスならではの様々な技術も実用化

トン/年を、2020年度には3,525千トン/年以内

活動「アイス（ICE＊）
・プロジェクト」を実施してい

さ れ て い ま す。 こ れ ら 技 術 の 集 大 成 と し て、

に削減します。

ます。一人ひとりがCO 2排出量を削減する具体的

2010年度には、8機種11商品が販売されました。

な方法を示して啓発を行う、100万人のキャンド

富士ゼロックスが2010年度に販売した複合機、

富士フイルムグループの

富士フイルムグループの

2005年度（基準年度）の実績

2020年度（目標年度）の目標

ルナイトへの参加を促すなどを行っています。こ

プリンターの消費電力削減効果 ＊ は1 0 6万トン

の活動を通じて環境問題に関わる情報に日々触れ

- C O 2のC O 2排出量削減

■■ 富士フイルムおよびその関係会社
■■ 富士ゼロックス

■■ 富士フイルムおよびその関係会社
■■ 富士ゼロックス

ることで、一人ひとりが地球温暖化をはじめとす

に 相 当 し ま す。 こ の よ

る地球環境保全に関心を持ち、エコマインドを醸

うなライフサイクルに

成していくことも期待しています。

おける使用段階での

CO2（千t/年）
2,000
1,500
1,000

CO2（千t/年）

環境負荷合計：
1,828
5,049 CO2千t/年
1,487

2,000

1,634
1,500

環境負荷合計：
3,525 CO2千t/年

30％減（対2005年度）

1,112

1,458

139

1,000

973

500

1,200

929

1,319

365

500

181
168 184
調達 製造 輸送 使用
370

0

257
257
廃棄

830
434

0

423
140
283

401
30
371

99
調達 製造 輸送 使用

138

138
廃棄

職場では、これまで事業用車両を対象としてい

C O 2排 出 量 削 減 に 向 け

た「 安 全・ エ コ ド ラ イ ブ 運 動（P . 1 8参 照 ）」を、

た研究開発に今後とも

広い範囲でのC O 2排出量削減と環境意識の向上
に努めました。家庭においては、7月から9月の3

「IH定着技術」
についての詳細はこちらをご覧ください。
URL
	
http://www.fujixerox.co.jp/company/technical/
kankyo/ih_fuser.html

2010年度のCO2排出量
（製品・サー
ビスのライフサイクル全体）

ていただき、一人ひとりが環境に配慮したライフ
ス タ イ ル へ と 変 わ っ て い く た め の 活 動 で す。
2010年度のCO 2削減量は約800トンに達しまし

2 0 1 0年度は、企業努力や経済の回復により、

た。2 0 1 1年度は、電力供給量の危機的状況に対

基準年2005年度に対し生産数量が増加しました。

応し、夏期における家庭の総電力・ピーク電力を

これに伴い、原材料の「調達」や製品の「輸送」に

抑える「節電」活動に重点をおいた活動を展開して

よって発生するC O 2の増加は避けられませんで

います。

したが、製品の「製造」において発生するCO2排出

富士フイルムでは、このような従業員の一人ひ

量は省エネ施策の推進等により、少なくすること

とりの活動が、持続可能な社会の構築につながる

ができました。また、製品販売の伸びにもかかわ

と考えています。

らず、消費電力の少ない複合機の開発等により製

＊ICE：Ideas for Cool Earthの略

FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2011

ログの収集
ログの収

2．
分析

3．
見える化

分析

複合機器操作パネルへ表示

見える化
モジュール

出力
機器
ジョブ
ログ

分析
モジュール
集計
モジュール

集計

個人・管理者PCへの表示

個人

管理者

レポート作成

オフィス電力の表示

電力

電力
データ

注力していきます。

従業員とその家族に、地球環境に強い関心をもっ

1．
集計

オフィスの
電力データ

＊2000年時点の同クラスの商品を販売した場合の5年間の消費電力との比較

ス・チャレンジ」キャンペーンを展開しています。

環境負荷監視システムの構成

環境負荷
監視システム

2 0 1 0年度から通勤車両まで範囲を拡大し、より

カ月間に、従業員とその家族を対象とした「アイ

個人別ECO診断画面

節電モード時の予熱が不要となり、大幅な省エネ

富士フイルムでは2008年度から、富士フイルム

フサイクル全体（原材料の「調達」、製品の「製造」、

34

IH定着技術でCO2排出量を大幅削減

電力

ApeosPort-IV C5570/C4470

一人ひとりのCO2排出量を見える化
富士ゼロックスでは、以上述べたように商品ラ
イフサイクル全体を通じてC O 2排出削減の施策を
行っていますが、お客様のC O 2排出量削減に寄与
するアプリケーションの開発にも注力しています。
そのひとつの成果として、オフィスプリンターや
複合機から印刷する際に排出されるC O 2量や、照
明やコンセント電源などの消費電力によるC O 2排
出量などを見える化する「SE-BizObject環境負荷
監視システム」
を開発し、販売を開始しました。
本 商 品 は、 富 士 ゼ ロ ッ ク スA p e o s W a r e

VOICE
社会のニーズに対応し、
境界線を拡げて
国連環境計画 金融イニシアティブ
特別顧問

末吉 竹二郎氏
温暖化など地球規模の問題解決に企業が真正面か
ら取り組むためには、企業の視点もこれまでの
「我が
社グループ」
から、
「我が社を含めた地域や社会全体」
へ境界線を拡げる必要があります。我が社の全体最
適は社会や地球から見ると部分最適だからです。
とすれば、製品・サービスの本当の環境品質は、
社会のニーズを正しく反映させることで初めて完成
します。特に震災以降の日本は価値観が大きく変化
したので、いち早く境界線を拡げ社会の本当の声を
聴く企業こそが成長していくのです。
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環境配慮設計

製品ライフサイクル全体を考慮した
環境影響の分析・評価

端材アルミニウムのクローズドループリサイクル

ら「技術開発奨励賞」を受賞しました。

富士フイルム吉田南工場

その他にも、サーマルプレートセッター「Luxel

廃PS版
（端材アルミニウム）

PLATESETTER T-9900G」では、LEDレーザーを

PS版製造

導入することで、使用段階でのCO2排出量を削減

地球環境保全のため、製品の製造工程における環境負荷削減だけでなく、原料調達から廃棄にいた

PS版製品出荷

る製品ライフサイクル全体を考慮した環境影響の分析・評価も実施しています。

環境配慮設計に関する基本的な考え方
富士フイルムグループでは、すべての新製品、

至るまでのライフサイクル全体で、印刷業界の環

端材アルミニウムの再生利用で
CO2排出量を削減
富士フイルムでは、グラフィックシステム事業

し、製品の環境影響低減に取り組んでいます。環

における主要製品「平版印刷用P S版・C T P版」に

境配慮設計は、商品開発の初期段階で、3 R（リ

ついて、環境負荷を下げるために、原材料のリサ

デュース・リユース・リサイクル）、含有化学物質、

イクルを始めました。
「PS版・CTP版」
の主原料であるアルミニウムは、

境負荷低減に貢献しています。

アルミニウム
合金メーカー

溶解・鋳造・再生地金

アルミニウム
圧延メーカー

アルミコイル
（新地金＋再生地金）

アルミニウム
精錬メーカー
新地金

2008〜2010年3月のCO2削減量約12万t

印刷工程で発生する環境負荷を
あらゆる面から削減するシステム

新戦略を担う小型LEDプリンターに
おける環境配慮の取り組み
富士ゼロックスは2 0 1 0年1 1月、A 4サイズ対
応 の 小 型 プ リ ン タ ー ／ 複 合 機「D o c u P r i n t
C M 2 0 5 b」をはじめ、同シリーズで新戦略を担

どの観点で、製品ライフサイクル全体を考慮した

地金精錬過程で大量の電力を消費するため、CO2

環境品質目標を設定し、開発完了時に目標達成度

排出量の大きい材料です。そこで、富士フイルム

を審査する仕組みです。環境品質が承認されなけ

は、生産工程で発生するサンプルや端材など、製

れば商品として採用されません。環境配慮設計で

品として使用されない端材アルミニウムのクロー

は、同時に「LCA＊運用手順」に基づいて、調達か

ズドループリサイクル技術を確立しました。P S

「ECONEX」システムの開発では、ライフサイク

定評ある富士ゼロックスの“高画質”を特長とし

ら製造、物流、使用、廃棄・リサイクルに至る製

版製造で、リサイクルによる再生地金を利用すれ

ル全体を見据えた環境配慮設計思想に基づき、環

ながらも、小型化と軽量化への限界を目指すこと

品ライフサイクル全体を通したL C A評価を行い、

ば、CO2排出量を約63％削減できる見込みです。

境負荷軽減を狙った設計の見直しを行いました。

で、同時に低コスト化も実現しました。画像書き

環境負荷を定量的、客観的に評価しています。
＊LCA：ライフ・サイクル・アセスメント

環境配慮設計での評価項目の見直し、
生物多様性への対応

富士フイルムは、環境サーマルC T Pシステム

う9機種を発売しました。本シリーズはこのクラ
スでトップレベルの小型化と軽量化を実現すると
ともに、新世代をリードする様々な環境配慮を取
り入れています。

「ECONEX」を開発しました。

2 0 0 8年度から、アルミニウムの合金メーカー

サーマルプレートECONEX「XPシリーズ」の原

込み装置には高解像度のLEDプリントヘッドを採

や圧延メーカーと協同で、アルミニウムを再生循

材料段階では、クローズドループリサイクル原材

用、レーザー方式にあるポリゴン・ミラーなどの

環利用するシステムを本格稼働させ、2 0 1 0年度

料（再生地金）を使用、使用段階では、プレートの

光学機構を廃したり、剛性を確保しつつ筺体フ

にはP S版の再生アルミニウムの使用率は約1 0％

「高速分散現像技術」により現像液補充量を最大

レーム自体を無くしたほか、部品共有を徹底し点

まで上がっています。このクローズドループリサ

4 0％削減しました。さらに、廃棄段階では、自

数の極小化を図っています。さらに、感光体など

イクルによって、2 0 0 8年度〜2 0 1 0年度までに

動現像機のオプションとして廃液削減装置「X R -

部品一点一点のロングライフ設計を積み上げるこ

富士フイルムは、2 0 1 0年度に環境品質目標設

約1 2万トンのC O 2を削減しました。これは、P S

2000／5000」を使うことにより、焼却廃棄され

とで機械本体の寿命まで部品交換を不要にし、メ

定への意識を高め、環境配慮の効果をより明確化

版製造工場である吉田南工場が出すC O 2排出量

ていた現像廃液が約1／8に濃縮できるようにな

ンテナンスに必要な構造上のスペースさえ省いて

できるよう、
環境配慮設計での評価項目を見直し、

の約2倍に相当します。

り、残りの7／8も再生水として有効利用が可能

厳しい成長市場での価格競争力を確保しました。

になりました。「XR-2000／5000」は、新聞印刷・

この市場ではIT家電と同様のレスポンスが求め

商業印刷業界の産業廃棄物最終処分量削減につな

られるため、モノ作りにおけるリードタイムを大

環境配慮設計で用いる様式シートを改良しました。
改良した内容は、各部署から選出されている、環
境配慮設計の推進担当者を通じて、周知徹底を
図っています。
今後は、改良した様式シートを活用して、一層
の環境影響低減を図ります。
また、世界的な注目が高まっている「生物多様
性の保全」の観点を、2010年2月にいち早く「環
境配慮設計規則」に組み込み運用を開始し、製品
設計の段階からの生物多様性への配慮を強化し
ています。また、生物多様性保全の考え方の従
業員への浸透や、理解の促進も継続して図って
います。

各ライフサイクル別温室効果ガス排出比率
使用・維持管理
流通

2.8％

3.0％

廃棄・リサイクル

0.5％

幅に短縮、販売機会を逃さないタイムリーで高効
率のS C M体制を新たに構築しました。製品自体

廃液処理の概念図
廃処理量の大幅削減に加え、
再生水のリサイクルによる
省資源化にも貢献

生産

12.7
7％
温室効果ガス
排出比率

原材料調達

81.0％

吸引

現像廃液

資源の
有効利用

再生水
（約7/8）

下水処理
あるいは再利用

自動排出

XR-2000/5000

産廃処理

濃縮廃液
（約1/8）
（産業廃棄物）
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焼却

産業廃棄物の減量
輸送・焼却時のCO2発生量削減
処理コストの削減
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するとともに、装置の長寿命化を実現しています。
ECONEX「XPシリーズ」は、原材料から廃棄に

改良品の設計を「環境配慮設計規則」に則って実施

使用資源、省電力、安全性、コンプライアンスな

がるものとして評価されており、日本新聞協会か

の省エネ性やロングライフ化による環境負荷低減
はもとより、組み立ての簡素化などによりカラー
機 で4 4 ％、 白 黒 機 で
5 3％の生産時間を短縮
（旧世代比）、また小型軽
量化による物流負荷軽減
など、バリューチェーン
全体で総合的に環境負荷
を下げる結果につなげて
います。

〈新A4カラー複合機〉
DocuPrint CM205 b
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生物多様性の保全

いのちと暮らしを支える生物多様性への
影響を最小化するための取り組み

験データを有しています。2 0 0 5年には環境省か

要と判断し、生物多様性への配慮という視点で専

らもGLP適合確認を受け、
生態系の水生生物
（藻類、

門家に評価を依頼。その評価から、生産や開発を

ミジンコ、
魚類）
への影響を評価する試験を開始し、

行う大規模事業所での土地利用状況を把握できて

現在、生態系への影響を幅広く評価しています。

いないことが課題として挙げられました。この結

さらに、より長期的な視点で評価するため、水生

果を受け2 0 1 0年度、国内外の生産開発事業所の

持続可能な社会の実現のため、食料をはじめ医薬品やエネルギー、災害の軽減など、私たちのいの

生物の繁殖まで視野に入れた慢性毒性試験の導入

土地利用状況を調査し、生物多様性へのリスクの

ちと暮らしを支える
「生物多様性」
への影響を回避・最小化するために注力しています。

を目指して検討を行っています。

有無の確認を行いました。

自然環境からの恩恵を将来へと
つなげていく生物多様性方針

化学物質の生態系への影響を
幅広く長期的な視点で評価

系に与える影響を、幅広く長期的な視点で評価す
ることで、生態系や生物多様性の保全に取り組ん

調査の結果、幸い操業に伴う生態系を撹乱する
リスクはありませんでした。
一方、事業所の敷地を活用した地域の生物多様

でいきます。

性再生への貢献や従業員の意識啓発の素材として

＊ GLP
（Good Laboratory Practice）
：試験成績の信頼性を確保するため、試験施設

の活用が示唆されたことを受け、各事業所が積極

富士フイルムグループは、創業以来、すべての

富士フイルムグループは、国際的な取り組み

事業活動が自然環境からの恩恵を受け、同時に自

である「健康及び環境への影響を最小限にする方

然環境に影響を与えていることを認識し、
「環境

法で化学物質を製造し使用する」ため、｢化学物

方 針 の 策 定 を 進 め て い ま す。 同 時 に サ プ ラ イ

配慮・環境保全は企業活動の根幹を成す」という

質及び製品含有化学物質の管理レベルを高め、

チェーン全体を視野に入れてのリスク回避と再生

考え方に基づいて様々な環境保全活動に取り組ん

リスクを低減する｣ ことを行動指針に掲げて活動

への貢献を目指して、生物多様性保全に向けた実

できました。その一環として、2009年6月に「生

しています。そのために重要な役割を果たして

施項目を明確化し、既存の環境マネジメントシス

物多様性の保全」に関するグループ共通の取り組

いるのが、安全性評価センターです。

テムの中で継続して改善をしていくことを目指し

み方針を明確化し、富士フイルムグループ「生物

生物多様性の保全のためには、化学物質の生態

多様性の保全に関する基本認識と行動指針（略称：

系への影響を把握することが必要であり、同セン

「生物多様性方針」）」を制定。私たち人類が享受し

ターは、1986年に経済産業省からGLP＊適合確認

ている生態系サービスを将来に向けて存続させる

を受け、化学物質の生態系での分解性や生物（コ

ため、社内外での取り組みを進めています。

イ）への蓄積性を評価する試験を開始、多くの試

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
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。

の配慮をします。
❷生物多様性を守るために

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

害の軽減などをはじめ、固有の文化・芸術の礎となるなど、

事業活動において生物資源を利用する際は、
「生物多様性」

わたしたちのいのちと暮らしを支えています。

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

ゆえ、わたしたちには、「生物多様性」への影響を回避しま

事業活動に際しては、国内外のバリューチェーンの枠組

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

みにおいて、「生物多様性」への影響を把握し、負荷の低

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。

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。
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鈴鹿事業所での実地調査の様子

るとともに、「つながり」の断絶に関与しないよう最大限

滅は、わたしたちが直面している重大な問題です。

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

ミジンコを用いた試験の様子

しては、この「つながり」への影響を回避または最小化す

することを心がけ、地域における自然的社会的条件に応

取り組む責任があります。取り組みにあたっては、わたし

ています。

「生物多様性」は、いのちのつながりです。事業活動に際

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

おいても、「生物多様性」と無関係ではあり得ません。それ

的に生物多様性保全を推進できるよう、土地利用

❶生物多様性を壊さないために

事業活動に際しては、自然環境の健全性と多様性を維持

わたしたち富士フイルムグループは、自らの事業活動に

が備えるべき組織、設備、手順書等について定めた基準。

行動のための指針

地球温暖化に代表される「気候変動」問題と、生態系の破壊

「生物多様性」は、食料をはじめ医薬品やエネルギー、災

38

今後、化学物質の製造や使用が水域などの生態

その他に魚類や藻類を用いた幅広い試験を実施
（写真は
魚類の水槽）

生物多様性に配慮した事業所の
土地管理
富士ゼロックスでは、生物多様性の重要さは認
識していたものの、それらを意識した活動は、
「用
紙サプライヤー様に対して、『用紙調達規程』を定

VOICE
いまいちど
「虫の眼、鳥の眼」
を
公益財団法人日本自然保護協会
会報
『自然保護』
編集長

鶴田 由美子氏

富士フイルムグループにとって「清らかな水」は特

め、法令遵守や森林伐採における生態系への破壊

に重要な資源のひとつでしょう。その水を生み出す

的な影響を防止するよう要請していたこと」、「従

環境は、
「生物多様性」によって支えられています。

業員が各地の里山保全活動にボランティアで参加
していたこと」など、限定的なものでした。
民間参画ガイドラインの制定など、あらためて
生物多様性の保全に向けて企業の果たすべき役割
が明確になり、積極的な参画が求められるように
なってきたとの認識から、取り組みの見直しが必

化学物質の環境影響の観点から、水生生物への影響
を評価し、生息生育可能な場を維持することは、本
来地域が持っている生態系を根底から支えることに
つながります。リスク管理としての生物多様性配慮
からの脱皮、これは地域への魅力的な自然環境の還
元に発展します。この新しい価値を、地域の魅力と
して発信、提供していく姿を期待しています。
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CSR重点課題の実績

化学物質の管理

自然環境と安全性に配慮した適正な
化学物質管理を徹底

報の伝達を目的に構築された情報システムJAMP
情 報 流 通 基 盤（J A M P - I T）を 通 じ て、J A M P
MSDSplusの提供を開始しました。
また、すべての化学製品のM S D S（製品安全

富士ゼロックスは、国内外生産開発事業所の化

データシート）には、G H S（化学品の分類および

学 物 質 管 理 監 査 を3年 に1回 実 施 し て い ま す。

自然環境への影響や、お客様や従業員の安全に配慮し、製造時、使用時、廃棄時といったライフサ

表示に関する世界調和システム）を取り入れ改訂

2 0 1 0年度は国内生産事業所6カ所の監査を行い

イクル全体を見据えた化学物質の管理に努めています。

し、ホームページで開示する化学物質情報も拡

ました。2 0 1 1年度は海外生産事業所6カ所の監

充しました。

査を実施予定です。

化学物質管理に関する基本的な考え方
富士フイルムグループでは、「グリーン・ポリ
シー
（P66参照）」において「化学物質及び製品含有
化学物質の管理レベルを高め、リスクを低減する」
と宣言し、自然環境と安全性に配慮して、確実で
一歩先行した化学物質管理を徹底しています。製
造時に使用する化学物質が不用意に自然環境へと

安全性評価センターで実施している代表的な試験
目的

時の従業員の安全や、製品使用時のお客様の安全、
廃棄時の自然環境への影響等に対しても評価を行

労働安全

Ames試験、染色体異常試験、急性毒性試
験
（経口、経皮）
、皮膚刺激性試験、皮膚感
作性試験、爆発性試験

製品安全

急性毒性試験
（経口）
、皮膚刺激性試験、眼
刺激性試験、皮膚感作性試験、Ames試験

法規制への対応

分解度試験、濃縮度試験、分配係数試験、
Ames試験、染色体異常試験、反復投与毒
性試験、生態毒性試験
（藻類生長阻害試験、
ミジンコ急性遊泳阻害試験、魚類急性毒性
試験）

い、リスクの低減に努めています。
同時に、化学メーカーとして培ってきた知識と
経験を活かし、産業界の様々な活動を通じて社会
への貢献にも積極的に取り組んでいます。

学物質・材料・製品の安全性の評価を、国際的に

化学物質管理監査は、経営監査部の委託を受け

に、サプライチェーンでの化学物質情報伝達の仕

て環境管理部門および各事業所のメンバーにて実

組みづくりへも参画し、化学物質の高い安全性の

施しています。他の事業所のメンバーが入ること

確保に取り組んでいます。

は相互監査にて良い点・改善点をお互い学ぶ意味

統一された管理基準に基づいた
厳重な化学物質管理

ています。監査結果は、当該事業所のトップに通

ます。2 0 0 8年度には、
「化学物質管理規程」の改

知するほか、社長・関係役員へも報告を行い、体

定に取り組み、富士フイルムと統一した管理を行

制的な面からも安全強化に役立てています。

えるよう、化学物質の安全性区分付けを統一しま
した。
「化学物質管理規程」には、
「化学物質リスクアセ
スメント」
「環境・安全リスク審査」や「事故対応と

議会）が推奨する化学物質情報伝達の共通書式

社で統一した化学物質の管理を行っています。

MSDSplusおよびJAMP AISの提供を始
安全性区分

ターで行っています。同センターは1975年に設立

ライチェーンで円滑に伝達するため、2 0 0 6年に

され、開発初期段階から製品化に至るまでの各段

発足した組織です。富士フイルムは、発足当初か

階で、地球環境やヒトの健康にかかわる幅広い安

ら参画し、円滑な伝達のための仕組みづくりや、

全性試験を実施、製品のライフサイクル全般にわ

考え方のグローバルな普及活動を行っています。

たった安全性を確認しています。これらの安全性

2 0 1 0年度には、企業間での円滑な化学物質情

分類

り扱う化学物質についても行っています。また、

C1

C2

行政などの外部からの受託試験も実施しており、
GLP施設としての機能を社会に役立てています。
近年では、高機能材料やヘルスケア分野等への

C3

事業拡大に伴ない、
「環境影響試験」
「毒性スクリー
ニング」
「毒性機序解析」
「毒性の定量的構造活性相

C4

関による予測」
等の安全性評価技術を強化・拡充し、
安全な製品の開発に生かしています。
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S
製品安全データシートを公開し
ているWebページ

分類基準
（主なもの）

管理内容

◦第1種 特 定 化 学 物 質、製
造 禁 止 物 質、特 定 毒 物、
使用禁止
社内基準製造時使用禁止
物質他

C0

試験は、富士フイルムに加え、グループ会社で取

＊G LP（Good laboratory Practice）
：試験成績の信頼性を確保するため、試験施設
が備えるべき組織、設備、手順書等について定めた基準。安全性評価センターは、
化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）
試験に関して、経済産業省・
厚生労働省・環境省から適合確認を受けています。

化学物質管理監査フロー

り、国内外を含めた富士ゼロックスとその関係会

JAMPは、製品に含まれる化学物質情報をサプ

がされているか、リスク評価・リスク低減措置を

慮し、化学物質の使用・保管を厳重に管理してい

であるJ A M P（アーティクルマネジメント推進協

通用するG L P＊ 適合施設である安全性評価セン

従い、化学物質管理体制が適切に運用・維持管理
とっているか、配管の地上化・二重化等を評価し

リスクマネジメント」等についても盛り込まれてお

めました。

化学物質管理監査項目は「化学物質管理規程」に

富士ゼロックスは、仕事環境、自然環境等に配

富士フイルムは、2 0 0 8年から業界横断の組織

JAMP

もあります。

計画立案
事前調査
監

査

監査報告
是正策実施
完了報告
フォロー

︵化学物質管理監査細則より︶

富士フイルムでは、開発・使用される様々な化

化学物質情報の開示・提供と
仕組みづくりへの参画

開示・提供する化学物質情報を拡充するととも

チェックリスト

安全性評価センターで
化学物質・材料・製品の安全性を評価

評価項目

毒性スクリーニング（細胞毒性試験・遺伝
子発現など）
、化学物質の体内動態評価に
安全な化学物質の開発
よる毒性機序解析、Q S A R（毒性の定量的
構造活性相関）

排出されないよう管理することはもちろん、製造

40

化学物質管理体制を強化するための
化学物質管理監査の実施

◦自主的削減対象物質
使用中止または
人 の 健 康 や ◦第1種監視化学物質、6価
使用量・排出量
クロム、ジクロロメタン、
環境への影
削減
響 が 大 き い、 ホルムアルデヒド他
法 的 な 規 制 ◦第1類 特 定 化 学 物 質、
が厳しい
I A R CグループⅠ、変異原 密閉化または限
生物質社内分類１、温室 定管理
効果ガス他

↑

◦急 性毒性、変異原生社内
分類２、感作性社内ランク
リスク評価に基
他
づく管理
◦環 境安全法規制該当物質
（区分１物質）
◦環 境安全法規制該当物質
一般管理
（区分2物質）

法規制、ハザードの程度・評価方法が確立 代替化、使用量
されていないが、リスクが懸念される物質 削減または排出
（内分泌かく乱物質など）
量・暴露量低減

製品安全データシート
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CSR重点課題の実績

社会貢献活動

CSR重点課題の実績
−本業を通じた貢献−

TOPICS

社会の要請や期待に誠実に応える
社会貢献

がんの早期発見、早期診断、早期治療に向けた取り組み

事業活動を通じて社会に貢献するとともに、企業市民として社会とともに歩み、次代を担う子どもた
ちの育成に励み、社会の持続的発展に貢献していきます。

社会貢献活動の基本方針

いう点から地域貢献活動にもつながります。

従業員のがん検診受診率向上を
目指した活動

広く社会に対しても
ピンクリボン活動を推進

日本は、がん罹患率が世界トップクラスである

富士フイルムでは、ピンクリボン活動などを通

にもかかわらず、がん検診受診率はOECD
（経済協

じて、広く社会に対しても乳がんの意識向上を推

力開発機構）
加盟国で最低レベルという状況です。

進しています。

今後も事業活動に必要不可欠な水資源の保全や

富士フイルムでは、メディカル事業部を中心に

富士フイルムグループや日本プロゴルフ協会が

地域貢献に取り組み、地域と共存していきます。

従業員のがん検診受診率向上に向けて「がん検診

主 催 す る プ ロ ゴ ル フ 杯「 富 士 フ イ ル ム シ ニ ア

会に貢献するとともに、地域社会とも積極的に交

推進プロジェクトチーム」を発足し、がん検診に

チャンピオンシップ」では、プロゴルファーや運

流を行い、社会の持続的発展に向けた活動を展開

積極的に取り組んでいました。2 0 1 0年からは、

営スタッフ全員が大会期間中にピンクリボンバッ

しています。

その活動を富士フイルムとその関係会社へと対象

ジを着用し、がん啓発に努めました。同時に、地

を拡大し、従業員向けイントラサイトに「がん検

域の医療機関の協力を得て、会場内に乳がん検診

診へG O ！」プロジェクトを立ち上げ、従業員へ

車と胃がん検診車を設置して希望者へのがん検診

のがんに関するセミナーなど各種啓発活動やプロ

を実施し、意識の向上と検診の機会を提供しまし

モーション、がん検診受診率向上推進活動などを

た。このようなイベント以外でも、「乳がんハン

実施。同時に、がんの早期発見・早期診断・早期

ドブック」やピンクリボングッズを社内外に配布

治療の実践のため、検診バスなどを活用した職場

して継続的な啓発活動も行っています。

富士フイルムグループは、事業活動を通じて社

地下水かん養事業と位

富士フイルムグループ社会貢献方針

置 づ け た「 水 田 お 助 け

富士フイルムグループは、
企業市民として社会と共に歩み、

隊」に参加した富士フイ

社会の要請や期待に誠実に応える社会貢献を目指します。

ルム九州社員とその家

この方針を実践するため、次の活動指針を定めます。

族、農家の方々

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
❶連繋や協働による実践



活動の推進にあたっては、N P O／N G O、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。
❷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。

地下水保全に向けた地域の方との
協同活動
各種フィルムの製造にはきれいな水と空気が不
可欠であり、富士フイルムは創業当初から「環境
配慮・環境保全は企業活動の根幹を成す」という
考えに基づいて企業活動を行ってきました。水資
源は代替物質のない限りある資源であるととらえ、
各事業場では、節水型設備の積極的な導入など、
節水活動や水資源の保全に努めてきました。
その取り組みのひとつ、富士フイルム九州では

拡大教科書の安定供給に向けた
製作支援活動

で受診できる体制構築などに努めています。特に、
乳がんについては、富士フイルムの主力商品のひ

また、海外においてもピンクリボン活動は積極
的に展開しています。

日本国内の弱視の小中学生には、ボランティア

とつがマンモグラフィ（乳房X線撮影装置）である

アメリカでは米国国立乳がん基金への寄付活動

団体などによって製作された拡大教科書が提供さ

ことから、2 0 0 3年度から続けている「がん啓発

や、スペイン語の乳がん啓発ウェブサイトの立ち

れています。富士ゼロックスは、その拡大教科書

活動」の中心に据え、婦人科がん検診（乳がん・子

上げ、ピンク色のデジタルカメラセットのチャリ

を弱視の小中学生に安定供給するための活動を、

宮がん）の費用補助も行っています。

ティー販売などを実施しました。

ボランティア団体などと協同で行っています。こ

また、検診率だけでなく、「検査の精度」につい

その他にも、中国でも乳がんに関する独自のセミ

の活動は、1 9 8 9年に神奈川県の一部で、営業拠

ても重視しています。胃がん検診においては、早

ナーなどのピンクリボン運動への積極的な活動を

点や販売会社のカラー複写機を無料開放すること

期発見につながるようX線よりも内視鏡検査を推

実施するなど、国内外を問わず広く活動しています。

から始められました。その後、本業を活かした社

奨し、差額金を会社で負担。乳がん検診ではダブ

会貢献活動であり、多くの事業所・販売会社が参

ル読影を取り入れるなど、最先端医療器具やシス

画できることから、全社規模へと活動を拡大。

テムを提供する企業として検診精度の向上も追求

2 0 1 0年度では富士ゼロックスおよび国内の関連

し続けます。

会社、2 1社4 0拠点で実施しました。また、海外

2011年度末までに、肺がん・胃がん・大腸がん・

でも中国の販売会社が北京で教科書の拡大コピー

乳がんは9 0％、子宮がんは5 0％以上の従業員検

支援を開始しています。今後も、すべての弱視児

診受診率達成が目標です。今後は、他の関係会社

童・生徒へ拡大教科書を提供できるよう、制作か

にも活動範囲を広げ、従業員のさらなるクォリ

ら流通に至るまで、より効率的な環境構築に目指

ティ オブ ライ

した支援を継続していきます。

フ向上を目指し

マンモグラフィ検診車

ていきます。

地下水保全につながる植樹活動「光の森林」に積極
的に取り組んできました。
2010年度はこれに加え、
南阿蘇村の地元農家の方々と協同し、地下水のさ
らなる保全活動に取り組んでいます。各農家が水
田に通年で水を張ることで地中への浸透水が増え、
地下水かん養事業となるばかりか、景観の維持と
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ボランティアの方が

がんセミナーの様子

啓発冊子
「がん検診のススメ」

作業している様子
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社会貢献活動

CSR重点課題の実績

社会貢献活動

−企業市民としての貢献−

13回目を迎えた中国植林ボランティア

これからも、地域住民の方々をはじめとした、
より多くの方々に世界一流の芸術作品とのふれあ

−次世代育成に向けた貢献−

光の不思議を中高生に解説

富士ゼロックスはこの趣旨に賛同し、神奈川県
南足柄市の地元企業や行政と連携して、市内の小

富士フイルムは、2010年7月に開催された「か

学校での出前授業や、ボランティアスタッフの養

ながわ発・中高生のためのサイエンスフェア」に

成などを行っています。2 0 1 0年度は、国内3地

年継続している中国での植林ボランティア活動

協力参加企業として出展しました。このイベント

区の小学校で460名の生徒が「Kids’ISOプログ

「緑の協力隊」は、その代表例です。2 0 1 0年も、

は、中高生を対象に理工系分野への理解を深め、

ラム」に参加しました。

労働組合から1 0名が参加し、中国内蒙古自治区

その魅力を感じてもらうために、神奈川県と県内

のホルチン砂漠で、富士膠片（中国）投資有限公司

理工系大学が共同主催したものです。

富士フイルム労働組合は、独自の社会貢献活動
に積極的に取り組んできました。1 9 9 8年から毎

いの場を提供し、芸術文化の理解促進を図り、アー
トを通じた社会貢献を実施していきます。

アメリカンフットボールを通じて
社会に貢献

やN P O法人緑化ネットワークと協同して、植樹

富士フイルムは、「見ることの不思議〜光の不

や剪定作業を行いました。今回は、2 0 0 9年に実

思議を見てみよ

施したステークホルダーダイアログでの意見を受

う〜」と題し、液

2 0 1 0年に日本社会人アメリカンフットボール

晶ディスプレイ

Xリーグ1部昇格を果たしたクラブチーム「富士ゼ

や3D写真などの

ロックスJ-Stars」は、スポーツを通じた社会貢献

身 近 な 事 象 を、

活動を積極的に行っています。

け、従業員がより参加しやすい夏休み期間の実施
としました。
労働組合ではその他にも、地域の美化運動「グ
リーンエイド作戦」や里山保全活動などの様々な
活動を行っています。

「ベン・シャーン ライナー・M・リルケ
『マルテの手記』
」
展
会場展示風景

地域の方との交流を深める景観活動
富山化学工業富山事業所では、最寄り駅である
富山ライトレール下奥井電停駅の脇にある花壇で、
チューリップの球根植え付けや、コスモスなどの
種まきを行っています。この活動は、2 0 0 6年か
ら近隣の富山市緑を育てる会の方や学校の先生、

実験を交えて紹
介しました。

「第5回南阿蘇えほんのくに誕生祭」
に
特別協賛
富士フイルム九州は、2 0 0 6年に第1号パート

生徒さんなどと一年を通じて協同で行われていま

ナーとして
「平和条約」
を締結した
「南阿蘇えほんの

す。地域の方たちとの交流を深めるとともに、地

くに」
の、第5回誕生祭に特別協賛しました。
「南阿

域住民や乗客の目を楽しませています。

蘇えほんのくに」
は、絵本的世界や子ども的な感性

2011年4月の富山ライトレール開業5周年記念

を大切にしながら、子どもたちが将来安心して暮

セレモニーでは、沿線の活性化に寄与したとして

らせる地域と文化を創り出すことを目指したプロ

感謝状が授与されました。

ジェクトです。会場では、
「Photoえほんコーナー」

2010年は、スペシャルオリンピックス＊日本・
兵庫・神戸プログラム（支部）と協業し「陸上競技
練習会」に参加したほか、
「ふれあい夏祭り2010」
で、子どもたちが多様な社会の人たちと触れ合う
機会をつくるための活動をしています。
＊知的発達障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場で
ある競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織

を開設し、親子連れなど2 5組9 0名の皆さんと、
絵の代わりに写真を使ったオリジナル絵本を製作
しました。
今後も、
子ど もを 取り巻
く家 族 や 地 域 の
交 流 のきっかけ

VOICE
文化を支える活動を
世界規模で

と な れ る よ う、
継 続 的に協 力し

「Fuji Xerox Art Space」
を
リニューアルオープン

ていきます。

「Kids’ISOプログラム」
で
次代を担う子どもを育成

2010年5月に、「Fuji Xerox Art Space」を東
京ミッドタウン本社から横浜みなとみらい事業所
に移設しました。「Fuji Xerox Art Space」は、

「Kids’ISO」
はNPO法人ArTech
（国際芸術技術協

富士ゼロックスが所蔵している版画コレクション

力機構）
が主催する子供向け環境教育プログラムで

を、社会の共有財産として展示公開しています。

す。子どもが、本来持っている環境に対する潜在的

2010年度は、移設後に2,546人の方に来場いた

な気づきから問題意識を引き出し、P D C A法による

だきました。
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富山ライトレールと花壇

問題解決能力を身につけることを狙いとしています。

NPO法人 共存の森ネットワーク
事務局長

吉野 奈保子氏
2 0 0 4年から協働してきましたが、富士フイルム
グループは本業、すなわち文化を支える事業活動を
通じた、多彩な社会貢献を実践していると感じます。
今後はこれらの活動における中長期計画を発信する
など、より進んだステークホルダーとのコミュニ
ケーションを望みます。また、私たちの活動が日本
からアジアに広がろうとしています。アジアの多様
な文化に対応する「クォリティ オブ ライフ」とはな
にか。ともに考えていくことで、社会貢献活動の広
がりにつなげていきましょう。
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CSR重点課題の実績

マネジメントシステム

各種方針を策定してPDCAサイクルに
則ったCSR経営を徹底
誠実かつ公正な事業活動を通じて企業理念を実践し、ビジョンを実現することにより、社会の持続可
能な発展に貢献するため、すべての業務の品質向上に取り組んでいます。

富士フイルムグループのCSR理念

富士フイルムグループのCSR推進体制

の視点から評価することですべての業務の質の向
上や環境影響の緩和につながる有益な施策の実行
などに努めています。

富士フイルムとその関係会社は、CSRの基盤と

2004年より、富士フイルムおよび関係会社に

なるコンプライアンスを、「法律に違反しないと

IMSの段階的参画を進め、2011年3月現在、国内ほ

いうことだけではなく、常識や倫理に照らして正

ぼすべての組織の参画が終了し活動を継続してい

しい行動を行うこと」と定義。国内外の関係会社

ます。今後、さらなる規格の統合にも対応するとと

を含めてコンプライアンスの徹底に向けて一丸と

もに、業務のパフォーマンスに焦点を当てたIM S活

なって推進しています。

動を進めていきます。

具体的な施策として、コンプライアンス説明会

＊IMS
（Integrated Management System）
：品質、環境、労働安全衛生、情報セキュリ
ティ等、複数のマネジメントシステムを統合したマネジメントシステム。

富士フイルムグループは、共通した企業理念や

富士フイルムグループは、グループ全体のCSR

を2003年以降毎年実施しています。CSR推進部門

ビジョンを掲げ、その精神を体現した「企業行動

活動を円滑に行うために、2 0 0 6年に富士フイル

が実施する説明会を受講した役職者が、各職場で

憲章」や「行動規範」を定めています。また、富士

ムホールディングス社長を委員長とするCSR委員

部下に対して職場説明会を実施することで、従業

フイルムグループの従業員一人ひとりが日々の業

会を設置し、グループ全体のCSR活動推進のため

員全体の（コンプライアンス）意識浸透を図ってい

務の中で、CSR（企業の社会的責任）を意識し実践

の意思決定を行っています。

ます。加えて、2004年からは役職者向けのコンプ

富士フイルムグループは2 0 0 9年1 0月に「グ

ライアンス研修を継続的に実施。2010年度現在で

ループ調達方針」を制定するとともに、2 0 0 0年

約130回、4,000人が受講しています。

度から展開してきたグリーン調達での企業環境調

できるよう、
「CSRの考え方」を明確にしています。

C S R委員会事務局である富士フイルムホール

取引先とともに成長、
改善していくためのCSR調達

「誠実かつ公正な事業活動を通じて企業理念を実

ディングスのCSR部門は、富士フイルムグループ

践し、ビジョンを実現することにより、社会の持

のCSR経営を徹底させる役割を担当。活動基盤整

続可能な発展に貢献すること」という考え方を具

備や意思決定、ステークホルダーとのコミュニ

体化するため、各活動において、環境、社会貢献、

ケーションのほか、グループ各社のCSR活動の支

そのほか、一人ひとりのコンプライアンス意識

生物多様性の保全、調達、品質および労働安全衛

援や全グループのCSR活動の監査等を行っていま

を高めるために、従業員が携帯する「富士フイルム

2010年度は主要な取引先36社に対してWeb

生など各種方針を策定し、様々な面での取り組み

す。なお、各社のCSR担当部門は、CSR活動計画

グループ企業行動憲章・行動規範」
の冊子にある
「コ

によるCSRセルフチェックを依頼。取引先に回答

に努めています。今後も、CSRの理念や価値をグ

の策定と実施や、コンプライアンスの徹底・リス

ンプライアンス宣言」に対して自署する仕組みにす

いただくことで、私たちのCSRに対する考え方の

ループ内で共有し、CSRガバナンスを強化してい

クマネジメント等ガバナンスの強化、ステークホ

るとともに、従業員がいつでも相談できるよう「コ

理解を深めていただくとともに、チェック結果か

きます。

ルダーとのコミュニケーション、および富士フイ

ンプライアンス・セクハラ・ヘルプライン」の情報

ら取引先各社ごとのリスクや改善課題を明らかに

ルムホールディングスCSR委員会への活動報告等

を記載した携帯カードも配布しています。

した評価レポートをフィードバックすることで、

を行い、グループ全体でPDCAサイクルに則った

富士フイルムグループの理念・価値の体系

CSR活動に努めています。

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

これらの教育施策の浸透度は、毎年実施してい
る従業員の意識調査で確認しています。

富士フイルムホールディングス
株式会社

富士フイルムグループのCSRの考え方
グリーン・ポリシー

CSR委員会

（環境方針）
2008年7月制定

全グループに関わるCSR関連事項について

社会貢献方針

●基本方針の審議・決定
●重点課題・施策の審議・決定

2008年4月制定

委員長：富士フイルムホールディングス社長

生物多様性方針

事業会社

2009年6月制定

調達方針

2009年10月制定

品質方針

2010年1月制定

労働安全衛生方針
2010年1月制定
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富士
フイルム
株式会社

富士
ゼロックス
株式会社

シェアードサービス

富山
化学工業
株式会社

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

富士フイルム
ビジネス
エキスパート
株式会社

ビジネスの利益や他者からの要求がコンプライアンス
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）

などしてCSR調達へと発展させてきました。

各社に維持・改善をお願いし、サプライチェーン

富士フイルムグループのコンプライアンス宣言
わたしたちは、事業活動のあらゆる局面において、コ

富士フイルムグループのCSR推進体制

査項目に企業倫理・コンプライアンス、人権・労
働安全衛生、社会貢献などの社会性項目を加える

ンプライアンスを重視し、新たな価値創造に挑戦します。

富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範
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富士フイルムとその関係会社全体で
コンプライアンスの徹底を推進

と衝突するときは、コンプライアンスを優先します。
“オープン、フェア、クリア”の精神で臨む、それがわ
たしたちの基本です。

全体でのCSRリスク軽減やCSR経営度の向上を目
指しています。
今後も、サプライチェーン全体で公正かつ開か
れた購買・調達を進めるため、CSRセルフチェッ
クのアンケート項目の見直しや、対象拡大に取り
組んでいきます。
調達の基本的な考え方

業務プロセス向上への
統合マネジメントシステムの活用

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

ビジネスのグローバル化が進むなか、企業理念

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。

●CSR委員会決定の
重 点 課 題・施 策 の
展開と進捗管理

の基盤となる社会的責任を果たし続けるためには、

●各 社 のCSR活 動 の
支援
（情 報 の 収 集
と分析評価）

恒常的なリスクの洗い出しや業務プロセスの改善

本方針における「調達」は、製品に使用する部品・

が欠かせません。富士フイルムとその関連会社で

材料の調達のみならず、間接材の調達や設備など

は、
「すべての業務の質を向上」を目的に、業務プ

の保守・管理サービスなども含めた各種取引を対

●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

ロセスを標準化し、P D C Aサイクルの活用により
継続改善する統合マネジメントシステムI M S を
＊

活用。I M Sを通じて、複数のマネジメントを運用
する際のムダを省くと同時に、ステークホルダー

象とします。
「調達方針」
についての詳細はこちらをご覧ください。
URL
	
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/
vision/procure.html
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富士フイルムの人材育成
富士フイルムは、企業の持続的発展のために、
戦略的な人材育成に努めています。
育成の基本的な考え方は、人は、仕事での経験
によって成長し、成長したことでさらに価値ある

富士フイルムの
グローバル人材育成に向けて

富士ゼロックスの人材育成体系

一方で、2 0 1 1年度より海外の関連会社からの
人材受け入れを開始し、2 0 1 1年度は富士ゼロッ

富士ゼロックスでは、一人ひとりの従業員が、

富士フイルムでは、グローバル社会で勝ち抜

自りつ（自立、自律）的に能力を伸ばし、成長を実

コリア（韓国）より社員を受け入れます。海外関連

ける強い個の育成を目指しており、その実現に

感できるキャリア形成を行えるよう、様々な人材

会社の社員受け入れにより、受け入れた外国人社

向けた取り組みが始まっています。

育成の施策を実施しています。

員の育成を図ると同時に、受け入れ部門のグロー

仕事を任され、その経験がさらに成長につながる

富士フイルムでは全従業員にグローバル化を

従業員は年1回
「キャリア開発シート」
を作成し、

という、正の成長スパイラルを実現することにあ

求めており、そのためグローバル展開の加速化

個人のキャリアパスを考える機会が与えられます。

ります。そのために社員を、若手層、中堅層、役

に向けた、2つの能力向上策の企画を進めていま

自分自身で段階的な成長の道筋を作ることによっ

職層の各年代・資格の階層別に分け、それぞれの

す。まず従業員一人ひとりが、「語学力を含めた

て目標意識が高まり、仕事に必要なスキルも効率

階層で必要とするビジネススキルやマインド強化

グローバルビジネス力」を身につけられるよう、

よく身につけていけます。

の階層別教育の実施や、
職種別
（事務系・技術系）
に、

自己啓発促進の仕組みや研修プログラムの新設・

2010年度は、関連会社と連携した人材育成体

専門力を強化する研修等をラインナップすること

強化等を企画しています。全員がTOEIC600点

系の再構築、職種共通・職種別の人材育成体系

で、仕事を通じて成長することを支援しています。

以上を目指すための自己啓発プログラムを充実

の見直しや人材育成推進体制の確立等に着手し

2 0 1 0年度は、グローバル化に向けて、前述の

させたほか、希望者全員が受講できるグローバ

ました。

研修ラインナップに加え、新入社員研修での自己

ルスキル強化研修や海外候補者向け研修の拡充

主張力強化プログラムや英語でのディベート訓練、

と新設を始めました。

中堅層対象の「課題（価値ある真のWhat）形成力」
強化を目的とした研修等を新設しました。

研修以外にも、1カ月から1年程度の短期テー
マ派遣制度として「海外トレイニー制度」や「海外
短期派遣制度」を実施し、海外業務経験者を増や

己啓発によって富士フイルムが目指す人材像の実

す仕組みづくりなど、従業員一人ひとりの自己

現を図ります。

成長計画や部門の育成方針を踏まえて計画的な
派遣を実施します。このような積極的な海外派

正社員の正社員登用、定年者雇用など、多様な人

遣によって、グローバルな人材交流の機会が増え、

材も積極的に採用しています。そうしてさまざま

富士フイルムグループのグループ力強化につな

なキャリアを持った従業員同士が影響し合うこと

がるものと考えています。

グ ロ ー バ ル・コミュニ
希望者全員
ケーション・スキル研修

富士フイルムが目指す人材像
目や耳、鼻、皮膚、第六感
＝ 情報収集力
●事実と本質をつかむ

口

頭（脳）
＝ 分析し、
戦略・戦術を立てる
●本質を見抜き、
勝てる戦略・戦術を立てる

顔、姿勢

＝ 表現力、
ディベート力

＝ 姿勢、態度、
知性、内面の輝き

●自分の考えをしっかり表現
し、コミュニケートする

●人間としての器を広げ、
人格を磨く

胸、ハート

腕、手

＝ 良心、関心、
共感、愛情

＝ テクニック・スキル、
ときにパワープレー

●人に関心を払い、
相手を思いやり、共感を得る

●技術・スキルを磨き、必要な
ときは強引にでもやり抜く

足腰

対象

めざす姿

肚、腹

＝ 行動力、現場主義

＝ 度胸、勇気、根性

●行動力を発揮し、テンポを
上げて、スピーディーに動く

●勇気をもって決断し、
一歩踏み出し、断固やり抜く

グローバル・スタンダー
希望者全員
ド講演会

英語でのEメール、
レポート、
プレゼンテーション、ネゴシ
エーション等
世界標準の考え方・姿勢等
語学力、ディベート、ビジネ
ススキル、ビジネス・マイン
ド短期習得

海外ベーシック研修

海外派遣
候補者

海外マネジメント研修

海外
マーケティング、ファイナン
マネジメント ス、ストラテジ ー、組 織 マ
候補者
ネジメント等を英語で学習

海外経営人材研修

海外
経営人材の
候補者

現法経営に必要なマインド
やスキルの習得
（M&A、ファ
イナンス、リベラルアーツ
的知識等）

グローバルビジネスを展開する上で、特に中核となる
人材（選抜制）に対して、ビジネス上必要となるマインド
の醸成、ビジネスを円滑に進めるコミュニケーション・
スキル開発研修（プレゼンテーション技法、ビジネスライ

において「グローバル視点」を組み込んだ教育プログラム

「人（＝競争力、価値創造の源泉）」の能力を最大限に引き出す経営を会社の柱に据え、
従業員一人ひとりが高い企業品質実現のために自ら考え、行動する集団

長期

一人ひとりの
成長
人材開発、FX Way、カルチャー、
CSR、ダイバーシティ

を作成。
●次世代リーダー人材に対し

マネジメント／
リーダーシップ

グローバル対応力を強化する研修を実施

サービスビジネス、グローバル化、
技術、生産、サクセションプランニング

リアルチェンジ
リーダー

従業員

公平／公正な
人事制度

経営

体質強化

新人事報酬制度での役割機軸を
ベースとした任用／評価／報酬

内容

部門に対する教育の強化

富士ゼロックスおよび国内の関連会社全体で実施する

短期

人事制度
人事制度の改革、
度の改革 生産性
生産性、
組織のスピードアップ

グローバル人事力

研修名

●グローバル対応が特に要求される

新入社員研修、および共通教育の年次研修
（3年次、5年次）

グローバル・ビジネス・スキルの強化

＊OJT：On-the-Job Trainingの略

グローバル人材育成の重点項目

●若手層全体のグローバル対応力の底上げ

も、ビジネススキルやマインドの強化につながっ
ています。

バル対応力強化を目指しています。

ティング等）をトライアルで実施。

富士ゼロックスが目指す人材育成

これらの研修と仕事を通じた訓練（O J T＊）、自

また、様々な経験や国籍を持つ人材の採用や非

クスチャイナリミテッド（中国）と富士ゼロックス

富士ゼロックスのグローバル人材育成
中国マーケットの成長や顧客の海外進出などの
勢いが加速する中、グローバルに活躍できる人材
の育成は急務となっています。2 0 1 0年度、富士
ゼロックスでは、1 9 7 4年から実施してきた海外

将来の経営人材として育成したいマネジャー
（選抜制）
に対し、多様な国籍・文化・経験のメンバーで構成するチー
ムのマネジメントのためのマインドとスキルの向上を目
的とした研修を実施。
●海外関連会社のマネジメントおよびビジネススキル向上
各関連販売会社にて、各国や地域を越えた次世代リー
ダー育成の仕組みを構築すると同時に、課題解決能力な
らびに営業マネジメント力強化を実施しています。
合わせて経営品質向上プログラム（J a p a n Q u a l i t y
Program）
に基づいた評価フレームの構築を進めています。

VOICE
真のグローバル人材の育成を
目指して

業務研修プログラムを、さらに強化しました。こ
れまでは、半年間の語学研修と1年間の業務体験
で 構 成 さ れ る1年 半 の コ ー ス の み で し た が、
2 0 1 1年度からは営業職を対象とした2年半の長

ブーズ・アンド・カンパニー
ディレクター・オブ・ストラテジー

坂野 俊哉氏

富士フイルムグループのマネジメントシステムの

期コースを新設しました。これにより、短期間の

なかでも、人材育成について意見を述べます。富士

研修では身につきづらい異文化対応力を強化する

フイルムグループは日本以外の地域における売上が

と同時に、顧客のグローバル展開をサポートでき
る営業の育成を目指します。また、2 0 1 1年度か
らは海外業務研修プログラムに派遣する従業員数
を拡大。今後、より多くの従業員に海外経験の機
会を提供し、国際感覚豊かな人材を増やしていき

5 0％を超えている現状を鑑みるに、日本とそれ以
外の地域の従業員の交流に関する重要性は、これま
で以上に高くなっていると言えます。インターナ
ショナル人材と呼ばれた時代からさらにグローバル
化した現在、より大きな視野による人材の育成は、
すべての日本企業にとって急務であるのです。

ます。
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CSR重点課題の実績

CSR重点課題の実績

海外のCSR活動

海外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 ライフに貢献
世界中のステークホルダーの皆様と真摯に向き合い、各国・各地域の方々とともに持続可能な発展を
続けられるよう、今後も環境を意識した事業活動や社会貢献活動に努めていきます。

グローバルサイトを中心に
グループメッセージを統一

＊です。
簡単操作を実現したのが、
「FCR PRIMA」

ネルギーに依存しない施設を作ることにも貢献し

イルムグループとしての一体感の醸成につなげま

ます。地球環境と資源の保存・保全の緊急性に鑑

した。

み、私たちが働き、生活している緑豊かで美しい

太陽光発電で温暖化防止と
節約を両立
FUJIFILM North America
Corporation ハワイ支店

環境を維持するという意味において、このプロ
ジェクトは富士フイルムにとって特に重要なので
す」
（FUJIFILM North America Corporation 社
長・CEO 細田隆太郎）。

アジアの販売会社に
CSRチャンピオンを配置

BRICsを中心とした新興国市場に向けて2009年

ハワイ・オアフ島にあるF U J I F I L M N o r t h

5月に先行発売しましたが、日本・アメリカ・ヨーロッ

America Corporationハワイ支店では、オフィ

富士フイルムは、国内外のステークホルダーの

パでも反響を呼び、現在では8,000台の導入実績と

ス棟と物流施設に1,455個の太陽光発電パネルモ

富士ゼロックスは、アジアにおける12の国や地

皆様に富士フイルムとその関係会社について、よ

なっており、2012年〜2014年の3年間で、小型機

ジュールを設置しました。このモジュールが発電

域でも、販売会社の環境・C SR活動を強化してい

り深く・より簡単にご理解いただけるよう、グロー

全体での販売台数40,000台を目標としています。

する年間483,391kWhの発電量は、CO2排出削

ます。その第一歩として各販売会社は、マーケティ

バル視点で継続的にウェブサイトの改善に取り組

＊小型のデジタルX線画像診断システム。FCRは、
Fuji Computed Radiographyの略。

減量で約5 0 4トン、あるいは現地の6 6世帯分の

ングがわかり、環境問題にも精通している社員を

電力供給量に相当します。これはオアフ島でトッ

「C SRチャンピオン」として任命しています。C SR

従来は各国各社ごとに独自にコンテンツを制作・

プ10に入る太陽光パネルです。FUJIFILM North

チャンピオンは、富士ゼロックスのC SR活動の概

運用していました。2006年からはグローバルウェ

America Corporationがハワイを設置場所とし

要を情報共有するとともに、C SRチャンピオン同

ブガバナンスを推進し、グローバルサイトのもと

て選んだ理由は、太陽光が豊富であることと、ハ

士での情報交換も実施。そうして各販売会社内で

にそれらを統合しています。それにより、富士フ

ワイのエネルギーの9 0％が石油の輸入に頼って

のC SR活動を深化しつつ、お客様に全社の活動を

イルムグループとしてのメッセージを統一し、6 7

いるため、アメリカで最も高い電気料金となって

紹介し、お客様との信頼強化を試みています。

の国や地域、3 9種類の言語で同じ情報を発信でき

いるという点です。

んでいます。

るようになりました。富士フイルムブランドのさら
なる浸透に向けた大きな一歩です。
今後は、グローバルサイトから各国サイトへの
誘導、見たいコンテンツに迷わず辿りつけるユー
ザーインター
フェースの向上
にも努めていき
ます。

世界の医療現場で
診断品質の向上に貢献

特別仕様のこのシステムによって、施設が必要
クリニック向けデジタル画像診断システム

中東・アフリカ市場での
医療品質向上に向けて

会議などで互いの進捗状況を共有するとともに、
半期に一 度

大幅なコスト削減を実現できます。さらにこの施

は直接対面

設は、「ユーティリティネットエネルギー計量プ

しての 会 議

ログラム」を利用することで余剰電力をグリッド

を 実 施して

（送電系）に戻すことができ、売却益を得ることも

いきます。

富士フイルムは、2011年1月24日〜27日にド

できます。またこのプログラムによって、双方向
に流れる電気量の正確な記録を取ることが可能と

展示会「アラブヘルス」にブースを出展しました。

なり、低コストで効果的な余剰電力管理システム

メディカルシステム関連の幅広い製品やサービス

が実現します。

を、6 5 , 0 0 0人超の来場者にアピールしました。

今後もC SRチャンピオンを中心として、テレビ

とするほぼすべての電力を賄うことができ、かつ

バイで開催された中東・アフリカ最大の総合医療

富士フイルムグループは、2020年までにCO 2

中東・アフリカ・インドなど市場規模の拡大して

排出量を2005年度比30％削減することを目指し

いる新興国の方々への拡販を進めました。

ています。今回のプロジェクトは、F U J I F I L M

シンガポールで行われたワークショップ

地球温暖化に対する
オーストラリアにおける啓発活動

また、「アラブヘルス」開催前日には、中東・ア

North America Corporationの温室効果ガス排

オーストラリアでは、サステナビリティに関す

富士フイルムでは、19 3 4年の創業当時から医

フリカ地域の販売代理店を招き、「代理店会議」を

出量を1 . 8 5％削減することになり、C O 2削減目

る政府規制が年々強化され、市場でもお客様の購

療用X線フィルムの開発に取り組んできました。

開催。富士フイルムからは、現地駐在員に加え、

標の達成に向けた好事例になります。

買動機としてサステナビリティを重視する傾向が

その後、1981年に世界で初めてX線画像をデジタ

東京本社スタッフも参加し、顧客ニーズの変化に

ル化したシステムを発表して以来、画像診断の効

対応するための意識改革の重要性を訴え、新興国

「このプロジェクトは、企業理念に基づき省エ

増々高まっています。

ネルギーや温室

富士ゼロックスオーストラリアでも営業部門で

効果ガス削減の

のC S R教育を強化するとともに、2 0 1 0年には、

近年では、新興国の診療所やクリニックでも、X

ために始めたも

お客様に対して「The Paper Facts（紙について

線画像診断をデジタル化したいというニーズが高

のですが、大幅

の 事 実 ）」と「R e l e v a n t , R e s p o n s i b l e a n d

まっています。そのようなニーズに応えるため、患

なエネルギー

Effective（適切に、責任をもって、効果的に）」と

者さんの命に関わる画像診断機器として画質にこだ

コスト削減の

率化と医療品質の向上に大きく貢献しています。

わりつつ、
診療所やクリニック向けに小型化・低価格・

50

市場に対する真剣な姿勢を示すとともに、富士フ
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展示会の様子

実現や、他のエ

ハワイ州選出議員も招いた落成式の様子
（中央：FNAC George Otsuka）

いうふたつのコミュニケーション・キャンペーン
を実施しました。
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CSR重点課題の実績
「The Paper Facts」
は、
用紙を選ぶ際に有用となる、
紙のライフサイクルなどの情報を提供するウェブサ
イト。
「Relevant, Responsible and Effective」
は、大

富士ゼロックス深センで
進められるメンタルヘルスケア

量のプリントを行う際の環境負荷の低い出力ガイダ

世界的な経済急成長を遂げている中国では、労

ンスを盛り込んだパンフレット等で構成しています。

働者のメンタルヘルスが、大きな社会問題となっ

こうした活動から得られた成果やデータは、

ています。そのような社会環境の中で、富士ゼロッ

CSR部を通じて世界

クス深センは2 0 0 6年以降、従業員の職場環境を

各地のソリューショ

改善するため、過度な緊張やストレスに囚われる

ンやキャンペーンに

ことのないよう、N P O等の協力も受けて従業員

活用していきます。

支援プログラムを実施しています。
特にはじめて家を離れて寮生活を送る新入社員
は、孤独感やプレッシャーを感じやすいため、社

中国における優秀な人材確保と
就業機会の提供を両立する
インターンシップ制度の推進
富士ゼロックスでは、1 9 9 8年から中国の著名
大学大学院生および講師・准教授を対象とした約

会人教育講座やメンタルヘルス講座を展開してい
ます。この制度を通じて従業員の声を聞くことで、
彼らの悩みの解決に向けた支援を行います。その
結果、従業員間のコミュニケーションが改善され
ました。今後は、工場管理者や調達責任者への道
など、従業員の希望にあったキャリア開発への支

データ・資料編
データ・資料編には、CSR活動の基礎的な情報、
人事・労務関連や環境側面などの定量情報をま
とめています。

援にも注力していきます。

1年間のインターンシップ制度（V F P：V i s i t i n g

これらの取り組みは、2 0 1 1年1月にアメリカ

Fellowship Program）を毎年10名前後を受け入

のニュース専門放送局CNBCのCSRに関する番組

れ実施しています。コンピュータサイエンス、メ

「RESPONSIBLE BUSINESS」で紹介されました。

コンプライアンス・リスクマネジメントに…… 54
関する情報

カ、エレキといった分野で、これまでに延べ112

ステークホルダーとの対話の………………… 56
手段／労働環境・社会会計

名の受け入れを行いました。
（社員採用実績19名）

お客様に関わる情報… ……………………… 57

この制度は、

人事・労務に関する情報
（富士フイルム）
… … 58

◦中国の大学との産学連携

人事・労務に関する情報
（富士ゼロックス）
…… 59

◦異文化コミュニケーションによる相互理解の促進

富士フイルムグループの環境負荷の全体像…… 60

◦富士ゼロックスの内なる国際化

環境側面に関する情報… …………………… 62

◦参加者に対する企業の最前線での研究・開発支援

富士フイルムグループ グリーン・ポリシー…… 66

などを目的として開始しましたが、近年では

深センでのスタッフ向け講座の様子

◦優秀な技術人材の確保

環境会計……………………………………… 67
社外からの評価… …………………………… 68

という側面も大きくなっています。
参加者に対しては、半年の日本語研修に加え、
日本の生活・文化・問題解決手法などについての
研修も行い、日本への理解を深められるよう配慮

VOICE
BRICs向けの商品開発概要の
発信強化を

しています。
富士ゼロックス従業員にとっても、VFP参加者と
の異文化間コミュニケーションにより研究開発業務
を通じて、異文化間での相互理解を学ぶ機会となっ
ています。
社員として入社し、
活躍できるよう検
討を進め、中国以外
にも対象校を拡大
していきたいと考

52

代表取締役副社長

本木 啓生氏

富士フイルムグループが各拠点で、地域のニーズ
を踏まえた様々な取り組みを行っていることがよく

今後は、多くの優秀なインターンシップ生が

研修の一環で江ノ島へ文化観光

株式会社イースクエア

わかります。特に感じたのは、各地域における人材
の有効活用が求められる中、現地の事情に合わせて、
従業員やその関係者へ丁寧な配慮をしている姿勢が
伝わってきたことです。グローバル企業として期待
することは、BRICs向けの商品開発概要の発信強化、
特に医療事業において社会課題を解決すべく日本企
業をリードしていただきたいということです。

えています。
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