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FUjiTSU ToKyo

Fujitsu is big in Japan, but less 
known elsewhere. Stuart Crainer 
and Des Dearlove were given 
unique access to the Japanese 
technology giant to learn more 
about its plans for change.

In a meeting room on the 32nd 
floor of Fujitsu HQ in central Tokyo, 
a group of managers is trying to 
describe the company. “It isn’t a smart 
and sexy sort of place,” says one. 
“We are quiet. Quiet and confident,” 
adds another. “We never give up,” 
ventures a third. “Our DNA is 
based on giving it a try, just doing 
it. At the same time we are solid. 
Craftsmanship is at the core of our 
manufacturing. Trustworthiness 
is also very important because we 
work very closely with customers.”

The discussion moves from English 
to Japanese. There is, we are told, a 
word in Japanese, which describes 
Fujitsu perfectly — ‘dorokusai’ — but 
no one is sure of the best translation. 
It has something to do with being 
pragmatic and reliable, and getting on 
with the job without a making fuss.

After more discussion, we 
agree that the closest English 
equivalent is down-to-earth. 
Fujitsu is down-to-earth. 

This is an odd description for a 
high-tech company with Fujitsu’s 
pedigree: it is the third biggest player 
in the global IT services market, 
with sales of 4.6 trillion yen (US$50 

billion) and 172,000 employees 
in 60 countries. It also has a long 
and distinguished track record as a 
technology pioneer. In 1954, Fujitsu 
developed the first Japanese computer, 
and in 1976 it created the first Japanese 
supercomputer. Fujitsu engineers made 
it possible to process Japanese kanji 
characters, creating the first computer 
with Japanese language capability 
in 1979; and in 1992 the company 
introduced the world’s first 21 inch 
full-colour display, followed in 1995 by 
the first 42 inch plasma screen. Today, 
it leads the Japanese domestic laptop 
market and is involved in a range of 
technologies from cloud computing to 
the next generation of supercomputers, 
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from simulation systems for train 
drivers to mobile phones. It is also 
closely involved in a variety of scientific 
projects in Japan and around the world, 
and in expanding the role of IT in 
agriculture, healthcare and education. 

“It isn’t a smart and 
sexy sort of place,”  
says one. “We are  
quiet. Quiet and 
confident.”
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And yet, Fujitsu remains grounded 

— down-to-earth; ‘dorokusai’. In 
markets where it is long established 
— such as Europe and the United 
States — it retains a stubbornly low 
profile. In others, including China and 
India, it is barely known at all. For 75 
years, Fujitsu has quietly gone about its 
business — a quiet giant. Now, under 
the leadership of its new president, 
Masami Yamamoto, the Japanese 
information and communication 
technology company is set on change. 

Change, of course, is not unusual 
in the corporate world. But this is 
change with a difference. Led by 
the steely-eyed Yamamoto, Fujitsu 
is attempting to shape not just its 
own future but that of its customers 
— and, perhaps, society, too.

Facts of corporate life

Driving the change is the same down-
to-earth pragmatism that is written 
into Fujitsu’s DNA. “If you look at 
the life cycle of companies they have 
a period of rapid growth, a period of 
stability and then they start declining. 
Each of these periods lasts 20 years,” 
says Yamamoto, a 34-year Fujitsu 
veteran. “We are now 75 years old 
so the message is clear: we need to 
reinvent and reshape ourselves. The 
challenge for Fujitsu is to move onto 
the next growth stage. The danger is 
that if we don’t we will start to decline.”

Yamamoto’s C-suite colleagues are 

a focus for the company and its 
managers for decades. Beating IBM 
is a common refrain when Fujitsu 
executives recount why they joined 
the company in the first place. 

IBM is still Fujitsu’s largest 
competitor. But, under Yamamoto, 
Fujitsu is intent on moving out 
of Big Blue’s shadow. “In our 
minds we still tend to see IBM as 
the big competitor, but there are 
others — like HP,” he observes.

It is also clear that the journey that 
Fujitsu is embarking on is a different 
kind of transformation. Big Blue was 
going broke and faced extinction 
unless it changed. Fujitsu faces no 
such crisis. Indeed, its 2009 operating 
income was just over $1 billion with 
more than $3 billion available in cash. 
And yet the urge to change is strong.

Higher ambitions

Avoiding decline is an understandable 
goal, of course, but Fujitsu’s 
ambition goes beyond simply 
ensuring its own survival. 

The company has declared its 
intent to use technology to contribute 
to society. At the heart of its vision is 
the notion that computing should be 
configured around human beings and 
not the other way round. So while 
rival IBM trumpets its Smarter Planet 
concept, Fujitsu talks about using 
technology to enrich people’s lives. 

“This will involve collecting 
data on the behavioural patterns of 
people and organisations that mobile 
phones and other ubiquitous products 
generate, and taking advantage of 
cloud computing, supercomputers, 
and other technology infrastructure to 
analyse the data,” explains Yamamoto. 
“This data has the potential to 
revolutionise all aspects of human life 
— from healthcare to transportation, 
and education to agriculture.”

Fujitsu predicts a big shift in the 
role of technology in business and in 
society. While other IT providers tout a 
world view that sees an increased role 
for computing solutions to existing 
problems, Fujitsu emphasises how 
quality of life can be enhanced by 
technology. In this view of the future, 
technology is more than just an 
enabler; it is a journey, a dialogue with 
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Fuji Tsushinki manufacturing 
Corporation (currently Fujitsu 
Limited) established as an 
offshoot of Fuji Electric’s 
Communications division 
(capitalised at 3 million yen 
with 700 employees).

delivers Japan’s first 
domestically produced 
“T-type” automatic switching 
system to Japanese ministry 
of Communications and 
Transportation.

Unveils Japan’s first relay 
type, electronic computer, 
the FACOm 100.

delivers Japan’s first data 
communications system, FACOm 
323, to Nikko Securities Co., Ltd.

Becomes largest computer 
company in Japan.
Introduces Japanese word 
processor, OASYS 100.

Sales of “universal designed” 
mobile phones surpass the  
12 million unit mark.

Commercialises world’s first  
42-inch colour plasma display.

Launches globally 
PalmSecure contactless 
palm vein authentication 
equipment business.

“We need to change 
things if we are 
to become a $100 
billion company.”

similarly frank. “We need to change 
things if we are to become a $100 
billion company,” says corporate 
senior executive vice president (EVP) 
Hideyuki Saso matter-of-factly. “For 
example, there are a lot of processes in 
our product development and there is 
the danger that, as time passes, people 
focus on the processes. It is like when 
people won’t cross the road until the 
light turns green even if there are no 
cars approaching. What we need in the 
organisation are intelligent traffic lights. 
We have to continually revisit what 
we do and figure out the best way.”

Corporate senior executive vice 
president and director, Kazuo Ishida, 
warns: “If we want to globalise, we 

must change. If we are to bring 
in truly global standards and our 
knowledge and experience from 
throughout the world, there is not 
much time. This could be the last 
chance for Fujitsu to change.”

Fujitsu’s Yamamoto and his senior 
management team are not the first 
to appreciate and lament the short-
lived nature of corporate success. 
In his book Living Company, the 
former Shell executive Arie de Geus 
pointed out that only a handful of 
companies last beyond a century. 
Reminders of corporate mortality 
are easily found. Look at Jim Collins 
and Jerry Porras’ business bestseller, 
Built to Last, and you will quickly 
discover that many of the companies 
have struggled since being held 
up as benchmarks of longevity.

Equally, examples of companies 
that have reinvented themselves 
are few and far between. Think of 
Nokia’s move from being a timber 
company to mobile phone giant. 
Famously, too, IBM transformed 
itself from a computer hardware 
company to a business solutions 
firm under Lou Gerstner.

Fujitsu is setting out on its own 
journey. Yet, in conversations with 
Fujitsu’s executives, it is clear that 
IBM looms large in its world view. 
Historically, IBM was the giant and 
Fujitsu the pesky upstart. The rivalry 
goes back a long way and has provided 
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society that allows people to shape 
their own future. It is the shaping 
element that distinguishes the Fujitsu 
point of view from its competitors. 

For Fujitsu there are three pillars 
to this strategy. First, you have to 
get close enough to customers and 
end-users to see the world through 
their eyes. Second, you have to have 
a truly global perspective and reach, 
to offer local solutions anywhere in 
the world (a variation on the “think 
global, act local” dictum). And 
third, you have to be committed 
to a sustainable future. The third 
prong, in turn, has two elements: the 
greening of IT products; but also the 
opportunities to use new technology 
to tackle environmental issues — for 
example, using a supercomputer 
simulation to model global warming. 

Underpinning all of it is the idea 
that technology has an essential role 
to play in the evolution of civilization.

Says corporate senior EVP and 
director, Masami Fujita: “People 
used to see us as a mobile phone 
or PC company. Now, they see 
that we are contributing to society 
— we are shaping tomorrow, as 
our branding puts it — and that is 
very attractive to young people.”

Such higher aspirations are made 
real when you meet Aiichirou Inoue, 
president of the Next Generation 
Technical Computing Unit. Inoue 
worked three years at another company 
and then joined Fujitsu where he was 
a driving force behind the company’s 
mainframe computer business for 27 
years. Given his long service, Inoue 
could be forgiven for possessing an 
air of ennui. In reality, he is a ball of 
creative energy, excited and under 
pressure in equal measure. “In my 
previous roles, I couldn’t do the 
things I wanted to do. I wanted to 
build something by myself, not just to 
use it, but to build it,” he explains. 

Now, his creativity and passionate 
leadership are about to bring a change 
in the world of the supercomputer. 
Inoue is charged with developing 
Fujitsu’s new supercomputer, 
collaborating with Japan’s Institute 
of Physical and Chemical Research, 
known as Riken. It is nicknamed the K 
Computer by Riken. K is a play on the 
Japanese word “kei” for the number 10 
to the power of 16. It is a big number 
and a big build with a $1 billion total 
development budget and Fujitsu’s 
development group numbering 
some 1,000 people. Development 
of the K Computer began in 2007 
and is scheduled to finish in 2012.

The answer from Fujitsu is that, 
first, you change the tone. Masami 
Yamamoto took over as president 
in April 2010 after the controversial 
— and, for Japan, highly unusual 
— departure of his predecessor. 
Yamamoto, the youngest president 
of the company for 30 years, brings 
a more modern style of leadership 
and a new perspective to Fujitsu’s 
business. He talks about going on 
the offensive and observes that the 
company has tended to be defensive. 

It is a point backed by other senior 
leaders at the company. “We’re being 
more proactive with customers,” says 
corporate senior EVP Kenji Ikegai. 
We asked Ikegai about his future 
hopes for the company. “I want the 
company to be a global IT player in 
products and services. If we don’t 
change, our business will shrink.”

Such frankness is unusual among 
senior leaders in any corporation. 
And it is a constant refrain as we talk 
to Fujitsu’s leadership team. Chiseki 

Sagawa, 29 years with the company, 
is the president of Fujitsu’s platform 
strategic planning unit. “We need to 
have more confidence to go to the next 
stage. Everyone inside Fujitsu knows 
we need to change. We need to move 
from optimising industrialisation to 
optimising how people live, it is a mix 
of philosophy and technology,” he says.

Reconnecting with its DNA

If changing the tone is the first element, 
the second in kick-starting change at 
Fujitsu was to gather the ammunition 
to back the need for change. Engineers 
— and that is primarily what Fujitsu’s 
people are — respond to data.

Research by Fujitsu’s corporate 
brand office found that understanding 
of what the company did and stood 
for was often very limited in the 
global marketplace. Only a small 
percentage in some key markets 
outside of Japan identified Fujitsu as 
an IT company. This was exacerbated 
by a lack of coherence between 
its various global operations. It 
looked muddled and confused, an 
assemblage of companies, ventures, 
cultures, products and brands. 

To better understand its employees, 
as well as its customers, Fujitsu 
surveyed 85,000 of its employees  
in Japan. It also surveyed customers 
and employees outside of Japan. 
The research identified three key 
characteristics of its brand: responsive, 
ambitious and genuine. Says Masahiro 
Terauchi, general manager of the 
Fujitsu corporate brand office: “The 
brand promise is what we want to 
be known for; the brand attributes 
are how we deliver the brand 
promise; and the brand positioning 

“I want the young engineers 
working on this project to be excited 
and to enjoy their work,” says Inoue. 
“But, let’s be clear: the K Computer 
will make the future for Fujitsu, 
Japan and for human beings. It will 
give us the ability to look at the 
weather of the future and there are 
a huge number of healthcare uses. 
That’s what I mean about its power 
to change humanity. A computer is 
just a big box; what’s interesting is 
to see it as a tool to help mankind 
and societies around the world.”

On the offensive

While the bold ambitions of the 
K computer are alluring, any sort 
of organisational change is hard. 
The older you get, the harder it 
becomes for companies as well as 
people. Sprightly septuagenarians 
are rare — though less so in Japan. 
So how do you convince a 75-year-
old company that it needs to change 
and then convert it into reality?

“We’re being more 
proactive with 
customers. If we 
don’t change our 
business will shrink.”
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is who we are and what makes us 
special — we are the Japanese global 
information and communication 
technology (ICT) company with 
a commitment to local service.” 

Armed with a clear idea of what 
it stood for, in 2010 the company 
announced a new brand promise: 
“shaping tomorrow with you”. It is 
the first truly global branding exercise 
ever undertaken and implemented by 
Fujitsu and is intended to provide a 
rallying point as the company changes. 

The phrasing may be new, but 
people within the company agree that 
what it describes is quintessentially 
Fujitsu. “The company’s brand 
promise ‘shaping tomorrow with 
you’ is a new way of describing 
what we have always stood for,” says 
president Yamamoto. “It is already 
in our DNA, but stating it in this 
way crystallises what makes us 
different. It is a catalyst for change.” 

And change is something that 
Fujitsu cannot ignore because 
the world it inhabits is changing. 
The role of technology in society 
is changing — and with it the 
role of technology providers. 

Of course, the high-tech sector 
is always a vortex of change. It goes 
with the territory. But from time to 
time, there are big shifts. Examples 
include the switch from mainframe 
computers to client servers in the early 
1980s; and more recently the move 
towards ubiquitous devices such as 
smartphones and tablet devices like the 
iPad. Allied to this latest development, 
the industry is now entering a new era 
characterised by cloud computing. 

Cloud computing uses the internet 
to provide resources, software and 
information on demand. People will 
no longer need to store large quantities 
of data or software on their personal 
devices because they will be able 
to access them from anywhere. For 
users, cloud computing holds out the 
promise of just-in-time computing; 
they will no longer have the need 
for expertise in, or control over, the 
technology infrastructure. For many 
users and businesses, this is a liberating 
development. But for established 
IT providers, such as Fujitsu, it 
represents a radical departure. 

“Three years ago we made a major 
announcement on cloud computing 
and it felt like an exciting new 
direction. IT will be increasingly a 
utility, accessed on demand,” predicts 

Kazuo Ishida, a 36-year Fujitsu 
veteran. “This has the capacity to 
change everything about how, when 
and where we access technology and 
the uses we put to technology.”

Challenge on two fronts

On a commercial level, change is 
necessary says Yamamoto because 
Fujitsu faces two big challenges: the 
need for global expansion and the 
need to develop a new business model 
fit for the cloud computing era.

Like many companies, Fujitsu 
is extremely strong in its domestic 
market and is active globally but 
without the same level of success or 
dominance. The company operates 
through more than 500 group 
companies in 60 countries around 
the world. A total of 37% of its sales 
and around 70,000 of its 172,000 
employees are now accounted for 
by overseas markets. Its target is to 
generate more sales outside Japan.

While global in scope, until now 
Fujitsu has lacked coherence to its 
operations. The company’s slogan 
in the 1960s was “infinite growth”. 
The result was that Fujitsu amassed 
a sprawling array of subsidiaries and 
joint ventures. Among other things, 
in the late 1990s, for example, it 
acquired Amdahl in the United States 
and ICL in the UK. It also had a joint 
venture with Siemens in Europe. The 
moves were often successful as stand 
alone ventures but were too loose to 
provide any critical mass. In short, 
the whole was not greater than the 
sum of its parts. A big problem was 
that the subsidiaries operated under 
a variety of different names, failing 
to leverage the Fujitsu global brand.

“We have suffered from a lack 
of gravity in Europe and elsewhere. 
In those places, it seems as if we just 
happen to be a global company,” 
laments Chiseki Sagawa. “There 
is a need to create a gravitational 
force to pull things together.”

Acquiring gravity takes time.  
Over recent years, Fujitsu has worked 
hard at renaming and reclaiming 
subsidiaries, to make more sense of 
what it does and where it does it. In 
2002 it brought ICL and Amdahl 
under the Fujitsu brand. In 2009 
Siemens’ stake in the joint venture 
was bought out to create Fujitsu 
Technology Solutions. In the United 
States, Fujitsu merged three of its 
independently operating businesses 
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in 2009. One name, of course, does 
not necessarily mean one culture.

“We want to create a different sort 
of global company,” says company 
president Yamamoto. “All of our 
companies have their own cultures 
so we are creating a multi-cultural 
global company. All these companies 
work closely with their customers so, 
as their customers develop globally, 
we can help and develop with them. 
We can help them globalise their 
businesses. In the past there was a 
tendency to leave our global business 
to the independent discretion of our 
subsidiaries outside of Japan, each of 
which differ in terms of their origin 
and subsequent development.” 

In response, Fujitsu has reorganised 
its global businesses along regional 
lines with Richard Christou, corporate 
senior EVP (the only Westerner in 
the company’s management team) in 
charge. “There has been a fragmented 
approach but whatever we do 
now has to be done globally,” says 
Christou, who estimates that Fujitsu 
is half way in its globalisation journey. 
“Companies like IBM or Oracle offer 
exactly the same experience wherever 
you encounter them throughout 
the world. We cannot do that. What 
we can achieve is consistency of 
values and objectives rather than 
consistency of action. Responding 
to customers has to be done locally 
and individually. We want to be a 
transnational organisation which shares 
experiences and knowledge between 
regions but which has a light centre.”

DrEAMS  
AND DETAIL
“For me the excitement lies in 
turning technology into profitable 
technology,” says Kazuo Ishida. 
“Along the way we make 
mistakes. Over my time with the 
company I have run 28 projects 
with teams ranging from 50 to 
800. Some were a year long. At 
the end you hand over and move 
on to another project. But, I was 
never happy with how things had 
gone. I always looked back and 
identified where, when and how 
it could have been done better.”
Fujitsu is a technology company 
built on engineering expertise. Its 
senior executives typically started 
their careers as engineers. An 
appetite for detail is part of their 
training. Fujitsu engineers prefer 
doing to theorising and have 
an elevated view of the likely 
impact of innovations on broader 
society: they see engineering 
as a route to improving the 
world. dreams and detail are 
in unusually close alignment.

CUSToMEr  
FIrST
The fashionable business 
ideas of our time suggest that 
customers are unreliable guides. 
Simply, they do not know what 
the technology is capable of, 
so how can they tell you what 
they want or would like? As a 
result, the emphasis of recent 
years has been on retaining 
talented individuals rather than 
attracting and retaining high 
spending customers. Fujitsu is 
old-fashioned in its adherence 
to the edict that customers come 
first. All Fujitsu executives talked 
about the vital importance of 
staying close to customers.
Thirty-six years with the company 
and now a corporate senior 
executive vice president and 
director, Kazuo Ishida told us of 
his first day working as a systems 
engineer. “I went to work with a 
banking client. It felt as though  
I had become a banker, such was 
the identification we had with the 
customer. That stuck with me  
and I still spend half of my 
time with customers.”

“‘Shaping tomorrow 
with you’ is a new  
way of describing 
what we have always 
stood for. It is already 
in our DNA.”

Grow wITH 
CUSToMErS
Says Richard Christou: “You 
don’t shape the future by simply 
selling technology. There has 
to be a dynamic, proactive 
interchange with customers.”
Customers are not static. Fujitsu 
regards them as a growth 
opportunity. But this does not 
mean trying to screw more sales 
out of each account. The win-win 
hope is that as customers grow, 
Fujitsu will grow alongside them. 
“We have a track record 
of working with Japanese 
companies and there is an 
opportunity to grow with them — 
and our other customers — as 
they globalise. As companies 
expand they need to use systems 
which are consistent, which they 
are familiar with, and which can 
receive high levels of support 
worldwide,” says Kenji Ikegai.
masahiko Yamada, president 
of the company’s Technical 
Computing Solutions Unit, is an 
engaging Fujitsu veteran. “At one 
stage, I remember thinking that 
we need to really focus on costs 
and technology. I was wrong: 
relationships with customers are 
more important,” says Yamada. 
many companies focus on 
contracts, Fujitsu emphasises 
genuine relationships and 
growing with customers.

MULTICULTUrAL 
AND GLobAL
“If you think about where 
future market expansion will 
occur, you can only conclude 
that our future growth will 
depend on how successful we 
are in developing our global 
business,” says company 
president masami Yamamoto. 
His thoughts are echoed with 
even greater emphasis by 
Richard Christou: “I think we 
have a two-year window to 
become more global in outlook. 
We have to move decisively. 
If we do not become more 
global, we will shrink.”
The initial ethos of globalising 
companies was to try to export 

the same products, services and 
culture worldwide. This was the 
largely American multinational 
model of the 1960s and 1970s. 
Then, in the 1980s and 1990s, 
the cry was for globalising 
companies to be global and local, 
to combine global strength with 
local sensitivities — witness 
mcdonald’s offering localised 
menus throughout the world.
Now, a new generation of 
globalisation is occurring as, in 
particular, companies from India 
expand globally. The emphasis 
of these organisations — and of 
Fujitsu — is to combine a clear 
sense of having roots while also 
having the open mindedness to 
embrace different business and 
national cultures. At Fujitsu, 
emphasis is put on the company 
being a global organisation with 
Japanese roots. It is multicultural 
but clear in its origins; 
globalisation with an open mind.

QUIET  
CoNFIDENCE
Respect and humility are 
deeply entrenched in Japanese 
culture. Similarly, they 
inform Japanese business 
culture and corporations. 
Gung-ho competitiveness 
is uncharacteristic. Rather, 
collective aspirations are the 
focus — whether they are for the 
team, the company or society.
The emphasis of Fujitsu’s 
research is not on creating 
sexy, must-have technological 
fripperies. Instead, it regards 
improvements in technology 
as integral to improvements in 
how we live and how societies 
are organised and behave. This 
belief runs deep, but quietly.

Co-INNovATIoN 
rATHEr THAN 
DoMINATIoN
Technology companies place 
huge store in innovation. But 
at Fujitsu the emphasis is on 
co-innovation with customers. 
This is exemplified by the 
company’s concept of Field 
Innovation. This is a concrete 
example of how Fujitsu 

does things differently. As it 
deploys the concept, Fujitsu 
works seamlessly alongside 
its customers to create value 
for them by defining and 
visualising management 
challenges with customers.
At the same time, Fujitsu 
has always recognised the 
importance of being at 
technology’s cutting edge. visit 
its Technology Hall in Kawasaki 
City on the outskirts of Tokyo 
and you are struck by the sheer 
range of its interests — from 
cloud computing to electronic 
medical record systems, plasma 
displays and point of sale 
displays at supermarkets. The 
range of products gives it a 
balanced portfolio and a radar 
for converging technologies and 
new innovations that can be 
transferred across products. 

THE FrUITS oF 
ExpErIENCE
Fujitsu has a cadre of highly 
experienced managers. They 
know the company and its 
customers inside out. many of 
the senior leaders have worked 
with the company all their 
working lives. As engineers 
they have a constant urge for 
improvement. They are like 
mechanics tinkering with a car 
engine in search of a slight 
but significant performance 
enhancement. Things can 
always be improved. Always. 

Business stRAteGY ReVieW  iNSiDE FUjiTSU08    09www.london.edu/bsr  Business stRAteGY ReVieW

LEADiNG CHANGE inside fujitsuBusiness



FUjiTSU ToKyo

THE AUTHorS
STUART CRAINER 
SCRAINER@LONdON.EdU
Crainer is the Editor of  
Business Strategy Review.
dES dEARLOvE 
dES.dEARLOvE@
SUNTOPmEdIA.COm
dearlove is an Associate 
Fellow of Saïd Business School 
and a visiting professor 
at IE Business School.

While aiming to globalise alongside 
its customers, Fujitsu is also clear 
that it remains a Japanese company. 
“We still need a base to hold this 
global company together and that is 
in Tokyo. That’s why we talk about 
a global Japanese company,” says 
head of R&D Kazuo Murano.

A new business model 

The second big challenge facing 
Fujitsu is changing its business model. 
Big IT providers have already felt 
the pain of an economic downturn, 
the banking crisis and the arrival 
of a new era of computing. Fujitsu 
is no exception. A decline in its 
solutions business has led to sweeping 
reductions since 2008 in costs and 
expenses across the company. 

Key operations have been 
restructured. In 2009, for example, 
the company completed the transfer 
of its hard-disk drive business to 
Toshiba. Fujitsu’s LSI business also 
shifted to a so-called “fab-lite” business 
model — whereby the company 
minimises its own production scale by 
outsourcing to external foundries. 

More fundamental structural 
changes can be anticipated, but 
there are signs that the worst may 
be over. The company raised its 
operating income from 68.7 billion 
yen in 2008 to 94.3 billion yen in 
2009. It also set an ambitious target 
of 185 billion yen for 2010.

Financial discipline is the first 
step. But Fujitsu needs to renew 
itself. Renewal comes from the roots 
and the roots of Fujitsu have always 
been firmly anchored in innovation. 
As president Yamamoto explains: 
“Computing is going through 
a transformation. IT used to be 
in a finite area. Now, we see that 
through cloud computing there is an 
opportunity to expand its role. Think 
of areas such as agriculture. These 
are the new areas we are exploring. 
These applications of technology are 
revolutionary. What was unthinkable 
is now possible so we have to develop 
in what were uncharted areas.” 

Shaping tomorrow with you

Fujitsu itself is entering uncharted 
territory. To simultaneously globalise 
and be at the vanguard of an expanded 
role for technology in society is a 
big ask. The company believes it is 
achievable if it stays true to one of 
its fundamentals: staying close to its 

customers. This is the “with you” 
component of its brand promise. 
To emphasise the point, Masami 
Yamamoto visited more than 100 
corporate customers within the first 
three months of being president.

Says Chiseki Sagawa, president of 
Fujitsu’s platform strategic planning 
unit: “We are more humble than some 
other companies. We have tended 
to be the follower rather than the 
visionary company. There are three 
routes to success. You can either be 
a visionary company, compete on 
cost or you can focus on customers. 
We are the third. We emphasise 
that we understand customer issues 
and we always finish the project.”

Staying close to customers is one 
thing; helping them shape tomorrow 
is quite another. Co-creation, 
popularised by the late CK Prahalad, 
is fashionable. Many companies 
talk about developing products and 
services with customers. But in reality 
it is far easier to provide solutions 
to customers than it is to develop 
them with customers. It goes beyond 
co-creation to true co-innovation. 
The latter takes an endless reservoir 
of time and patience. Western 
companies are not known for either. 
Yet Fujitsu, “stubbornly trustworthy” 
and endlessly patient, is a company 
that is built for co-innovation. It 
may well be its greatest asset.

Fujitsu’s new business model is all 
about co-innovation. “This ability is 
probably the biggest attribute we have 
at Fujitsu,” says Sagawa. “But we need 
to change the way we work and think. 
In the past we helped customers solve 
problems they identified; in the future 
we need to share common challenges. 
We need to move beyond listening to 
customers to innovating with them.”

 “Shaping tomorrow with you” 
is a big promise. We asked Fujitsu 
president Masami Yamamoto what he 
wanted the company to be famous for 
in a decade. His answer was typically 
bold but matter-of-fact. “Contributing 
to society. Making society more 
prosperous and more convenient. 
It is all about challenging new areas 
with customers. That is also an 
important message for our employees. 
It is about shaping tomorrow.”

The aspiration is clear. But the 
philosophy remains grounded. 
It is ‘dorokusai’ — down to 
earth. But ‘dorokusai’ with a 
new-found confidence.  

富士通は、日本では高い知名度を 
誇るが、日本以外の国ではあまり
知ら れていないのが実態だ。 
Stuart Crainer と Des Dearloveは、 
今まさに変わろうとする日本の巨大
ICTカンパニー・富士通の本質に迫
る、またとない機会を得た。 

東京の中心部にある富士通本社。32階
の来賓室で役員たちは、富士通を表現
する適切な言葉を探していた。「富士通
は洗練されたスマートなタイプの会社
ではない。」それに呼応するように別の
役員が言う。「私たちは寡黙で目立た
ない。だが内に秘めた自信に満ち溢れ
ている。」そして、別の役員が付け加え
る。「私たちは決してあきらめないという
精神を持っている」と。こうした議論をま
とめるように、ある役員は次のように言
った。「富士通のDNAは“ともかくやって
みろ”の精神に由来している。同時に、
ものづくりへのこだわりが富士通の核と
なっている。堅実であり、お客様ととも
に仕事をする信頼関係を築いているの
が特徴だ。

話題はある日本語に移った。富士
通の特徴を表現するのに最適な日本
語があるという。それは – dorokusai 
（どろくさい）–という言葉だった。だ
が、その場にいた誰もが英語での
適切な表現を見つけることができ
なかった。Dorokusaiというこの言葉
には、文句を言わず、実直に、誠実
に仕事を行うという意味がある。

我々は、さらにディスカッションを
深め、そこで一番近い意味を持つ英
語を導き出した。 “down-to-earth”（

地に足がついた、堅実な、気取らな
いなどの意味）。富士通とは“down-
to-earth”な会社なのである。

富士通というハイテク企業を俯瞰し
てみよう。現在、富士通は4.6兆円の連
結売上高と17万人の社員をもち、世界
60カ国に展開している企業であり、グ
ローバルIT企業のなかでは第3位のポ
ジションにある。長年に渡るIT産業の
先駆者としての実績を持ち、1954年に
は、日本初の実用リレー式コンピュー
タを開発した。1976年には日本初のベ
クトル型スーパーコンピュータを開発。
さらに、1979年には漢字を使えるコンピ
ュータを開発した。一方で、1992年には
世界初の21インチフルカラーディスプレ
イを開発し、つづいて1995年には42イ

BUSINESS

ンチのプラズマディスプレイを世に送り
出した。今日では、富士通は日本のパ
ソコン市場を牽引し、クラウドから次世
代コンピュータ、鉄道の運転シミュレー
ションから携帯電話に至るまで、幅広
いビジネスを展開している。また、日本

「富士通は洗練されたス
マートなタイプの会社で
はない。私たちは寡黙で
目立たないが内に秘めた
自信に満ち溢れている」
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01  テクニカルコンピューティング
リューション事業本部　山田昌
彦本部長：お客様起点を語る

02  富士通オーストラリアが事務所
を構えるビルが、豪州における
環境ビル設計の認定で、最高レ
ベル「6 Star Green Star」を受賞

03  富士通のショールーム受付
（netCommunity，東京）

04  計画本部　佐川千世己本部
長：哲学と技術の調和を語る

05  佐相秀幸副社長：高知能
な信号について語る

01 02
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04

03
や海外における著名な科学プロジェク
トにも関わっており、農業や医療、教育
などにもIT活用の範囲を広げている。

にもかかわらず、富士通は今もな
お、堅実でどろくさい会社なのである。
しかしすでに確立された市場、たとえ
ば欧州や米国などでは、富士通は依
然として認知度が低いままである。
中国やインドなどの新興国市場にお
いでは、ほとんど知られていない。75
年の間、富士通は静かにビジネスを
続けてきたのである。いわば「沈黙の
巨人」である。その富士通が、2010年
4月に就任した山本正已社長のもと
で、日本発のICTカンパニーとして大
規模な変革を推進しているのだ。

「 変革」。もちろん、それ自体は決
して珍しいものではない。しかし、富士
通の変革は、一般的な企業のそれと
は異なる。富士通は自身のためだけ
でなく、お客様のために、共に豊かな
未来を創造しようとしているからだ。

企業のライフサイクルの真実

down-to-earthで表現することができる
富士通のDNAは、理屈よりも現状を重
視する、いわば現実主義を貫くことに通
じる。勤続34年目を迎えた山本社長は、
「企業のライフサイクルには、創業期、
成長期、成熟期、衰退期があり、それ
ぞれが20年周期で訪れる」と前置きし、
「富士通は2010年に75周年を迎えた。
企業のライフサイクルを当てはめれば、
私たちは衰退期にある。それならば、
富士通には改革が必要であることは明

通はそれを追随する立場。現在の役
員が富士通に入社した当時は、IBMを
追い越すことが最大の目標であった。

IBMは今もなお富士通の最大の
競争相手である。しかし、富士通は
Big Blueの影から脱却しようとしてい
る（※Big BlueとはIBMを象徴した言
葉）。「いまだにIBMと競合していると
いう気持ちはある。だが、HPをはじ
めとして、競合相手はほかにもあると
認識している」と山本社長は語る。

富士通が新たな変革に向けて
歩み始めていることは明らかだ。Big 
Blue(IBM) は変革を遂げる以前には、
消滅の危機に直面していた。富士通は
このような危機には直面していない。実
際、2009年度の営業利益は10億ドルを
超え、30億ドルのキャッシュフローがあ
った。それにもかかわらず、強い意志
をもって変革に取り組んでいるのだ。

成長への挑戦

「衰退を回避する」というのは、説得力
を持つ、わかり易いゴールである。しか
し、富士通は単に生き残りを賭けるだけ
ではなく、さらなる成長に向けて変革し
ようとしている。 

富士通は、技術によって社会へ貢
献していくことを宣言している。このビ
ジョンの中心となっているのは、コンピ
ュータは人間のために活用するもので
あり、コンピュータのために人間がいる
わけではない、という概念である。IBM
がSmarter Planetというコンセプトを高
らかに宣言する一方で、富士通は人々
の生活を豊かにするためにICTを活用
すると宣言しているのもそのためだ。 

「この概念は、携帯電話をはじめ
とするユビキタス製品や、各種センサ
ーなどによって集められた人や組織
の行動パターンをデータとして蓄積
し、それを、クラウド・コンピューティン
グやスーパーコンピュータの能力に
よって、新たな結論を導き出すことが
できる」と山本社長は説明する。そし
て、「ここで導き出されたデータは、医
療から運輸、教育、農業をはじめ、あ
らゆる面で人々の生活を豊かにして
いく可能性を秘めている」と続ける。

富士通は、ビジネスや社会におい
て、ICTが果たす役割が大きく変化す
るとみている。他のIT企業は、課題解
決のためにITソリューションをいかに活
用するかという点に注目しているが、
富士通は、ICTによって人々の生活を
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富士電機製造株式会社（現・
富士電機ホールディングス株
式会社）の電話部所管業務
を分離し、富士通信機製造
株式会社（現・富士通株式会
社）を設立

日本初の国産自動交換機「T
型交換機」を逓信省に納入

日本初のリレー式自動計
算機「FACOM 100」を完成

日本初のデータ通信システム
「FACOM 323」を完成、日興証
券株式会社に納入

コンピュータ売上高で国内トッ
プに躍進、日本語ワードプロ
セッサ「OASYS 100」を発表

携帯電話「らくらくホンシリー
ズ」の累計販売台数が1,200
万台を突破

42型のカラーPDP（プラズマデ
ィスプレイパネル）を世界で初
めて商品化

非接触型手のひら静脈
認証装置「PalmSecure」
ビジネスをワールドワイ
ドに展開

「10兆円企業に成長するた
めには、変革が必要である」

白だ。富士通自身が変わらなければ、
新たな成長ステージに踏み出すことが
できない。
 山本社長をはじめとした富士通の経
営幹部は、みな同様に包み隠さず率直
に話す。「私たちが10兆円企業に成長す
るためには、変革が必要である」と佐相
秀幸副社長は言う。「たとえば、開発工
程にはさまざまなプロセスがあるが、時
が経つにつれて社員はプロセスそのも
のにとらわれる危険性がある。それは、
道路で近づいてくる車が一台もないの
に、信号が青になるまで誰も渡ろうとしな
いようなものである。今、組織のなかで
必要とされているのは高い知能を持つ
信号。すなわち、一度構築したものをそ
のまま維持・継続するのではなく、今何

をすべきか、何が最適な方法なのかを
見つけ出し、それに合わせて臨機応変
に対応できるような組織になることであ
る。」

石田一雄副社長は自らに警鐘を
鳴らす。「もし本当にグローバル化を
目指すなら、グローバルスタンダー
ドや、世界各国からの知識・経験を
取り入れ、富士通自身が変わらなけ
ればならない。今が、富士通が変わ
る最後のチャンスかもしれない。」

山本社長と経営陣は、つかの間
の成功には一喜一憂しない。Shell（
ロイヤル・ダッチ・シェル）の前役員で
あったArie de Geus氏は自身の著書
「Living Company」のなかで以下のよう
に指摘している。「倒産する企業は沢
山あるが、100年以上生き延びる会社
は、ほんの一握りである。」そして、Jim 
CollinsとJerry Porrasのベストセラーで
ある「Built to Last（邦題：ビジョナリー
カンパニー）」を見れば、多くの会社が
企業の平均寿命を超えて以降、存続
の危機に陥っていることがわかる。

一方で、変革に成功した企業の
例は非常に少ない。例えば、Nokia
は製紙会社から巨大な携帯電話会
社へと変化を遂げた。また、IBMは
Lou Gerstnerの指揮のもと、コンピュ
ータのハードウェアの会社からソリュ
ーションの会社へと変貌を遂げた。

富士通は変革への旅路をあゆみ始
めている。歴史的に見ると、富士通は
何十年にも渡って、常にIBMを意識し
つづけてきた。IBMは巨人であり、富士
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01  電力なしで画面の表示
を保持できる富士通の
カラー電子ペーパー

02  OASYS 100：日本語ワープ
ロの富士通第一号モデル

03  富士通本社からの眺め 
04  「富士通グループ・マレーシア・

エコ・フォレストパーク」にて社
員ボランティアによる植林活動

05  手をかざすだけ！世界
初の非接触型手のひら
静脈認証技術を開発
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02

0403

05

豊かにしていくことに着目している。こ
うした視点で、技術とは「何か」を実現
するものに留まらず、富士通は、人々
が自分で未来を形づくることが可能な
社会の実現を目指している。この富
士通の考え方は、競合他社との差異
化を決定づける重要な要素である。

富士通の経営には3つの起点があ
る。1つ目はユーザー視点で世界を見
るために、お客様とのコミュニケーシ
ョンを怠らない「お客様起点」であるこ
と。2つ目は特定の地域でしか使えな
かったソリューションを世界中で提供
するために、真のグローバル視点を身
につけること（“think global, act local”
と同等の意味）。そして3つ目は、お客
様に持続可能な未来を約束すること
だ。これは、IT製品のエコ化とともに、
環境問題を解決するために新たな技
術を活用することを指している。スー
パーコンピュータを使った地球温暖
化シミュレーションがその一例だ。

技術は文明の進化に欠かせな
い役割を担っているのである。

コーポレート担当である藤田正美副
社長は、「富士通は、携帯電話か、パ
ソコンの会社だと思われていた。今は
社会に貢献する会社だと認識されてい
る。だから私たちはshaping tomorrow
という言葉を、新たなブランドプロミス
のなかに入れた。この姿勢が、若い世
代の人々に共感を得ている」とする。

富士通が高い目標に向けて挑戦
していることは、次世代テクニカルコ
ンピューティング開発本部の本部長
である井上愛一郎常務理事の発言か
らも実感できる。井上本部長は、かつ
てある会社で3年間勤務していたが、
退屈を感じざるをえなかった。なぜな
らば、彼は創造力のかたまりであり、
プレッシャーがかかればかかるほど
奮起する性格だからである。その後、
井上本部長は富士通に入社。それか
ら27年間、CPUの開発にたずさわり、
メインフレームコンピュータのビジネ
スを支えた。 「以前はやりたい仕事を
することができなかった。使うための
ものを作るのではなく、何か新しいも
のを創造するような仕事がしたかっ
た」と、富士通入社前を振り返る。最
近になって、彼の創造力と情熱的な
リーダーシップは、スーパーコンピュ
ータの世界に変革をもたらしている。

今、井上本部長は富士通の最新ス
ーパーコンピュータの開発を一任され
ている。理研の略称で知られる理化学
研究所で稼働することになっており、理
研により「京（けい）」という愛称がつけ
られている。「京」は日本語で10の16乗
を表す言葉だ。そして、「京」プロジェクト
には、1,100億円の予算が計上され、富
士通から1,000人規模の開発者が動員

になる古い会社が、変革が必要である
ことをどうやって社内に説得し、実現さ
せればいいのだろうか。

富士通の答えは、まず自分自身
が変わることだった。山本社長は、元
社長の退職に関する紛争（日本では
かなり珍しいが）のあと、2010年4月
に社長に就任した。山本社長はこの
30年間で最も若い社長であり、彼の
時代に合ったリーダーシップは、富
士通のなかに新たなビジネススタイ
ルを植え付けようとしている。それは
「守りから攻め」への挑戦である。

姿勢の変化は、他の経営幹部か
らも異口同音に聞かれる。「富士通は
お客様に対して、積極的に行動する
ようになってきた」と生貝健二副社長
は指摘する。私たちは、富士通が将
来どんな会社になるのかと尋ねた。「
製品とサービスの両方において、富
士通を真のグローバルICTカンパニー
にしたい。もし富士通が変わらなけれ
ば、ビジネスは縮小するだけだろう。」

経営幹部がこんなにも率直に話す
のは大変珍しい。しかもそれは、富士

通の経営幹部と話をしているときに、
常に感じることだった。計画本部の佐
川千世己本部長は、29年に渡り、富
士通に勤務している。「富士通の社員
は皆変わる必要があると気がついて
いる。しかし、富士通が次のステージ
に行くためには、社員がもっと自信を
持つ必要があるたろう。私たちは産業
の最適化といった考え方から、人々の
生活を最適化するという観点へと見
方を移さなくてはならない。それは哲
学と技術の調和とも言い換えることが
できる」と佐川本部長は説明する。

富士通のDNAとのつながり  

変革を目指すならば、まずは自
分自身が変わらなければならな
い。そして、それを促すための適
切な情報が必要だろう。技術者た
ちはデータに敏感に反応する。

コーポレートブランド室の調査によ
って、富士通は何をしている会社なの
かが、日本以外の市場ではあまり知ら
れていないことが明らかになった。海外
では、富士通をICTカンパニーだと認識
している人の割合は非常に少ない。幅
広い製品群、多数のブランド、異なる文
化を持つ企業の集合体であることや、
各国における企業活動の一貫性の無
さも悪影響を及ぼしている。それは、ま
るで混乱しているようにしか見えない。

社員およびお客様への理解をもっ
と深めるために、富士通は、日本国内
の社員を対象にした調査を実施（有効
回答人数：85,000人）。さらに、日本以
外の社員や、お客様にもその対象を広
げた。そこから導き出されたのは、富士
通ブランドの特徴（ブランドアトリビュー
ト）は、responsive（お客様のニーズに
迅速に答える）, ambitious（チャレンジ
ングな）, genuine（誠実な）の3つに集約
されるということだった。コーポレートブ

された。2007年に始まった「京」の開発
は、2012年には完了する予定である。

「私はこのプロジェクトを、若い技
術者がワクワクしながら、楽しんで取
り組めるものにしたいと思ってきた」と
井上本部長は言う。そして、「京は富
士通のみならず、日本、さらには人類
の未来を豊かにするものになると断
言できる。京によって未来の天気予報
を見ることができ、医療分野において
は多岐に渡る応用が期待される。まさ
に人類の生活を変える力を持ってい
る。コンピュータそのものはただの大
きな箱だが、人類や社会を助けるツ
ールだと思って見ると大変面白い。」

「守りから攻め」へ  

「京」のような大胆な野望は魅力的で
ある。だが、その一方で、年をとるに
つれて、変革というものは難しい。そ
れは、企業にとっても、人間にとっても
同じだ。長寿大国である日本において
も、70代になって相変わらず向上心を
持ち続けている人はまれだろう。75歳

「富士通はお客様に対し
て積極的に行動するよう
になってきた。もし富士通
が変わらなければビジネ
スは縮小するだけだろう」
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ランド室の寺内正弘室長は言う。「ブラ
ンドプロミスとは、私たち富士通がどん
な企業として見られたいのかを表し、ブ
ランドアトリビュートはどのようにブラン
ドプロミスをお客様に届けるのかを表
すもの。そして、ブランドポジションは富
士通の立ち位置を明確にするものであ
る。富士通は日本発のグローバルICT
カンパニーであることを明確にしたい。」

この考え方にもとづいて、富士通
は2010年に、“shaping tomorrow with 
you”というブランドプロミスを発表し
た。それは富士通にとって初めての
グローバルなブランド構築への取り
組みであり、同時に富士通が変化す
ることを対外的に示したものだった。

ブランドプロミスは新たに制定され
たものだが、富士通の真髄を表してい
る。「shaping tomorrow with youは、富
士通がどういう会社でありたいのかとい
う姿勢を表したものだ」と山本社長は位
置づける。「すでに富士通のDNAとして
培われているものを、ブランドプロミス
として明文化することで、他社とは何が
違うのかを表した。これは、富士通の今
後の変革において、触媒（促進していく
もの、きっかけ）となるものだ」とする。

変革しつづける世界情勢に対応す
るため、富士通自身が変化することは
避けて通れない。そして、社会におけ
るICTの役割は変化し続け、それと同
時に、富士通のように技術を提供す
る企業の役割も変化し続けている。

ハイテク業界は常に周りを巻き込
みながら変化を起こす渦となり、時に
大きな変革をもたらす。たとえば、1980
年代初期にはメインフレームコンピ
ュータの時代からクライアント／サー
バーの時代へと変化したのは周知
の通りだ。最近ではスマートフォンや
iPadのようなタブレット端末に象徴さ
れるユビキタス時代へと進展してい
る。最新技術の進化にあわせて、IT
産業はクラウド・コンピューティングに
よる新しい時代へと突入している。

クラウド・コンピューティングは、IT
資産、ソフトウェア、情報をオンデマン
ドで提供するためにインターネットを活
用する。どこからでもアクセスができ、
膨大なデータやソフトウェア、ハードを、
企業や個人が所有する必要はない。

ユーザーにとってクラウド・コンピュ
ーティングは、just-in-timeに情報を利
用できる仕組みである。ITに関する専
門知識がなくても、多くのユーザーが
情報を利用でき、その範囲はさらに広
がっていく。富士通のようなICTカンパ
ニーにとっては、多くの可能性が多面
的に広がっていくことを示している。

「３年前、私たちはクラウド・コンピュ

ーティングを発表し、新しい未来の創造
に向けた取り組みに胸が躍った。ITは
ますます実用的になり、オンデマンドで
利用できるようになるだろう」と、勤続36
年を迎えた石田副社長は語る。「クラ
ウド・コンピューティングは、いつでも、
どこでも、ITを使える環境へと変える潜
在的な可能性を持っている」とする。

２つのチャレンジ

ビジネスにおいて変革は必要不可欠
だと山本社長は言う。そのなかで、富
士通はいま、2つの大きなテーマに直
面している。1つ目はグローバルに向け
たビジネスの拡大、もうひとつはクラウ
ド・コンピューティング時代に合わせた
新たなビジネスモデルの創出である。

富士通は国内市場では大きな力
を持っている。だが、グローバルでみ
れば、国内ほどの成功実績や市場優
位性を持ってはいない。富士通は世
界60カ国に500社以上のグループ企
業がある。海外の売上比率は全体の
37％で、17万人のグループ社員のうち
7万人が海外で勤務しており、今後、
海外での売上拡大を目指している。

一方で、富士通にとって、グローバ
ル経営における一貫性のなさは課題
といえる。1960年代のスローガンは「
限りなき発展」だった。結果として子会
社やベンチャーが広がりすぎた反省
がある。1990年代後半には、米国で
アムダールを、英国でICLをそれぞれ
買収した。また欧州ではシーメンスと
ジョイントベンチャーを立ち上げた。

こうした活動は単独のベンチャー
企業ならば多くの場合成功するが、集
団を形成するには課題がある。それぞ
れのパーツ（部分）を合わせたほうが、
全体よりも価値が出るにも関わらず、
富士通の場合は、子会社がそれぞれ
統一性のない名称を使っていたため、
富士通グループの一員であると認識
されていなかったことも問題だった。

「欧州やその他の地域における企
業活動が、その地域に根付いていなか
った反省がある。グローバル企業とし
てビジネスを行っていたはずだったが、
実際にはそれぞれの会社同士がつな
がってはいなかった」と佐川本部長は
振り返る。「本当の意味で、グローバル
にビジネスをしていくには、これらがひ
とつに結束することが必要である。」

“まとめる力を醸成するのには時
間がかかる。近年、富士通は子会社
が何をし、どこにあるのかを判りやす
くするために、社名変更やブランドの
統一を行ってきた。2002年には子会
社のICLとアムダールの社名に富士

富士通の経営術

通の名を冠し、2009年にはシーメンス
とのジョイントベンチャーを100%子会
社化しFujitsu Technology Solutions
とした。さらに、米国の3つの子会社
をひとつにまとめた。だが、名称を統
一しても、それが統一した文化を形
成することとは同義語ではない。

「富士通は他社とは異なるグローバ
ル企業を目指している」と山本社長は
言う。「富士通の全ての子会社、グル
ープ会社が異なった文化を持つ。その
ため、それを活かし、多様な文化を持
つグローバル企業の形成を目指してい
る。各社がそれぞれのお客様と緊密な
関係を築くとともに、お客様がグローバ
ルにビジネスを展開する際にも、グル
ープとしてこれを支援できるようにした
い。」これまでの体制では、各国の子会
社の裁量にまかせる傾向が強く、リチャ
ード・クリストウ副社長のもと、地域ごと
に組織を分けた評価が行われていた。

「富士通は、統一感がない形でグ
ローバル市場へアプローチを行ってき
た。いまはこの改善に取り組んでいる。
目標とするグローバル化への道のりに
対しては、ほぼ半分に到達したところ」
と、クリストウ副社長は、改善に対する
進捗度を示す。「IBMやOracleのような
会社は、どの国でも同じサービスを提
供することができる。富士通はそれが
出来ていない。一貫した行動を取ると
いうよりも、むしろ一貫した価値・文化・
方針を共有しなければならない。国境
を越えて知識・経験を共有するトランス
ナショナルな組織体制を目指すことも

夢と現実へ 
のこだわり 

「人々の生活に技術が活用
され、それが意味のあるも
のになることに喜びを感じ
る」と石田副社長は切り出
す。「私は、数々の失敗を経
験しながら、約50～800人の
規模のプロジェクトを28件に
渡りリードしてきた。1つの
プロジェクトを軌道に乗せ
たらすぐに次のプロジェクト
に着手するというような感じ
だった。しかし、一度も完全
に満足したことがなく、いつ
ももっとうまく出来たのでは
ないだろうか」と振り返る。

富士通は技術者集団に支え
られた会社である。役員の
多くは技術者としてスタート
した。また、研修の一部とし
て、ものづくりへのこだわり
を教わる。富士通の技術者
は理論的に行動し、広い世
界に対して革新をもたらす
ための広い視野を持ってい
る。そして、彼らは、技術が
世界を良くする手段である
ことを知っている。夢と現実
へのこだわりが共生してい
る珍しい企業なのである。

お客様起点 

 今日、お客様の意見は信
用できないと思っている会
社が多い。技術の可能性
について知識がないお客様
に、ニーズや意見を聞いて
も意味がないと思っている
からだ。その結果、多くの会
社がお客様の声よりも優秀
な人材の確保を重視してき
た。一方で富士通は、古臭
いかもしれないが、お客様
起点の考え方を守り続けて
きた。今回の一連のインタビ
ューのなかで、富士通のす
べての役員が、お客様起点
の重要性について語ってい
たことからもそれが伺える。

勤続36年になる石田副社長
はシステムエンジニアとして
入社した初日の印象をこう語
る。「最初に担当したお客様
は大手銀行。富士通に入社
したのにまるで銀行員になっ
たような気分だった。今も昔

「"shaping tomorrow with 
you"は富士通がどういう会
社でありたいかという姿勢を
表したもの。すでに富士通
のDNAとして培われている」

も変わらず時間の半分はお
客様と共に過ごしている。」

お客様と共に 
成長する

クリストウ副社長は、「お客
様に単にITを提供するだけ
では、お客様と豊かな未来
を創造できない。お客様と、
自発的で、継続的な関係を
築くことが重要」だと語る。

お客様も変わり続けている。
富士通は、変わり続けるお客
様と共に成長することを重視
している。そして、単に売り上
げをあげるのが目的ではな
く、win-winの関係を築くこと
も重視している。お客様の成
功は富士通の成長につなが
る。「私たちは、日本のお客
様と共にビジネスを行い、成
長してきた実績がある。その
お客様がグローバル化する
につれて、富士通もグローバ
ルに成長することができる。
お客様がビジネスを拡大して
いくためには、一貫性のある
使い慣れたITシステムを利用
でき、均質なサポートを世界
中で受けられることが必要と
なる」と生貝副社長は語る。

TCソリューション事業本部
の山田昌彦本部長は、お客
様との関係を大切にしてき
たベテランの一人だ。「過去
にはコストと技術にフォーカ
スしなければならないと思っ
ていた時期もあったが、それ
は間違いだった。お客様との
関係のほうが、より重要だ」
と山田本部長は断言する。
多くの会社は受注を取ること
を優先するのだが、富士通
はお客様と誠実に関係を構
築し、共に成長することに重
きを置いているのである。

 多様な文化とグ 
ローバル化  

「グローバルにビジネスを展
開するなかで、どの分野が
グローバルに成功している
か。それを見極めることが
できれば、将来、どのビジネ
スが成長するのかを判断で
きる」と山本社長は読む。

 山本社長の考えは、クリス

トウ副社長の言葉にも鮮
明に表れている。「富士通
がグローバル化するには、
あと2年ほど必要だろう。そ
のためには、最適なタイミ
ングで、適切な決断が必要
になる。グローバル化でき
なければ、成長はおろか、
衰退せざるを得ない。」

かつてのグローバル企業
は、同一の製品、サービス、
そして文化を世界中に輸出し
ていた。1960年代、1970年代
の米国の成功モデルのほと
んどはこの形であった。1980
年代、1990年代においては、
グローバルな強みとローカ
ルな特性を融合することが
重視された。マクドナルドが
国に合わせてメニューを変え
ていたことがその証である。

 現在、インドから海外展開
している企業では、新たな
グローバル化を推進してい
る。それらの企業や富士通
に共通しているのは、ルー
ツを明確に持つ一方で、異
なるビジネスや文化を受け
入れる心の広さを兼ね備え
ている点である。富士通は、
日本に軸足を置くグローバ
ルICTカンパニーとして自身
を位置づける姿勢を明確に
している。つまり、日本にル
ーツを持ちながら、多様な
文化を取り入れるオープン
マインドを持ったグローバ
ル化への取り組みである。

 静かなる確信  

尊敬と謙虚の精神は、日本
文化に深く定着している。そ
して、日本の企業の根底に
流れている。激しい競争心は
日本の個性ではない。むし
ろ、共にチャレンジすることこ
そが重視されている。富士通
が取り組んでいる研究は、魅
力的なものであり、また技術
的には最先端のものだが、
それだけではなく、人々の生
活や社会を支えるために必
要な技術へと改善することが
大切にされている。この信念
は深く、かつ静かに富士通
の根底に流れているのだ。

競争でな 
く協働革新

 IT企業は新しいアイディア
の宝庫のなかにいる。しか
し、富士通はお客様と共創
することを重視している。こ
れはフィールド・イノベーシ
ョンというコンセプトによって
体現されており、他社とは
異なる富士通の特徴となっ
ている。富士通はお客様と
共に一体となって仕事を行
い、経営課題を「見える化」
することで価値を生み出す
ことに誇りを持っている。

同時に、富士通は最先端の
技術が重要だということも常
に認識している。東京郊外の
川崎市にある富士通テクノロ
ジーホールを訪問した。そこ
には数多くの興味深い製品、
サービス、技術が展示されて
いた。クラウド・コンピューテ
ィングから電子カルテシステ
ム、プラズマディスプレイ、ス
ーパーマーケットのPOSシス
テムなどである。富士通は、
幅広い製品を持つことで、ポ
ートフォリオのバランスを保
つことができ、複数の製品
に技術を展開し、新たな革
新を導き出すことができる。

経験の実り 

 富士通は経験豊富な人材
の集団である。彼らは会社、
およびお客様のことを深く
理解している。また、経営幹
部の多くは富士通で長年勤
務している。そして技術者
として、常に革新することを
心がけている。まるで、たと
え小さなことであっても、飛
躍的な革新を信じて求め続
ける「職人」のようである。
革新には終わりがない。
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著者について

STUArT CrAINer 
氏は本誌の編集者を務めてい
る。著書にはThe Management 
Century（邦訳「マネジメントの
世紀 1901～2000」）や、Key 
Management Ideas（邦訳「マ
ネジャーのための経営思想
ハンドブック」）などがある。.

DeS DeArLOve 
氏は英国オックスフォード大
学・サーイドビジネススクー
ル（Said Business School）の
フェローであり、Ie Business 
School（スペイン、マドリード
に本部を置くビジネススクー
ル）の非常勤講師を務めてい
る。Generation entrepreneur（
洋書）やThe Financial Times 
Handbook of Management（洋
書）を共同で執筆している。

必要だ。とはいえ、お客様に対しては、
その国ごとに個々に対応する必要もあ
る。そうした体制を実現するには小規
模なコア（本社機能）があれば十分だ
ろう。」お客様と一体となったグローバ
ル化を目指す一方で、富士通は日本
企業であることを大切にしている。「グ
ローバル企業としてビジネスを展開す
る場合にも日本に軸足を置く。これこそ
が富士通が日本発のグローバルICT
カンパニーだと言えるゆえん」だと、富
士通研究所の村野和雄会長は語る。

新しいビジネスモデル 

富士通が直面している2つ目の挑戦
は、ビジネスモデルの変革である。
大手ITプロバイダーの多くは、景気
の低迷、金融不安、ICT新時代の到
来といった市場変化の影響を受け
ている。それは富士通も例外ではな
い。2008年に始まったソリューションビ
ジネスの業績悪化は、会社全体に徹
底した経費削減を余儀なくさせた。

それは主要な事業の再編にも
つながっている。2009年にハード
ディスク事業を東芝に売却。米国
のLSI事業も、“fab-lite”と呼ばれ
る半導体製造設備を維持しなが
ら、新規製造設備を外部委託する
ビジネスモデルへと移行した。

さらに、今後も抜本的な構造改革が
予想されよう。しかし、その一方で最悪
の状態を抜け出したともいえるサインが
いくつかみられる。営業利益は2008年
度の687億円から、2009年度は943億円
へと増益を達成。さらに2010年度の営
業利益は1,850億円を見込んでいる。

会計上の改善は変革の第一歩であ
る。だが、富士通そのものが変わらな
くてはならない。ルーツはイノベーショ
ンにあり、変革はそこから生まれる。山
本社長の説明によると、「かつてのICT
は、限定した範囲で使われていたが、
クラウド・コンピューティングによって、そ
の役割を拡大するチャンスが出てきた。
農業分野での活用はそのひとつ。昔
は考えられなかったことが今は出来る
ようになっている。私たちはもっと未知
の領域に踏み出さなくてはならない。」

Shaping tomorrow with you

実際、富士通は未知の領域に足を踏み
入れはじめている。グローバル化すると
同時に、社会における役割が拡大しは
じめたICTにおいて、先駆者的役割を目
指す富士通の取り組みは、極めてチャ
レンジングである。だが、富士通は、お
客様起点という基本を忠実に実行すれ
ば、そのチャレンジングな目標が達成で

きると信じている。これが「with you」に
込められた想いだ。山本社長は社長就
任後3ヶ月間で100社以上のお客様を訪
問した。これは富士通がお客様起点を
重視していることの表れでもある。 
 佐川本部長はこう語る。「私たちは
他社よりも謙虚であり、ビジョナリーカン
パニーではなく、フォロアーだといえる。
成功には3つの道がある。ビジョナリー
カンパニーになるか、またはコストと戦う
か、あるいはお客様起点を貫くか。私た
ちは3番目の道を選択する。富士通はお
客様の課題を理解し、そのプロジェクト
をやり遂げることに力を入れていく。」た
だし、単にお客様のそばにいるのと、お
客様と豊かな未来を創造する（shaping 
tomorrow）のとは、同じ意味ではない。 
 共創（co-creation）という考え方は
CK Prahaladによって広がりをみせた。
これにより、多くの企業が、製品やサー
ビス開発について、お客様と話し合っ
ている。お客様と共に創ることは、お客
様にソリューションを提供することよりも
難しいのは明らかだ。そして、協働革新
（co-innovation）は共創を超えた概念と
なる。後者は無限の時間と忍耐を必要
とする。すべての欧米企業はそのどち
らでもない。今のところは、「絶対に信用
でき」、果てしないほどの根気強さを持
つ富士通は、協働革新 を行うことがで
きる地盤をしっかりと築きあげている会
社だといえる。これが、富士通が持つ一
番の財産である。 
 富士通の新たなビジネスモデルにお
いて、協働革新が重視されている。「協
働革新が出来るのは、富士通がもつ最
大の特徴」と佐川本部長は胸を張る。
「しかし、私たちは仕事のやり方、考え
方を変える必要がある。今まではお客
様が認識している課題の解決をサポー
トしてきたが、これからはお客様と共に
挑戦する必要がある。すなわちお客様
のニーズを聞くだけでなく、お客様と共
に革新できるようにならなくてはいけな
い。」 
 “shaping tomorrow with you"はお
客様への約束である。最後に、山本社
長に、10年後に富士通はどのような会
社になりたいのかを尋ねた。答えは今
までと同様に率直だった。「社会に貢献
し、お客様と共に豊かな未来を創造す
る。これが社員にとっても大変重要なメ
ッセージであり、そして、これがshaping 
tomorrowだ。」 
 新たなチャレンジへの明確な目標を
持ちながらも、富士通の信念は地に足
がついていて、現実的であることに変わ
りはない。富士通はどろくさい(down-to-
earth)。しかしそれは、確信に裏づけられ
たどろくささなのである 
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ビジネス・ストラテジー・レビューはビジネス分野において世

界をリードする思想家や実務家の記事を特集し、四半期ごと

に出版。グローバルビジネスについてさらなる理解を求める

人には必要不可欠である。ウェブサイトでは、メンバー向け

コンテンツやビジネスリーダーのインタビュー動画を見ること

ができます。（ウェブを閲覧するには追加料金が必要）

購読を希望される方は、ホームページ(www.london.edu/bst)にア

クセスしてください。（ロンドン・ビジネス・スクールの卒業生には特別割引価格で提供）

ワールドクラスな 
考察,  
ワールドクラスな 
出版
ロンドン・ビジネス・スクール
(London Business School)は、英
国ロンドンにある世界をリードする
ビジネススクールの一つであり、
グローバルビジネスの調査・研究
分野を代表する教授陣を有してい
る。政治・経済のリーダーおよび
マスメディアは、本ビジネススクー
ルにグローバルビジネスにおける
最新の洞察について尋ねている。 

この「ビジネス・ストラテジー・レビュー
(Business Strategy review)」は、本ビジ
ネススクールが四半期ごとに出版する
機関誌で、グローバル企業の実務家（
実務に携わる方、経営トップや現場の
方など）がグローバルビジネスを理解
し、成功するために必要な洞察につい
て主張・提言を行っている。 
 また、ビジネス分野における世界の
優れた思想家や実務家の記事を用いな
がら、最も優れた考え方や調査・研究を
本ビジネススクールから提供している。
各号には最新のビジネストレンドや考え
方、グローバルな事例やグローバルに
貢献している企業の紹介などを掲載し
ている。 
 ビジネス図書のベストセラーを数多
く執筆しているStuart Crainer氏が編集
しており、最近では世界的に著名なビ
ジネスリーダーへの独占インタビュー
記事と共に、Nirmalya Kumar氏、Costas 
Markides氏、Don Sull氏、Lynda Gratton
氏 が寄せた記事なども掲載している。

著者について

STUArT CrAINer 
氏は本誌の編集者を務めてい
る。著書にはThe Management 
Century（邦訳「マネジメントの
世紀 1901～2000」）や、Key 
Management Ideas（邦訳「マ
ネジャーのための経営思想
ハンドブック」）などがある。.

DeS DeArLOve 
氏は英国オックスフォード大
学・サーイドビジネススクー
ル（Said Business School）の
フェローであり、Ie Business 
School（スペイン、マドリード
に本部を置くビジネススクー
ル）の非常勤講師を務めてい
る。Generation entrepreneur（
洋書）やThe Financial Times 
Handbook of Management（洋
書）を共同で執筆している。
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