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富士通グループは「ICTの力」を活用して、より安全で、豊かな、持続可能な社会「ヒューマンセントリック・イン
テリジェントソサエティ」の実現を目指しています。その実現のためには、様々な経営資本を組み合わせ、社
会的価値と経済的価値を創造していくことが不可欠です。富士通はお客様や投資家をはじめとする社会の多
くのステークホルダーと、より良い未来を共創するため、わかりやすく統合的な情報発信を進めていきたいと
考えます。ここではグローバルな経営を担うキーパーソンが、様々な取り組みについて語ります。

富士通グループは、2013年4月に当社が目指す「ヒューマ
ンセントリック・インテリジェントソサエティ」の実現に向けた
技術とサービスのコンセプトや、具体的な商品ポートフォリ
オを体系化して紹介した「Fujitsu Technology and Service 
Vision（FT&SV）」を発表しました。本年4月に改版・発行した
2014年度版では、新たなイノベーションへのアプローチと
して「人・情報・インフラ」の3つの経営資源を融合することに
よって新たな価値を創出する「ヒューマンセントリック・イノ
ベーション」を提案しました。富士通は、このFT&SVをグロー
バルな企業活動の起点と位置づけ、研究開発の推進や営業・
生産体制の強化など、グローバルな実行体制・リソースの強
化をグループ一体となって進めていきます。

富士通は、中期経営計画の柱の1つに「グローバルでの
ビジネス領域の拡大」を掲げ、今後グローバルに、人材開
発、拠点の整備・拡充、Ｍ＆Ａなどを強化していくことを表明
しました。

2014年度第一四半期から、富士通では連結財務報告に
ついて、国際会計基準（以下、IFRS）を任意適用し、グローバ
ルスダンダードに即した情報開示を行います。IFRSにより、
国内外で一貫した経営管理の実現を目指しています。近年、
企業には「財務情報」のみならず、環境対応や社会との関わ
りなど、中長期的な観点から企業の成長性を測る「非財務情
報」の開示がグローバルに求められてきています。富士通も
こうした動向に対応して、投資家をはじめとするステークホ
ルダーの皆様への適切な情報開示を検討していきます。

富士通グループは、2014年4月から、グローバル事業の
強化に向けて社長直轄の5リージョン体制を構築し、地域ご
とのマーケット戦略の深耕や連携に関わる意思決定の迅速
化を進めています。富士通はこれら事業戦略やビジョンを
実現していく「人材戦略」を策定するために、専務以上が参
加する「全社人材戦略委員会」においてグローバル人材や
教育プログラムのあり方などをテーマに討議しています。
今後は、世界の人材の適材適所を実現するために、人事

処遇制度のベースを統一する「グローバル人事基盤」の構
築にも取り組んでいます。また、ダイバーシティを推進し
て、多様な人材が、国籍、性別、年齢、障がいの有無、価値観
にかかわらず、活躍できる環境を整えています。

　創業以来、「自然と共生するものづくり」を追求してきた富
士通グループは、地球環境保全を経営の最重要課題の1つ
と位置付けています。ICTを賢く活用することは、資源やエネ
ルギーをより効率的に使うことを可能にし、温室効果ガスの
削減に貢献できることから、ICTの利活用を社会全体に広げ
ていくと共に、エネルギー効率にすぐれた製品の開発・提供
にも力を入れ、お客様・社会への貢献を拡大していきます。
　また、これまでも取り組んできた自らの環境負荷低減はコ
ストダウンにもつながるので、今後のクラウドビジネスの伸
長で環境負荷や運用コストが大きくなるデータセンターに
も対象を広げて、活動を推し進めています。「社会の環境負
荷低減」と「自らの環境負荷低減」を両輪とする第７期環境行
動計画を2015年に向けて推進していきます。

環境本部グリーン戦略統括部

山口 泰弘 統括部長

環境

「温室効果ガス排出削減」を事業を通じてお客様・社会に広げて
いくことを最重要課題に、環境行動計画を推進しています。

～様々な経営資本の活用について6人のKey personが語る

グローバルデータセンター
グローバルデリバリーセンター

（2014年7月現在）

グローバルマーケティング本部　
ポートフォリオ戦略統括部

高重 吉邦 統括部長

テクノロジー&サービスビジョン
「人間中心のICT社会」を支える技術と商品、サービスの
コンセプトを明示して、企業活動の起点としています。

財務経理本部副本部長

湯浅 一生 常務理事

財務会計

IFRSの適用により、グローバルスタンダードに合わせた
情報開示に取り組みます。

人事本部

林 博司 本部長

人材

ビジョン実現に向けた「人材戦略」を立案すると共に
「グローバル人事基盤」の構築を開始しています。
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詳細はhttp://pr.fujitsu.com/jp/ir/annual/ 詳細はhttp://jp.fujitsu.com/about/eco/

詳細はhttp://jp.fujitsu.com/vision/ 詳細はhttp://jp.fujitsu.com/about/csr/employees/education/
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富士通は世界で100カ所以上のデータセ
ンター、188カ国をカバーするオンサイト
サービス、31言語に対応したサービスデス
クを通じてグローバルな事業を展開するお
客様をサポートしています。

グローバルな事業基盤
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詳細はhttp://jp.fujitsu.com/group/labs/

詳細はhttp://jp.fujitsu.com/about/csr/management/security/reports/2014.html

先行研究テーマ領域

富士通クラウドCERTの活動

富士通研究所の体制
4つのイノベーション領域

富士通グループ
イノベーションへのアプローチ

情報セキュリティ運用
脆弱性診断／
モニタリング

24時間365日運用

緊急対応
事象の識別・解決
被害局所化を
迅速に実施

情報セキュリティ
マネジメント

富士通クラウドサービス

適切にマネジメントした
情報セキュリティガバナンス

を実践

外部団体連携
外部団体との連携により、
高度化／複雑化する
セキュリティ攻撃に
対して対処

富士通クラウドCERT

基本方針 項目
全グループ横断的な
CSR活動の推進

ビジョンに基づく
PDCA推進

ICTによる
新たな価値の提供

ICTによる
信頼と安心の確保

社会への貢献

個人の活躍支援

ワークライフバランスの
促進

「真のグローバル
ICTカンパニー」を支える
人材の育成

ステークホルダー・
コミュニケーション

ステークホルダーとの
コラボレーション

社会との共生

組織風土の改革

自らの事業活動

社内浸透

CSR基本
マネジメント

重要課題

1
ICTによる
機会と安心の提供

P.23

重要課題

2
地球環境保全への
対応

P.25

重要課題

3
多様性の受容

P.27

重要課題

5
ステークホルダーとの
対話と協力

P.29

重要課題

4
地球と社会に貢献する
人材の育成

P.27

中期目標（2020年度）
●富士通グループ横断的にCSRマネジメントプロセスが確立されており、さ
らにバリューチェーンを含めた範囲でグローバルスタンダードに沿った
CSR活動を実施している。

●CSR活動の中期・短期目標が富士通グループ全体で設定・共有され、実
施、評価サイクル（PDCA）を回し、継続的な活動の向上を行っている。

●世界最先端のコンピューティングにより、未来をシミュレートし、気候変動
や資源不足、災害など、様々な難問の解決に貢献している。また、都市、
食、医療、教育などに関わる様々な課題について、ICTを活用したソリュー
ションをグローバルに展開している。

●世界の一人でも多くの人々が、ICTの活用により自己の可能性を追求で
きるよう、サイバー社会の扉を開く、誰もがわかりやすく使いやすい端
末・インターフェースの提供や、開発途上国へのICTの導入を支えるシス
テムを提供している。

●経済・社会活動を支えるインフラであるICTシステムを安定的に運用す
ることで、信頼と安心を確保している。また、ICTソリューションの提供を
通じて、個人情報や企業機密を守る高度なセキュリティ環境を実現して
いる。

●テクノロジーおよびソリューションの提供により、2020年に国内で年間
3,000万トンのCO2排出量削減、世界全体の温室効果ガス排出量の削減
に貢献している。

●「ビジネスと生物多様性イニシアチブ」のリーダーシップ宣言において
掲げられたすべての項目を推進し、具体的な取り組みを行っている。

●社員一人ひとりが互いを認め、それぞれが持つ付加価値を最大限に発
揮し、組織に貢献している。

●社員一人ひとりがワークライフバランスを実現し、社会と共存共栄して
いる。 

●事業戦略の遂行と社会的価値の創造を両立させることができるグロー
バルなビジネスリーダーを育成することで、社会の発展に貢献している。

●社員一人ひとりが企業理念を理解し、理念に基づいて行動することによ
り、社会に対して新たな価値を創出している。

●マルチステークホルダーとの双方向かつ継続的なコミュニケーションを
通じて、信頼関係が醸成されている。

●社会が必要とする価値を提供するにあたり、富士通グループ全社員がス
テークホルダーとの最適なコラボレーションを実践している。

●社員の多くが、自社の強みを活かした社会貢献活動に参加している。

●人権啓発やダイバーシティ推進の取り組みを通して、誰もが働きやす
い職場となっている。

●多様な視点から自由闊達に議論し、社内外において新たな知恵や技術
を創出し続ける組織風土が醸成されている。

●富士通グループの各事業領域（ソフトサービス、ハードウェア製品、電子
デバイスなど）における総合エネルギー効率が世界トップレベルとなって
いる。

●富士通グループ全社員が、経済、環境、社会の側面を総合的に捉え、自
律的にCSR活動を推進している。

ユビキタスイノベーション

コネクテッド・
インフラストラクチャー

クリエイティブ・
インテリジェンス

ヒューマン・
エンパワーメント

人、情報、インフラをつなぐ
フロント技術の開発とサービスの創出

ソーシャルイノベーション
情報・データの利活用により
ソーシャルビジネスを拡大

ICTイノベーション
新たな価値をもたらす、
新規統合ＩＣＴプラットフォームを開発

ものづくりイノベーション
テクノロジーバリューチェーンに
欠かせないハードウェア・
ソフトウェア技術を開発

共通な基盤

ICTへのアクセス拡大

富士通グループは、5つの重要課題に沿ったCSR活動を推進
しています。重要課題の選定にあたっては、GRIガイドラインな
ど国際的に認められたCSRの規範やグローバルな社会課題を
考慮しつつ、富士通が優先的に取り組むべき事項について議論
を重ねました。

また、5つの重要課題についてそれぞれ中期・短期目標を設
定し、PDCAサイクルを運用することで着実に取り組みを前進さ
せています。こうした取り組みを通じて、ステークホルダーの皆
様の要請や期待に一層力強く応えていくと共に、地球と社会の
持続的な発展への貢献を目指しています。

富士通が掲げるビジョン「ヒューマンセントリック･インテリ
ジェントソサエティ」の実現に向けて、富士通研究所はICTに
よる人の判断や行動の支援（ヒューマン・エンパワーメント）、
情報の利活用による知識の創造（クリエイティブ・インテリ
ジェンス）、人・モノ・社会インフラをつないで最適化（コネク
テッド・インフラストラクチャー）の3つのアプローチで研究開
発に取り組んでいきます。それらを支える共通な基盤を加え
た4つのイノベーション領域ごとに研究開発ロードマップを
策定し、国内外の大学・研究機関とのオープンイノベーション
を推進活用しながら、事業化や標準化などでの活用を見据
えて研究成果を蓄積し、技術優位性の確保に努めていきます。

ハイパーコネクテッドワールドは、ビジネスや社会を変え
る機会を生み出すと同時に、サイバー攻撃の脅威や個人の
プライバシーが漏えいするおそれも増加させます。富士通
は、快適で安心なネットワーク社会の実現に向けて、ICTを支
える情報セキュリティに注力しています。その代表的な取り
組みが、お客様の大切な資産を扱うクラウドサービスをセ
キュリティ事故から守るために設立したクラウド専門のセ
キュリティチーム、「富士通クラウドCERT（注）」です。同チーム
は、米カーネギーメロン大学によって公式にCERTの名称使
用を許諾された、世界で最初のクラウドCERT組織です。
2014年1月には「セキュリティイニシアティブセンター」を新
設、お客様の中長期的セキュリティ戦略の立案と具体的な対
策実施に向けた支援をワンストップで実施しています。富士
通は、今後も組織面と技術面の両面から高度なセキュリティ
を維持し続けるICT環境を実現していきます。

（注）CERT： Computer Emergency Response Teamの略で、コンピュータ環境で発生する緊急事態
に迅速かつ的確に対応するための専門チームを意味します。

～様々な経営資本の活用について6人のKey personが語る

富士通研究所R&D戦略本部

加藤 雅之 本部長

研究開発

ビジョン実現に向けた4つのイノベーション領域ごとに
ロードマップを策定して研究開発に取り組んでいます。

セキュリティテクノロジーセンター

奥原 雅之 センター長

情報セキュリティ

安全性・信頼性の高いクラウドを実現するために
専門のセキュリティチームを組織化しています。

5つの重要課題とCSR活動の中期目標
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