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CSR に対する考え方 
 

 

 

 

富士通は、1935 年に公共性の高いインフラの発展に先端
技術をもって貢献する会社として出発しました。以来、その
歩みを支えてきた歴代の経営層の思想や精神を「FUJITSU Way」
として凝縮・明文化し、富士通グループの経営の軸に据えて
います。 

富士通グループにとっての CSR は、この FUJITSU Way の実
践を通して様々な社会課題に対応し、持続可能なネットワー
ク社会の発展に貢献していくことです。 

 

富士通グループの理念・指針（FUJITSU Way） 
富士通は 2008 年 4 月 1 日に富士通グループの理念・指針

である FUJITSU Way を改定しました。FUJITSU Way は、富士通
グループが一層の経営革新とグローバルな事業展開を推進
していくうえで不可欠なグループ全体の求心力の基となる
理念、価値観および社員一人ひとりがどのように行動すべき
かの原理原則を示したものです。 

すべての富士通グループ社員は、FUJITSU Way を等しく共
有し、日々の活動において実践することで、グループとして
のベクトルを合わせ、さらなる企業価値の向上と国際社会・
地域社会への貢献を目指していきます。 

 

 
 

 

富士通グループでは、FUJITSU Way の確実な浸透を図るた
めに、各部門・会社ごとにその部門長・社長が FUJITSU Way

推進責任者を任命しています。 

FUJITSU Way 推進責任者は、経営層と協力して、全社員が
FUJITSU Way を共有するよう、各組織の特性に応じた浸透施
策を展開しています。活動にあたっては、各部門の方針や目
標と FUJITSU Way の関係を明確に示し、対話を図るなどして、
社員の気づきややりがいを喚起するように努めています。 

 
 

 

富士通グループでは、国内外の全社員に FUJITSU Way を記
載した携帯用のスモールカードおよび解説書を配布すると
共に、職場ではポスターを掲示しています。さらに FUJITSU 

Way に対する理解を深めるため、国内外の全グループ社員を
対象とした 16 の言語による e-Learning を実施しています。
2013 年度においても 1000 名を超える社員が受講し、これま
でに国内外のべ 1５万人が学習しています。（ 2014．3 月末
現在） 

また、イントラネット上では、山
本正已社長が FUJITSU Way に込める
想いを語る動画を配信し、本業を通
じた社会への貢献についてのメッ
セージも発信しています。 

さらに、集合研修でも FUJITSU 

Way に立ち返る機会を設けています。 

                         

  

FUJITSU Way の実践を通じて 

FUJITSU Way 浸透活動の展開 

FUJITSU Way ツールの拡充 

FUJITSU Way  
スモールカード 

FUJITSU Way  
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代表取締役副社長 
（グローバルコーポレート担当） 
藤田 正美 

CSR 基本方針および推進体制 
 

 

 

 

富士通グループの CSR は、FUJITSU Way の実践です。すべ
ての事業活動において、マルチステークホルダーの期待と要
請を踏まえ FUJITSU Way を実践することにより、地球と社会
の持続可能な発展に貢献します。CSR の実践にあたっては、
5 つの課題に重点的に取り組みます。 

これら課題への対応を通じて、グローバル ICT 企業として
責任ある経営を推進します。 

 

 

 

 

2010 年 12 月、富士通グループは「CSR 基本方針」を制定
し、その実践にあたって優先的に取り組むべき「5 つの重要
課題」を設定しました 

富士通グループは、この「CSR 基本方針」に基づいた「5

つの重要課題」に取り組んでいくことで、ステークホルダー
の皆様の様々な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に大きな貢献を果たす真のグロ 

ーバル ICT 企業を目指します。さらに、重要課題への取り組
みついては、中期・短期目標を設定し、PDCA サイクルの運
用を通じて着実に取り組みを前進させていきます。また、その 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗状況を社内外に開示、共有
しながら経営と一体となった
CSR 活動を展開していきます。 

重要課題の選定にあたっては、
社内の関連部門の責任者で構成
される CSR 推進委員会のもとに
設置された基本戦略ワーキング
グループで、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、外部の有
識者を招いたステークホルダーダイアログも開催し、富士通
への期待と要請について理解を深めました。 

 

（注）富士通グループのステークホルダー： 

富士通グループは、「お客様」「社員」「お取引先」「株主・投
資家」「国際社会・地域社会」をステークホルダーとしてい
ます。また、特に「政府」「NPO」「NGO」なども「国際社会・
地域社会」の中の重要なステークホルダーと考えています。 

 

 
5 つの重要課題 
CSR の実践にあたっては、下図の 5 つの課題に重点的に取

り組みます。これらの課題への対応を通じて、グローバル ICT

企業として責任ある経営を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CSR 基本方針 

経営と一体になった CSR 活動を推進するために 
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全社委員会 
富士通グループの CSR 活動の基軸となる FUJITSU Way の浸

透、定着を一層推進していくための「FUJITSU Way 推進委員
会」、また「リスク・コンプライアンス委員会」「環境経営委員
会」の 3 つの委員会を、経営会議直属として設置しています。 

 

 

 

CSR 推進委員会 
富士通グループの横断的な CSR マネジメント推進のため代表

取締役副社長（グローバルコーポレート担当）を委員長、CSR

推進部を事務局として「CSR 推進委員会」を設置し、KPI(主要評
価指標)の策定、情報発信、新たな社会貢献事例や持続可能な社
会とビジネスのあり方などについて定期的なレビューを行っ
ています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

社会・環境報告書 2013 講演会・説明会 
2013 年 9 月 25 日、「富士通

グループ 社会・環境報告書
2013」の発行に伴い、富士通
グループ社員および役員を含
む約 300 名に対し、グローバ
ルな CSR 経営をテーマにした
講演会ならびに CSR 浸透活動
の一環として報告書による説
明会を開催しました。 

講演会には、講師として国
連グローバル・コンパクト・
ボードメンバー（同ジャパン
議長）有馬利男様をお招きし、
「国連グローバル・コンパク
トと CSR 経営」と題して「CSR

の必要性と必然性」「CSR の浸透と発展」「CSR 経営のあり方」
などについてご講演いただきました。 

また、説明会では、できるだけ多くの社員に聴講してもら
うため、聴覚に障がいを持つ社員に対するパソコン要約筆記 

を実施したほか、遠方の社員には社内イントラネットを通じて 

  

CSR 推進体制 CSR 浸透活動 

国連グローバル・コンパクト・ 
ボードメンバー（同ジャパン議長）
有馬 利男様 

会場の様子 
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ライブ配信しました。説明会後の社員アンケートでは、「自社
の CSR の取り組みについて理解を深められた」など多数の意見
が寄せられました。 

 

世界の貧困撲滅キャンペーン「スタンド・アップ活動」 
国連が主導する「ミレニアム

開発目標(MDGs)」(注 1)に賛同
し、「スタンド・アップ」(注 2)

活動を開始しました。 

本活動は、世界貧困デー（10

月 17 日）の前後に、MDGs 達
成に賛意を示すために立ち上
がり、その写真を各国リーダ 

ーに届け政策強化を訴求するものです。これまでに世界で約
3 億 6,000 万人が参加しています。 

 

(注 1)ミレニアム開発目標(MDGs)： 

極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015 年までに達成すべき 8 つの目標、21 のター
ゲット、60 の指標を掲げる開発分野における国際社会共通の目標。 

(注 2)スタンド・アップ： 

世界の貧困解決を求める意志を示すために「立ち上がり」（STAND UP）、
「行動する」（TAKE ACTION）ことを呼びかける運動。 

 

 

世界人権デーに呼応した人権講演会 
12 月 10 日の世界人権デー(注 3)

に合わせて富士通の汐留本社にて、
「企業で働くことと人権」をテーマ
に講演会を開催し、約 100 名を超え
る社員が参加しました。 

財団法人アジア・太平洋人権情
報センター（ヒューライツ大阪）
所長の白石理様を講師としてお
招きし、日本と世界の人権に対す
る考え方の違い、グローバル企業
としての人権尊重責任など、国連
の「ビジネスと人権の指導原則(注

4)」を通じ、人権の視点から見た
企業のあり方について参加者一
人ひとりが理解を深めました。 

 
 (注 3)世界人権デー： 

1948 年 12 月 10 日の第 3 回国際連合総会において世界人権宣言が採択
されたことを記念し、1950 年の同総会にて毎年 12 月 10 日に記念行事
を行うことが決議された。 

(注 4) ビジネスと人権の指導原則： 

「ラギー・フレームワーク」と言われる「企業と人権」に関する国連の
枠組みを具体化するための「原則（Principles）」運動。 

国連グローバル・コンパクト 
 

富士通は 2009 年 12 月、国連が提唱する「グローバル・コ
ンパクト」への支持を表明しました。富士通グループは、グ
ローバル・コンパクトが掲げる 10 原則に基づき、グローバ
ルな視点から CSR 活動に積極的に取り組むことで、国際社会
の様々なステークホルダーからの要請に応えるとともに、真
のグローバル ICT 企業としての責任ある経営を推進し、持続
可能な社会づくりに貢献していきます。 

 
 

国連グローバル・コンパクトとは 
 

国連グローバル・コンパクトは、「人権」「労働基準」 

「環境」「腐敗防止」の 4 分野において、企業が 

遵守すべき 10 原則を示したものです。 

 

人権 

原則 1. 人権擁護の支持と尊重 

原則 2. 人権侵害への非加担 
 

労働 

原則 3. 組合結成と団体交渉権の実効化 

原則 4. 強制労働の排除 

原則 5. 児童労働の実効的な排除 

原則 6. 雇用と職業の差別撤廃 
 

環境 

原則 7. 環境問題の予防的アプローチ 

原則 8. 環境に対する責任のイニシアティブ 

原則 9. 環境にやさしい技術の開発と普及 

腐敗防止 

原則 10. 強要･賄賂等の腐敗防止の取組み 

 

2013 年 7 月 31 日時点 

 
 

「富士通グループ CSR 報告書（詳細版）」に記載の 2013

年度の CSR 活動と国連グローバル・コンパクトとの関連は
「富士通グループ 社会・環境報告書 GRI ガイドライン対照表」
をご参照ください。 

 
※2012 年度より当社の COP（Communication on Progress）は Advanced 

Level として提出しています。 

 

 

「STAND UP TAKE ACTION 2013」 
（世界の貧困撲滅キャンペーン） 
の様子 

アジア・太平洋人権情報センター 
（ヒューライツ大阪）所長 

白石 理様 

会場の様子 
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SRI（社会的責任投資） 
 

富士通は、以下の SRI に関する株価指標に組み入れられて
います。2013 年には、新たに設立された国連グローバル・
コンパクトストック・インデックスの構成銘柄に、優良企業
100 社のうちの 1 社(日本企業は 6 社)として組み入れされま
した。 

 
SRI に関する株価指標への組み入れ状況 

名称 設定会社名 
Dow Jones Sustainability Indexes 

(World, Asia Pacific) 
ダウ・ジョーンズ社（米国） 
SAM Group（スイス） 

FTSE4Good Index Series FTSE インターナショナル社 
（英国） 

oekom research oekom research 社 
（ドイツ） 

モーニングスター 
社会的責任投資株価指数 

モーニングスター株式会社 

Ethibel Sustainability 
Index(ESI) 
(Excellence Register) 

フォーラム・エティベル社 
（ベルギー） 
 

UN Global Compact 100 国連グローバル・コンパクト
100（米国） 

 
 

ISO26000 を活用した CSR 活動 
 

 

 

 

富士通グループの CSR 活動の取り組みは、2009 年 12 月、
国連グローバル・コンパクトへの参加に始まり、2012 年度
からは毎年、国内外のグループ会社に対して、社会的責任の
国際規格である IS026000 に基づいた CSR 調査を実施し、各
社の取り組み状況を確認しています。 

本調査の目的は、「リスク低減」と「価値創造」の 2 つの
取り組みをグループ全体に浸透させることです。まず、「リ
スク低減」については、サプライチェーンを含む「人権」「労
働慣行」などに内在する潜在リスクに対し、自社の企業価値
への負の影響を最小限に抑えるため、予防・是正プロセスを
整備します。また、「価値創造」については、グループのリ
ソースを最大限に活かしながら、地域社会の課題解決に貢献
し、グループ全体の価値創造につながる活動を促進します。 

 

ISO26000 推進プロジェクト体制図（事務局：CSR 推進部） 

ISO26000 
（7 つの 
中核主題） 

主管部門 

組織統治 FUJITSU Way 推進室 

総務・リスクマネジメント統括部 

海外ビジネスマネジメント本部 

人権 人事労政部 

労働慣行 人事労政部 

環境 環境本部 

公正な事業慣行 法務・コンプライアンス・知的財産本部 

海外ビジネスマネジメント本部 

購買本部 

消費者課題 品質保証本部 

コミュニティー

参画および発展 

総務・リスクマネジメント統括部 

CSR 推進部 

 
 

グローバルなCSRマネジメントの強化 
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グループ会社（122 社）に第 2 回調査と調査 
結果のフィードバックを実施 
 

第 2 回 CSR 調査となる 2013 年度は、昨年度に引き続き、
富士通グループ国内外関係会社 122 社（国内 78 社、海外 44

社）を対象に実施しました。 

今回の調査にあたっては、「設問シート」および「調査票
の集計・分析プロセス」の改善を図りました。まず、「設問
シート」では、グループ・ガバナンス強化に向けた取り組み
に関して、コンプライアンスを中心に「組織統治」「公正な
事業慣行」などの設問（グループ行動規範の浸透、贈収賄・
不正競争防止に関する取り組み等）を見直しました。また、
各グループ会社から回収された「設問シート」を活用し、個
社ごとに強み・弱みを分析するとともに、今後の課題を各グ
ループ会社にフィードバックしています。 

 
 

各グループ会社へのフィードバック・シートのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「調査票の集計・分析プロセス」では、各グループ会社か
ら回収した回答結果を、欧州委員会の「ICT セクターガイダ
ンス」などの国際規範に照らし合わせて、ICT 業界特有のデ
ジタル社会のリスクを含め、グループ内の「業態別（製造／
非製造）」に分析しました。このプロセス改善を通じて、業
態による特徴・傾向の把握が可能となり、グループのリスク
低減に向けた改善施策に活用しています。 

業態別の分析（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーダーチャート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横棒グラフ 

 

 

今後の展開 

今後の CSR マネジメントについては、2012 年度と 2013 年
度の調査結果から富士通グループの重要課題として抽出し
た「人権」「労働慣行」「公正な事業慣行」を、具体的かつ横
断的に実践していきます。 

実践にあたっては、サプライヤーを含めた人権課題に対し、
国際基準と整合のとれた方針や文書の作成・公開および予
防・是正プロセスの策定に取り組みます。特にサプライチェ
ーンに関しては、外部からの糾弾や法的なリスクなど取引先
に内在する潜在リスクを把握し、予防・是正するプロセスを
運用する仕組みを整備していく予定です。 

また、2014 年度より 100 社を超えるグループ会社の CSR

責任者で構成する「CSR グローバルコミュニティ」を立ち上
げ、CSR に関するグループ共通の課題や優良事例の共有、グ
ループ横断的な重要施策を議論するなど、グループガバナン
ス強化のための基盤として活用していきます。 

 
 


