
重要課題5

富士通グループでは、良き企業市民としてお客様、株主･投

資家、取引先・パートナー、地域社会などのステークホルダーの

皆様との確かな信頼関係を築くため、それぞれに応じたコミュ

ニケーション方法の整備を進めて対話の機会を設けています。

また、CSR活動基盤の強化に向けて、富士通グループが取り

組むべき課題に応じて社外の有識者との対話を行うことで、ス

テークホルダーからの多様な期待と要請を理解して、CSR活動

と企業活動に反映しています。

●アンケートでいただいたご意見の分析結
果を踏まえたCSR活動の実施。

●近隣地区の発展へ向けた、地域住民・企
業とのダイアログの継続的実施。

●「社会・環境報告書」に関するアンケート
を実施し、消費者、株主様などからのご
意見（78件）を把握、分析。
●コミュニティーとのダイアログとして以
下を実施
●主要拠点設置地域において、近隣住民と
の定期的なダイアログを実施（82回）。

●複数の自治体首長等との継続的なダ
イログ実施。

●富士通の知的財産とテクノロジー活用
に向けたコミュニティーとのダイアロ
グ実施。

●「CSR報告書」を通したコミュニケーション
に対する様々なステークホルダーからのご
意見を、実際の企業活動へと落とし込む。

●近隣地区の発展へ向けた、地域住民・企業
とのダイアログの継続的実施。

●本業を通じた、NGO、NPO、国際機関など
多様なステークホルダーとの関係構築
と社会課題解決の拡充。
●多様なステークホルダーからのご意見
の企業活動への反映による、社会との持
続可能な共生。

●NGOと共同開発したタブレットPCを活用
する「エコロジカル・フットプリント（注）」
啓発コンテンツの開発と普及促進。

●本業を通じた、自治体、NGO、国際機関など
多様なステークホルダーとの関係構築と
社会課題解決のさらなる拡充。

●社内表彰制度を活用した社会貢献活動
の促進。

●社会貢献プログラムとして、下記を実施。
●富士通グループの強みを活かした次世
代人材育成プログラムの策定。

●社内データベースを活用した地域社会
貢献活動の改善と促進。

●ボランティア活動の活性化に向けた制
度の拡充。

●総務部門内に社会貢献活動表彰制度
を設置。

●社会貢献プログラムに関して下記を実施。
●ICTを活用したイノベーション・コラボ
レーション教育を策定し、トライアル授
業を実施。

●地域社会貢献活動に関する社内データ
ベース活用。
・2013年度登録件数：約950件（参加
グループ会社ごとに集計）
・社会貢献活動のマニュアル共有ス
キームの構築。

●グループ会社を含む地域横断のワー
キンググループにて、活動活性化施策
として表彰基準を策定。

●社内表彰制度を活用した社会貢献活動の
ベストプラクティス共有と活動浸透による
活性化。

●社会貢献プログラムに関して下記を実施。
●富士通グループの強みを生かした次世
代人材育成プログラムの実施。

●グローバルな地域社会貢献活動拡充に
向けた、情報共有機能の強化。

●ボランティア活動の活性化に向けた制度
の拡充。

富士通グループは、豊かで夢のある未来の実現に向けて、ICTを活用してお客様・地域社会・世界の人々と

新たな価値や知恵を共創し、地球と社会の持続可能な発展に貢献したいと考えています。

社会貢献活動においては、「ICTの裾野の拡大」「挑戦の支援」「地域との共生」「環境」の4つを柱に、多種

多様なステークホルダーと連携し、グループ全社員が積極的に参加して活動を展開しています。

（注）エコロジカル・フットプリント：
私たちの生活がどれだけ地球環境に負荷を与えているかを表す指標。現在、地球1.5個分の資源が必要とされるまで、負荷が大きくなっている。

達成度の基準： 　当初の計画を達成　　当初の計画の一部が未達成で一部に課題が残る　

▼

当初の計画を達成できていない

2013年度の目標 達成度2013年度の実績 2014年度の目標

ステークホルダーとの対話と協力

CSR活動の目標と実績

ステーク
ホルダー・
コミュニケー
ション

社会との
共生

ステーク
ホルダーとの
コラボレー
ション

社会貢献活動

社会貢献活動の詳細はhttp://jp.fujitsu.com/about/csr/community/をご参照ください。
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新日本有限責任監査法人
統合報告推進室長
市村 清 様

川崎市市長
福田 紀彦 様

シンクタンク
ソフィアバンク代表
藤沢 久美 様

トヨタ自動車（株）顧問
渡邉 浩之 様

コモンズ投信（株）
取締役会長
渋澤 健 様

ソニーコンピュータサイエンス
研究所 代表取締役社長
北野 宏明 様

経済産業省
ものづくり政策審議室長
平塚 敦之 様

川崎市市長
福田 紀彦 様

シンクタンク
ソフィアバンク代表
藤沢 久美 様

トヨタ自動車（株）顧問
渡邉 浩之 様

1960～70年代の環境汚染や公害問題を
解決するために、川崎市では企業と共に環
境技術を磨き解決してきました。富士通に
は、包括協定をベースにICTを活用して持続
可能な新しい「川崎モデル」を一緒に作っ
てほしいと考えます。そして、世界の都市に
もノウハウを展開し、世界の人々の幸せに
貢献していきます。

経営者がサステナビリティについて語るこ
とは必然です。その実現に向けて、企業内
外が連携し、各所の声を汲み取りながら柔
軟に対応できる企業統治体制をつくり、長
期投資可能な経営を実践していただきた
い。トップダウンと現場目線の両方が重要
ですので、大きな課題に川崎市と富士通が
具体的に取り組むことにも期待します。

持続可能な発展にはイノベーションの実践
が求められます。例えば自動車産業では、
自動運転で事故をゼロにするなどの大きな
価値創造が必要でしょう。富士通と連携し
て、2020年にバンコクの渋滞を解消する実
証実験に着手しました。持続的な経営に必
要なことは、チャレンジを推奨し失敗を許す
ことだと考えます。

代表取締役社長
山本 正已

代表取締役副社長
藤田 正美

取締役執行役員専務
浦川 親章

企業経営にとって「持続的」というのは最
重要テーマです。ICTは、エネルギーや食糧
などの世界的な問題を解決する潜在力を
有しています。本日のご指摘を踏まえ、富
士通のCSRとしては「The Power of ICT for 
sustainability and beyond」というテーマ
を掲げて、持続可能な社会づくりを進めて
いきます。

企業が事業を通じて社会に貢献するには
様々な方法がありますが、最適解が初めか
ら得られるわけではありません。いろいろ
な方のご意見をうかがって多くの施策を実
施し、上手くいかないものは早く切り上げ
てより良いものを残すような、これまでとは
違った形でのイノベーションの創造が重要
と感じました。

社会の皆様とイノベーションを共創するこ
とは重要であり、経営者として、事業活動は
もちろんだが、社員のボランティアのよう
な社会とのつながりを奨励・応援すること
も重要と考えます。グローバル企業として、
より広い社会的価値を見据えなければサ
ステナビリティの実現は難しいからです。

※出席者の所属・肩書きはダイアログを開催した当時のものです。

ステークホルダーダイアログの開催

第3回ダイアログを終えて

第1回、第2回ダイアログの詳細はhttp://jp.fujitsu.com/about/csr/society/dialog/をご参照ください。

ダイアログにご参加いただいた皆様

有識者の方々からのメッセージ 富士通側出席者のメッセージ

第1回  統合的に考える 第2回  長期的に考える 第3回  持続可能な社会
財務・非財務情報の開示について 長期のビジネスモデルについて 企業が継続的に繁栄し続けるには
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ステークホルダーダイアログ 
 
 

 

 

富士通グループでは、様々なステークホルダーからの意見を
経営に活かすため、定期的に外部有識者と社内幹部による
ダイアログを開催しています。2013 年度は、外部とのコミュニ
ケーションのあり方について意見交換を行いました。 

 

 

 

 

有識者： 

新日本有限責任監査法人 統合報告推進室長 市村 清様 

コモンズ投信株式会社  取締役会長 渋澤 健 様  

富士通： 

藤田副社長 

松本執行役員（兼統合マーケティング本部長） 

環境本部 竹野本部長 

財務部 湯浅統括部長 

政策渉外室 河野室長 

※出席者の所属・肩書きはダイアログを開催した当時のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋澤：私は長期視点での投資を行っているが、「企業 30 年説」は
正しくは「事業 30 年説」だと考えている。事業環境が変化
する中、企業が継続するためには進化し続ける必要がある。
財務情報が示すのは過去の “成果 ”であり、環境・社会・
ガバナンスなどの非財務情報には、企業にとって将来の
“進化の可能性”が含まれている。 

 

市村：統合報告においては、財務・非財務情報を一体的に
捉え「戦略・ガバナンス・実績・見通し」をキーワードに長期的
な企業の価値創造能力について簡潔に報告することが求めら
れる。これは企業の重要な情報を集約した「企業戦略報告書」
とも言うことができる。先日、IIRC（国際統合報告委員会）(注

1)から統合報告の枠フレームワークが公表されており、グロ
ーバル企業の対応が注目されている。 

 

松本：これまで富士通の商品群や技術についてのコミュニケ
ーションは体系立てられていなかったが、昨年、当社がお客様
に届けたい価値を、FT＆SV(注 2)としてまとめた。様々な
ステークホルダーの方々と対話しフィードバックを頂いて
おり、それらを踏まえてよりわかりやすい富士通の Value

Proposition(価値訴求)ができるよう改版していきたい。 

 

渋澤：ICT について、アナログからデジタルへの進化は情報
伝達の効率化だった。そしてさらにその先の進化は、アナログ
との融合ではないかと思う。なぜなら最後のラストワンマイル
ならぬラストワンタッチは人間につながる部分だから。御社の
言う Human Centric の狙いもまさにそこにあるのではないか。 

 

竹野：環境分野では、100 年という長期視点での持続可能性を
議論しているが、そのためには事業を通じた価値創造により
貢献することが重要だと考えている。また、社会・環境報告書を
担当しているが、報告書を作成するだけでなく、社員一人
ひとりが環境やサステナビリティについてお客様に語れる
ようにすることを目指している。 

 

市村：統合報告において大事なのは、事業部やコーポレートを
含めた全社の組織が統合されており、戦略を実行できる
ガバナンスになっているかどうかである。その意味で、もっ
とも長期的なステークホルダーである従業員に、企業のビジ
ョンや戦略を理解してもらうツールとしても重要だ。 

 

湯浅：報告書において、取り組んでいる内容を記述するため
には、まずはきちんと実践することが大切だ。働き方の意識
を変えて、特に女性にもっと活躍してもらうことや財務関連
業務のシステム化など、積極的に取り組み変えていく必要が
あると感じる。 

 

河野：富士通は現時点の市場の捉え方をベースに組織を
セグメント化しているが、10 年後は市場の捉え方自体が
変わるだろう。統合報告に向けたシナリオ検討の意義は、
10 年後の社会のあり方からビジネスや組織のあり方を考える
ことにあるのではないか。 

 

藤田：社内の人材戦略の検討では、現状をベースにした議論に
なりがちだが、本来は将来のあるべき姿をベースとして考える
ことが必要であると思う。その場合は、社外から有識者を
集めてアドバイザリーボードのような形で議論できると良い

第 1 回ダイアログ「統合的に考える」 

外部有識者との対話を経営に活かす 

コモンズ投信（株）
取締役会長 
渋澤 健 様 

新日本有限責任監査法人 
統合報告推進室長 
市村 清 様 
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代表取締役社長
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50 品質への取り

有識者： 

ソニーコンピュータサイエンス
代表取締役社長 
経済産業省 ものづくり

富士通： 

藤田副社長 

花田執行役員常務
合田執行役員 

ソーシャルイノベーション
ものづくりビジネスセンター
政策渉外室 河野室長

出席者の所属・肩書

藤田：富士通では
ことを CSR の中核的

える」をテーマに

花田：我が国の
Japan」への回帰を
注目されるよう、
いきたい。 

永嶋：当社ではその
組織し、150 人体制
ものづくり支援サービスを

合田：ヘルスケア
見据えて「未来医療開発

イフレコードを
つもりだ。 

北野：ソニーCSL

第 2 回ダイアログ

ソニーコンピュータ
サイエンス研究所 
代表取締役社長 
北野 宏明 様 
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とともに 

り組み 

ソニーコンピュータサイエンス
 北野 宏明 氏

ものづくり政策審議室長

花田執行役員常務 

ソーシャルイノベーション研究所
ものづくりビジネスセンター 

河野室長 

肩書きはダイアログを

では「ICT の力で
中核的なメッセージとしており

をテーマにいろいろとご

の産業構造を長
を視野に入れる

、お客様の価値向上

ではその具体的活動として
人体制で中小企業向

サービスを提供中

ヘルスケア分野では 2020

未来医療開発センター
イフレコードを起点とした健康社会

CSL では、応用可能

ダイアログ「長期的

ソニーコンピュータ
 

 

経済産業省
ものづくり
政策審議室長
平塚 敦之 
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53 お取引先とともに

55 株主・投資家

57 社会貢献活動

ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニー
氏 

政策審議室長 平塚 

研究所 原所長 

 永嶋センター長

きはダイアログを開催した当時

で持続可能な社会
なメッセージとしており、本日

とご意見を伺いたい

長い目で考えると
るべき。日本が

価値向上のために

として「ものづくり
中小企業向けの製造受託

提供中である。 

2020-2030 年の
センター」を設立した。

健康社会のあり方

応用可能な基礎研究により

長期的に考える

経済産業省 
ものづくり 
政策審議室長 

 様 
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とともに 

投資家とともに 

社会貢献活動 

ソニーCSL) 

 敦之 氏 

長 

当時のものです。 

社会を実現する」
本日は「長期的に

いたい。 

えると「Made in

が再び世界から
のために ICT を活用して

ものづくり革新隊」を
製造受託を含め、

の情報化社会を
。今後は個人の
方を示していく

により、人類・

える」 
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社会・ソニーの
集めて研究させている
人のための研究
根源的な問いかけを
 

原：富士通研究所
（環境、社会インフラ
ソーシャルイノベーション
課題を解決するには
鍵となる。 

 

河野：安倍政権
した政策パッケージが
動向も意識をして
いかなければならない
 

平塚：一般に欧米人
のが得意で、業界
決めてしまう。
努力を伴わなければ
などの活用までをスコープに
 

花田：あるお客様
ほしい」と言われたが
自動車は移動手段
無理でも 10～20

 

藤田：経営においては
続ける課題と、
取ることが重要
高めるために
 

北野：当社の研究者
彼らを引き留
掛かっている。
うまく取ることが
 

平塚：例えばダイバーシティは
ではない。長期的
どうシステマイズし
ひとつとっても
置くか、多くの
区分と能力評価
プレイヤーとして
高めるダイバーシティを
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ステークホルダーとの

・ソニーの事業への貢献
させている。テーマを
研究か」「500 年後
いかけを行っている

富士通研究所では、IC

インフラなど）への
ソーシャルイノベーション研究所

するには基礎研究

安倍政権になってから
パッケージができてきており

をして長期的視点
いかなければならない時代だ

欧米人は日本人
業界レベルでも
。ビジョンは描

わなければ絵に描いた
までをスコープに

客様から「100 年後
われたが、将来を

移動手段から居住空間
20 年先を考えてビジネス

においては、技術革新
、人材育成のような

重要。人材についてお
に心がけていることはあるか

研究者は各分野
留め得るか否かは
。彼らの人生成功

ることが重要だ。 

えばダイバーシティは
長期的な企業価値向上

どうシステマイズし、投資家
つとっても、チームプレーと

くの企業が苦労
能力評価がはっきりしている

プレイヤーとして優秀な人材
めるダイバーシティを実現
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ステークホルダーとの対話と協力 

貢献するためクレイジーな
テーマを選ぶポイントは
年後に歴史に残る研究

っている。 

CT を活用した長期的
への対応を研究
研究所を設立した

基礎研究とビジネスを

になってから 2020 年や 2030

てきており、富士通
長期的視点で経営やビジネスを

だ。 

日本人に比べ、長期
レベルでも、いつの間にか

描くだけでは駄目
いた餅で終わる。

までをスコープに含むべき。 

年後の我が社の
を予測することは

居住空間が重要となった
えてビジネス戦略を

技術革新のような
のような長期に捉える

についてお伺いするが、
がけていることはあるか？

各分野で世界トップ
かは、社長としての

人生成功と、ソニーの
 

えばダイバーシティは、社会的な
企業価値向上の基礎。

投資家に説明していくか
チームプレーと個人プレーのどちらに

苦労している。米国
がはっきりしている。マネジメントをする

人材を分けて考える
実現するためには、

するためクレイジーな人間
ぶポイントは「世のため

研究か？」など

長期的な社会課
研究するため、昨年

した。継続的に社会
とビジネスを結び付けることが

2030 年をターゲットと
富士通としても政策

やビジネスを考え

長期のビジョンを描
にか世界標準として

駄目で、実現に向けた
。標準化や規制環境
 

の製品計画を考えて
することは難しい。例えば

となった。100 年
を考えていきたい

のような短期に結果を出
える課題のバランスを

、研究者の忠誠心
？ 

トップ 3 のレベルばかり
としての私の見識

ソニーの成功のバランスを

な義務と捉えるべき
。チャンス。それを

していくか。評価のあり
プレーのどちらに重点

米国などでは、職
マネジメントをする人材

える。真に経営威力
、若い人や外国人

人間を
のため

などで、

社会課題
昨年、

社会
けることが

をターゲットと
政策
えて

描く
として

けた
規制環境

えて
えば、

年は
えていきたい。 

出し
のバランスを

忠誠心を

のレベルばかり。
見識に

のバランスを

えるべき
それを

のあり方
重点を

職務
人材と、

経営威力を
外国人を

登用
評価
 

藤田
相容
でなく
いくことが
 

平塚
している
スタンダードではない
「長期経営計画
経済価値
描いたうえで
また
これを
できるようになれば
 

北野
JICA

サッカー・ワールドカップのパブリックビューイング
きっかけ
機会
 

【第二回総括
藤田
ビジョンを
しまし
作成
思います
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第

45 ステークホルダーダイアログ

48 お客様とともに

50 品質への取り

登用するような環境
評価、報酬体系も

藤田：経営や社会的責任
相容れない部分がある
でなく、技術や人材戦略
いくことが重要と

平塚：そのとおり
している。欧州には
スタンダードではない

長期経営計画」
経済価値を考慮に

いたうえで、プライオリティ
また、有価証券報告
これを意識し、また
できるようになれば

北野：ガーナや沖縄
JICA や国連開発計画
サッカー・ワールドカップのパブリックビューイング
きっかけ。長期視点
機会を発掘できた

第二回総括】 

藤田：議論を通じて
ビジョンを提示し

ました。頂いたご
作成やグローバルな

います。 

第 2 回ステークホルダーダイアログの

ステークホルダーダイアログ 

とともに 

り組み 

環境も時間をかけて
も含めた体系的な

社会的責任を長期で
がある。長期保有

人材戦略も含めた
と考える。 

そのとおり。四半期会計制度
には原則存在しない

スタンダードではない。CSR は長期視点
」と言うべきもの
に入れ、将来のシナリオやビジョン

プライオリティ、達成
有価証券報告、中期系計画等

また、この取り組
できるようになれば、投資家への

沖縄で電化プロジェクトを
国連開発計画と連携し

サッカー・ワールドカップのパブリックビューイング
長期視点で途上国の課題
できた好事例である

 

じて、幅広いステークホルダーに
し説明責任を果

いたご意見を参考
やグローバルな人事施策

ステークホルダーダイアログの

53 お取引先とともに

55 株主・投資家

57 社会貢献活動

をかけて作っていくべき
な対応が前提として

で考えることは、
長期保有の株主には、

めた財務以外の情報

四半期会計制度は企業の短期志向
しない制度でもあり

長期視点の取り
うべきもの。その説明責任

のシナリオやビジョン
達成プロセスを

中期系計画等との報告の一貫性
組みを横串で監査

への説得力が増すはず

プロジェクトを進
し、CSR 部門と

サッカー・ワールドカップのパブリックビューイング
課題と向き合い

である。 

いステークホルダーに
果たしていく重要性

参考に、将来的に
人事施策などに活かしていきたい

ステークホルダーダイアログの様子 

とともに 

投資家とともに 

社会貢献活動 

っていくべき。能力
として必要となる

、四半期決算は
、財務情報だけ
情報を提供して

短期志向を助長
でもあり、グローバル

り組みであり、
説明責任の向上には

のシナリオやビジョン全体を
プロセスを明確にすべき。

一貫性が重要。
監査することが
すはず。 

進めているが、
と共同実施した

サッカー・ワールドカップのパブリックビューイングが
い、ビジネスの

いステークホルダーに長期的な
重要性を再認識
に統合報告書の

かしていきたいと

 

力
となる。 

は
だけ
して

助長
グローバル

には
を
。
。

することが

、
た
が

ビジネスの

な
識
の
と
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お客様とともに 
 

 

 

 

社会や経済の環境がめまぐるしく変化し、将来の予測が
困難な時代においては、お客様の要望や利用シーンの変化を
素早く的確に捉え、 “お客様起点 ”で発想・行動しながら
自らを変革していくことが求められます。 

富士通では、「経営品質向上プログラム」（注 1）を採用した
マネジメント革新に取り組むと共に、お客様の変化に合わせて
革新し続ける企業風土を作り上げるために様々な取り組みを
実施しています。 
 
（注 1）経営品質向上プログラム： 

世界的な経営革新のデファクト・スタンダードとされる米国「マルコム・
ボルドリッジ国家品質賞」を範とした「顧客本位に基づく卓越した経営」
を実現するためのフレームワーク。 

 

お客様と共に「フィールド・イノベーション」 
を推進 
富士通グループが取り組んでいる「フィールド・イノベー

ション」は、「ICT は、人の作業を支援し、プロセスを効率化
するための道具である」という原点に立ち返って「人」と
「プロセス」に着目した活動です。お客様の業務現場で
「人」と「プロセス」と「ICT」を見える化し、本質的な
経営課題を明らかにしたうえで、現場の知恵を結集し、ICT の利
用価値を高めていきます。 

こうして経営課題を見える化することで、トップの意思の
下、お客様の継続的な経営革新につなげています。また、
これまで携わった多数の実践例から学んだ経験を基に富士通
グループも自らを革新し続けています。 

 
フィールド・イノベーション事例 

2011 年 8 月、株式会社三越伊勢丹ホールディングス様は、
生産性向上のための全社プロジェクトをスタートさせました。
優秀な販売員の売上は、一般的な販売員の何倍にもなりますが、
接客販売力は経験やノウハウなど個人の力量に依存しがち
です。そのため、その能力差がどこにあるかを解明することは
非常に難しく、優秀な販売員のノウハウの体系化を幾度と
なく実施してきたものの、できることには限界がありました。 

そこで、「従来アナログで表現していたノウハウを富士通の
知見と技術を使って客観的に可視化できないか」と考え、
富士通の「フィールド・イノベーション」を使って優秀な
販売員と一般的な販売員の行動を徹底的に解析しました。
その結果、立ち位置や接客時の動き方の違いが、接客回数や

接客時間の差につながっていることがわかり、接客販売力
向上に向けた施策に活用することができました。 

 

・お客様事例：株式会社三越伊勢丹ホールディングス様 

http://jp.fujitsu.com/fieldinnovation/casestudies/case24/ 

 

ショールーム「富士通トラステッド・ 
クラウド・スクエア」 

人々が ICT の力を活用して、ビジネス・社会のイノベー
ションを起こし、豊かな社会を築いていくーー富士通は、
こうした新たな社会を「ヒューマンセントリック・インテリ
ジェントソサエティ」と名付けています。このビジョンの
実現へ向けて、様々な取り組みを行っています。 

その一環として、富士通トラステッド・クラウド・スクエアで
は、お客様がビジネスの成長や社会課題解決に向けたイノベーシ
ョンを作り出すための様々なプログラムを提供しています。 

 

・富士通トラステッド・クラウド・スクエア 

http://jp.fujitsu.com/facilities/tcs/ 

 

 

 

 

 

 

 

富士通お客様総合センター／ 
富士通コンタクトラインの運営 
2003 年に開設した「お客様総合センター」は、製品・

サービスの問い合わせ先が不明な時や特定できない時、その他
お困りの時などにご相談いただける窓口です。また、購入前に
製品の機能や価格を知りたいとお考えのお客様に迅速にお答え
できるように、2005 年からはお問い合わせ窓口を「富士通
コンタクトライン」に統一し、専用の電話を開設しています。
電話番号はホームページやカタログ、プレスリリース、宣伝
広告に掲載しています。 

「富士通お客様総合センター」と「富士通コンタクトライン」
は、お客様のお問い合わせを最適な部門に素早くつなぐ役割を
果たしています。また、迅速な回答によってお客様満足度を
高めるだけでなく、「お客様の声情報」を分析し、製品・
システムの開発や品質向上に活用しています。 

 

・富士通お客様総合センター／富士通コンタクトライン 

http://jp.fujitsu.com/contact/customer/ 

お客様の満足度向上のために 

http://jp.fujitsu.com/fieldinnovation/casestudies/case24/
http://jp.fujitsu.com/facilities/tcs/
http://jp.fujitsu.com/contact/customer/
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個人のお客様向けパソコンサポート窓口 
個人のお客様のご利用ニーズや環境の多様化に対応する

ために、富士通のパソコン技術相談窓口「パーソナル製品に
関するお問い合わせ窓口」では、使い方やトラブルから修理に
関するご相談まで、幅広く対応できる体制を構築しています。 

 
お客様の声に基づく改善事例 

薄型ノート PC（LIFEBOOK UH シリーズ）は、持ち運び
やすいよう軽さと薄さを追求したことから、有線 LAN を
利用するためのコネクタ(標準添付)は外付けで接続する
仕様としていました。 

これに対し、お客様から「有線 LAN コネクタを PC 本体に
内蔵してほしい」というご意見をいただきました。そこで、
2013 年 6 月 /10 月発表のモデルでは、薄型 PC にも搭載
可能な引き出し式の有線 LAN コネクタを採用して内蔵化を
実現し、幅広い利用シーンへの対応と一層の利便性向上を
図ることができました。 

 
 
 

ユーザー団体「FUJITSU ファミリ会」の活動 
「FUJITSU ファミリ会」は、富士通の法人のお客様を会員

とするユーザー団体として 1964 年に誕生しました。2014 年に
は創立 50 周年を迎えます。2013 年度末現在で約 3,500 会員
が参加しており、国内最大の情報通信システムのユーザー
団体です。また、本部および全国 11 支部と LS 研究委員会
（注 2）があり、会のスローガンである「語りあう夢、きそい
あう知恵」の下、それぞれ活動を展開し、会員の皆様から
高い評価を得ています。 

活動内容は異業種交流・人材育成・情報収集の 3 分野にわたり、
2013 年度は ICT に関してだけでなく、地域活性化をテーマに
したグループ研究活動なども実施しました。また広報も充実
させ、会員向けの会報「Family」を年 5 回、「e ふぁみり」（Web 版）
やメールマガジンなどを随時発行しました。 

 

・FUJITSU ファミリ会 

http://jp.fujitsu.com/family/ 

 
（注 2）LS 研究委員会： 
1978 年に、会員の発展に貢献する ICT の有効活用と先進コンセプト、先進
技術の研究活動を目的に「ラージシステム研究会」として設立。2007 年に
「FUJITSU ファミリ会」と統合し、LS 研究委員会として発足。 

 

宣伝・広告の方針 
富士通グループのあらゆる宣伝・広告活動は、法令や社内

規定を遵守し、公正かつ適切な表示・表現を用いるよう努めて
います。 

 

主な宣伝・広告活動 

・番組提供：「世界の車窓から」「ファイト！ 川崎フロンターレ」 

・テレビ CM／新聞広告：「あなたの未来に。富士通の技術」
シリーズ（クラウド農業篇、医療篇、ビッグデータ篇＝
交通篇、デジタルマーケティング篇） 

 

製品・サービスの品質および安全性に関する 
表示とラベリング 
富士通では製品・サービスの品質および安全性に関する

表示やラベリングについて、関連法令や社内規定の遵守を
徹底しています。2013 年度は、品質および安全性に関する
表示とラベリングの違反はありませんでした。 

 

 

お客様とのつながりを大切に 

http://jp.fujitsu.com/family/
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品質への取り組み 
 

 

 
 

FUJITSU Way の企業指針に掲げた「お客様と社会の信頼を
支えます」に基づき、品質を事業活動の根幹に関わる事項と
して捉え、その維持・向上にたゆまず取り組んでいます。 

 
「富士通グループ品質憲章」に基づく 
品質保証活動 
「品質」は富士通グループのブランド価値の基盤であり、

お客様に製品・サービスを安心して使っていただくことが富
士通グループのビジネスを支える根源です。こうした考えの
下、富士通は、1994 年 6 月、国内の製造物責任法施行（1995

年 7 月 1 日）に先立って、「富士通グループ品質憲章」の前
身である「富士通製品安全憲章」を制定しました。 

今日では、安全は品質の一部であるとの考えに基づき「富
士通グループ品質憲章」を新たに制定し、製品の品質に関す
る各種規程・技術基準などの改訂・制定を行い、新入社員教
育や技術部門の集合教育、品質会議などを通じて、周知・徹
底に取り組んでいます。 

お客様およびお客様を取り巻く事業環境の変化を先取り
した製品・サービスを提供し続けるために、設計から評価・
生産・販売・サポートまでのすべての過程で、「富士通グル
ープ品質憲章」に定める次の指針に基づいた品質保証活動を
実施しています。 

 

指針 

・お客様起点での品質追求 

・変化を先取りした品質づくり 

・社会的責任を果たす品質の確保 

・三現主義（現場、現物、現実）による継続的改善 

・ビジネスパートナーと連携した品質向上 

・品質情報の公開と対応 

・品質を考える人づくり 

 

また、事業活動のあらゆる面において「安全性」を重視す
るという方針に基づき、設計上の安全確保、製品事故情報の
収集と開示、事故への迅速な対応に努めています。 

 

 

 

 

 

 

製品・サービスの安全に関する実践方針 
富士通グループは、安全・安心な社会を構築するという社

会的責任を認識し、富士通グループの事業活動のあらゆる面
において製品・サービスの安全性を常に考慮し、次の方針の
下で実践しています。 

 

1.法令等の遵守 

製品・サービスの安全に関する法令を遵守します。 

2.安全確保のための取り組み 

製品・サービスの安全を確保するため、さまざまな利用態
様を踏まえて製品・サービスの安全化を図り、必要に応じ
た対策を行います。さらに法令で定められた安全基準に加
え自主安全基準を整備、遵守し、継続的な製品・サービス
の安全性向上に努めます。 

3.誤使用等による事故防止 

お客様に製品・サービスを安全に利用いただくため、取扱
説明書、製品本体等に誤使用や不注意による事故防止に役
立つ注意喚起や警告表示を適切に実施します。 

4.事故情報等の収集 

製品・サービスの事故情報および事故につながり得る情報等
の安全性に関する情報をお客様等から積極的に収集します。 

5.事故への対応 

製品・サービスに関して事故が発生した場合、直ちに事実
確認と原因究明を行い適切に対応します。製品・サービス
の安全性に問題がある場合、お客様等に情報提供を行うと
ともに、製品回収、サービスの修復、その他の危害の発生・
拡大の防止等の適切な措置を講じます。 

富士通グループは、重大製品事故が発生したときは、法令
に基づき、迅速に所轄官庁に報告を行います。 

 

 

品質と製品安全に対する考え方 
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品質マネジメントシステム 
富士通グループは、ICT がもたらす恩恵を誰もが等しく安

心して享受できるよう、すべての製品・サービスにおいて、
お客様が満足するレベルの品質を実現することを目標とし
ています。 

そ の た め に 、 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ Quality 

Management System:QMS）を構築・運用しています。QMS の
運用にあたっては、ISO などの国際的な認証規格に照らして
PDCA サイクルの進捗を定期的に検証し、より良い品質の実
現を目指してプロセスの改善を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO9001 認証取得状況 
富士通は、QMS の下で継続的なプロセス改善に取り組んで

おり、2013 年度末現在、24 本部が、ISO9001 認証を取得し
ています。 

 

品質保証の推進体制 
富士通は、品質の高い製品・サービスをお客様に提供でき

るよう、各部門およびグループ会社に、品質改善業務の専門
部署を設置しています。 

また、専門部署の代表者で構成する品質保証本部では、組
織の枠を越えた情報共有や対策などの施策立案、仕組みの改
善を行うことで、お客様への付加価値を生み出す品質マネジ
メントシステムの確立に努めています。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

製品・サービスの重大な品質問題発生時の 
対応体制 
富士通では、製品・サービスに重大な品質問題が発生した場

合には、リスク管理規程に従い、役員および社員は、直ちにリ
スク・コンプライアンス委員会へ報告し、あらかじめ定めた報
告体制に従って部門長へ報告することとしています。部門長は、
対応状況を随時リスク・コンプライアンス委員会に報告し、指
示があればそれに従います。また、解決のめどがついた際、顕
在化したリスクの顛末・再発防止策などをリスク・コンプライア
ンス委員会へ報告します。リスク・コンプライアンス委員会は、
それらを取締役会、経営会議、またはリスク・コンプライアンス
委員会へ報告するよう、部門長に指示することができます。 

2013 年度も、製品・サービスの重大な品質問題は発生し
ていません。 

 

 

 
 
品質改善活動「Qfinity」 
富士通は 2001 年度から、独自の品質改善活動「Qfinity」

を全部門で実践しています。「Qfinity」とは、Quality（質）
と Infinity（無限）を合体させた造語で、「無限に品質を追求
する」という富士通の姿勢を表現しています。社員各人がお
客様に満足して頂くための CV（Customer Value）を追求し、
「製品・サービス・お客様対応の品質で No.1」「世界トップ
の仕事の質の達成」を目指します。 

社員は、各部門・職場のテーマごとにグループで活動する
「プロジェクト活動」、もしくは各人が気づいたことを提案
して改善につなげる「改革・改善提案活動」のいずれかに参
加しています。 

 

・2013 年度 プロジェクト活動件数：5,947 件 

・2013 年度 改革・改善提案件数：69,421 件 

（2014 年 3 月 31 日現在） 

品質保証体制の確立 

品質改善に向けた取り組み 
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お取引先とともに 
 

 

 

 

富士通グループのビジネスは、国内外の多くのお取引先に
支えられており、それらのお取引先と相互に切磋琢磨を積み
重ねることで、長期的な信頼関係を構築し、良きパートナー
としてお互いが自己の力を一層発揮できるよう、共存共栄の
関係を築いています。 

 

 

 

 

CSR 調達への取り組み 
富士通は、「お取引先との共存共栄」「お取引先の公平・公

正な評価・選定」「CSR に配慮した調達活動の推進」をその
調達方針に掲げて、グローバルな調達活動を行っています。
調達にあたっては、サプライチェーン全体において CSR の推
進を図るという観点から、お取引先と共に CSR を踏まえた調
達活動に取り組んでいます。 

お取引先に対しては、人権尊重、労働、安全衛生、公正取
引などに関する要請事項をまとめた「CSR 調達指針」を 2006

年 3 月に公表し、書面で遵守を依頼しました。また 2011 年
11 月には、紛争鉱物（注 1）問題への対応を明確にするため
改定を実施しました。 

なお、2007 年からは、お取引先の CSR 活動の体制や進捗
状況を確認するための書面調査を毎年実施しています。2013

年度は約 600 社に対して実施し、このうち主要なお取
引先約 200 社については、約 9 割が CSR 活動に積極的に 

取り組んでいるという結果でした。 

 

（注 1）紛争鉱物： 

紛争鉱物とは、その採掘や取引が武装集団の資金源となり紛争を助長し
ている、あるいは人権侵害、労働問題など密接に関連している鉱物のこ
と。米国の「金融規制改革法」では、コンゴ民主共和国および隣接国に
おいて産出される鉱物のうち、タンタル、錫、金、タングステン、その
他国務省が判断する鉱物を紛争鉱物として、米国上場企業に対し、紛争
鉱物を使用する場合の米国証券取引委員会（SEC）への報告義務などが定
められた。 

 

・富士通調達方針・富士通 CSR 調達指針 

http://procurement.fujitsu.com/jp/kihon.html 

・富士通 CSR 推進ガイドブック （398KB / A4・20 ページ） 

http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jcsr/csr-guidebook1111.pdf 

 

 

調達担当者への周知・徹底 
富士通では、調達部門の担当者に対し、教育や研修などを

通じて CSR に配慮した調達活動を行うよう周知・徹底してい
ます。 

2013 年度は、引き続き CSR 調達、グリーン調達のほか、
下請法や派遣法などのコンプライアンスや、調達活動におけ
る情報セキュリティ・個人情報保護などをテーマに集合研修
を実施しました。2014 年度においても同様の教育を継続し、
調達担当者の CSR に対する意識のさらなる向上を目指します。 

 

 

 
 

 

グリーン調達の推進 
富士通グループは、地球環境に配慮した部品・材料や製品の

調達に関する基本的な考え方を「富士通グループ グリーン調達
基準」にまとめ、お取引先と共にグリーン調達活動を推進して
います。 

具体的には、すべてのお取引先に、環境負荷低減活動を継
続的に実践するための仕組みである「環境マネジメントシス
テム（EMS）」（原則として第三者認証）の構築をお願してい
ます。加えて、部材系のお取引先には「製品含有化学物質管
理システム（CMS（注 2））」の構築をお願いしています。 

また、「お取引先の CO2 排出量削減の推進」にも取り組ん
でいます。具体的には、活動事例や活動方法などを記載した
資料の提供や説明会などで、お取引先に本テーマの重要性を
ご理解いただき、目標を持った活動を開始していただくよう
お願いしています。今後も富士通グループは、サプライチェ
ーンにおける環境負荷低減に取り組んでいきます。 

 
（注 2）CMS： 

Chemical substances Management System の略。製品に含有する化学物質を
適正に管理するための仕組み・体制のこと。 

 

・グローバル調達体制によるグリーン調達 

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/procurement/ 

・お取引先の CO2 排出量削減の推進 

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/procurement/ 

・富士通グループ グリーン調達基準 

http://procurement.fujitsu.com/jp/green.html 

 

 

 

 

 

お取引先に関する基本的な考え方 

お取引先と連携した CSR の推進 CSR 調達の推進 

http://procurement.fujitsu.com/jp/kihon.html
http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jcsr/csr-guidebook1111.pdf
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/procurement/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/procurement/
http://procurement.fujitsu.com/jp/green.html
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サプライチェーン BCM の強化 
大規模災害など不測の事態においても製品・サービスを安

定的に供給するためには、サプライチェーン全体の BCM（事
業継続マネジメント）強化が不可欠であるという考えの下、
富士通は 2007 年度からお取引先の BCM 能力向上を継続的に
支援しています。 

毎年実施しているお取引先への BCM 取り組みに関するア
ンケート調査について、2013 年度は、主要お取引先約 750

社（約 2,140 拠点）に対して実施しました。アンケート調査
で集められた延べ約 2,080 拠点（9 月 30 日時点）については
分析を行い、お取引先へのフィードバックを実施しています。 

このアンケート調査について、富士通では独自に内容を策
定していましたが、 2013 年度に JEITA（電子情報技術産業協
会）資材委員会傘下に検討分科会が設け られ、セットメー
カーと部品メーカーが参画し、業界として標準化に向けた取
り 組みが始まりました。お取引先に求められる供給責任に
フォーカスした調達視点 でのリスク管理事項を網羅したア
ンケート調査フォームの策定が進められ、2014 年 9 月には
JEITA 資材委員会から一般公開されました。富士通もこの分
科会活動へ 積極的に参画しており、2014 年度のアンケート
調査より活用しております。 

そのほか、2013 年度はソリューション関連の主要お取引
先 144 社延べ 212 名に対し、BCP（事業継続計画）策定／BCM

運用研修会や BCM 机上検証研修会を 6 回開催しました。 

 

コンプライアンスの徹底 
富士通グループでは、サプライチェーン全体におけるコン

プライアンスの徹底に努めています。毎年、お取引先のサプ
ライチェーンにおけるコンプライアンス体制構築の状況や
実態を把握するための書面調査を実施し、コンプライアンス
の徹底状況を確認しています。また、労働問題などリスクの
高い地域や物品を特定し、当該地域からの調達有無を把握  

すると共に、リスク評価を踏まえた取引を推進しています。 

また、反社会的勢力による被害を防止する（活動の助長も
しない）ために、お取引先との契約書に反社会的勢力などの
排除条項を明記しています。富士通グループはお取引先を含め、
反社会的勢力との関わりを一切持ちません。 

 

情報セキュリティ対策の推進 
富士通グループは、お取引先と共に「情報セキュリティ

事故撲滅」を掲げ、情報セキュリティ事故の予防、再発防止の
ための教育・啓発・監査・情報共有などの施策を実施して
います。 

近年では、クラウドなどの外部サービスやソーシャル・ネ
ットワーキング・サービス（SNS）の業務利用が拡大傾向に

あります。あわせてスマートフォンやタブレット PC などの
スマートデバイスの使用機会も急増しています。こうした
ICT 環境の変化により発生する新たな情報漏えいリスクを抑
止するために、お取引先に業務を委託する際には、お取引先
においても富士通と同レベルの情報セキュリティ管理、個人
情報の取り扱いを行うことを契約書に明記するよう、ルール
化しています。お取引先の情報セキュリティに重大な問題が
発覚した場合や改善が見られない場合には、取引の見直しや
新規発注の停止などを実施しています。 

 

また、海外のお取引先と連携したオフショア開発において
も、国内と同様の情報セキュリティ対策に取り組んでいます。 

 

 
2013 年度の主な取り組み 

・情報セキュリティ研修会（2013 年 10～11 月） 
約 1,000 社／約 1,200 名受講 
（東京、大阪、名古屋、福岡など） 

・出前研修会（2013 年 6 月～2014 年 3 月） 
約 40 社／約 1,200 名受講 

・お取引先新卒者向けワークショップ（2013 年 6 月） 
約 40 社／約 200 名受講（東京、大阪） 

・お取引先リーダ向けワークショップ 
（2013 年 7 月～2014 年 2 月) 
約 50 社／約 60 名受講（東京、大阪） 

・お取引先の情報セキュリティ対策状況の書面調査 
（2014 年 2 月～3 月） 
約 1,500 社に対し実施 

・情報セキュリティ対策状況の監査（立入調査） 
（2013 年 4 月～2014 年 3 月） 
約 130 社に対し実施 

 
お取引先コンプライアンスラインの運用 
富士通は、2009 年 8 月からお取引先コンプライアンスラ

インを設置しており、富士通の調達活動におけるコンプライ
アンス違反行為やその疑念がある行為に関する通報を受け
付けています。社内／社外のそれぞれに窓口を設けて、通報
いただいた内容の事実関係を確認、調査のうえ、速やかに対
応しています。 

なお、富士通が通報いただいた方やそのお取引先に対して不
利益な取り扱いをすることは内部通報規定で禁止しています。 

 

・お取引先コンプライアンスライン 

http://jp.fujitsu.com/about/compliance/complianceline/ 

 

http://jp.fujitsu.com/about/compliance/complianceline/
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富士通は、機関投資家・証券アナリスト向けの説明会、個
別取材への対応、国内外の投資家訪問、Web サイトによる情
報発信など、国内外での IR 活動を通じて、投資家の皆様との
コミュニケーションを図っています。 

また、プレスリリースを積極的に行うなど、マスコミを通
じた個人投資家や社会への情報伝達に注力し、フェア・ディ
スクロージャーに努めています。 

株主総会では、株主の皆様が質問しやすい環境づくりに努
めています。また、社長自らの言葉で株主の皆様へ経営方針
を説明しています。株主総会会場では、富士通の製品を展示
し、説明員が富士通の技術やサービスを紹介しています。加
えて、地方在住の株主の皆様にも株主総会の雰囲気を感じて
いただけるよう、全国に地方中継会場を 4 カ所設けており、
地方中継会場だけで約 1,000 人の株主の皆様にご参加いただ
いています。さらに、株主総会の模様は、後日、富士通のホ
ームページで公開しています。 

 

 国内外での各種ミーティングの開催 
富士通は、国内の機関投資家や証券アナリストの皆様に

対して、決算説明会や経営方針説明会、事業説明会を開催
しています。 

海外の機関投資家の皆様に対しては、定期的に欧州と北米
で海外ロードショー（投資家向け説明会）を開催するほか、
現地のスタッフが投資家に対する個別訪問を行っています。
2013 年度の国内・海外の機関投資家・証券アナリストとの個別
取材件数は、約 970 件（海外約 57％、国内約 43％）でした 。 

 

個人株主・投資家の皆様とのコミュニケーション 
個人の株主・投資家の皆様に対しては、中間決算時と本決

算時に「中間報告書」「報告書」を発送するほか、アナリス
ト向け説明会で用いた IR 資料や決算説明会の資料・映像な
どを 迅速に公開しています。 

 

IR サイトによる情報発信 
富士通は国内外の IR サイトで、富士通についての紹介や

各種開示資料など、株主・投資家の皆様に知っていただきた
い情報を発信しています。国内で開催している説明会の資料
は、英文版を作成して海外 IR サイトに掲載しています。 

IR サイトでは、株主総会議案を早期に公開するなど、IR

活動を通じて富士通への理解が深まるように、情報開示とコ
ミュニケーションの促進を図っています。 

 

・国内 IR サイト 

http://pr.fujitsu.com/jp/ir/ 

・海外 IR サイト（英語） 

http://www.fujitsu.com/global/about/ir/ 

 

 

株主・投資家とのコミュニケーション 

（注 1）富士電機株式会社およびその連結子会社が退職給付信託として信託銀行に 
信託している当社株式 118,892 千株は、「その他法人」に含めております。 

 

所有者別出資比率（2014.3.31 現在） 

http://pr.fujitsu.com/jp/ir/
http://www.fujitsu.com/global/about/ir/
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社会貢献活動 
 

 

 

 

富士通グループは、
豊かで夢のある未来の
実現に向けて、ICT を活
用してお客様・地域社
会・世界の人々と新たな
価値や知恵を共創し、地
球と社会の持続可能な
発展に貢献したいと考
えています。 

社会貢献活動におい
ては、「ICT の裾野の拡大」「挑戦の支援」「地域との共生」「環
境」の 4 つを柱に、多種多様なステークホルダーと連携し、
グループ全社員が積極的に参加して活動を展開しています。 

なお、活動の活性化とベストプラクティスの共有を目的に、
活動の実施記録を社内システム上で蓄積・公開し、そのデー
タベースを活用した社内表彰を実施しています。 

 

 

 

 

富士通グループは、社会に対する社員一人ひとりの積極的
な貢献活動を支援するため、ボランティア活動支援制度を整
備しています。また、各事業所が所属する地域コミュニティ
ーをより良いものとするため、地域の特性に沿った各種活動
プログラムを展開しています。 

2013 年度、全世界約 17 万人の社員が実施したボランティ

ア活動の合計時間(注 1)は、12.9 万時間でした。 

 

(注 1) ボランティア活動の合計時間： 

就業時間内外でのボランティア活動を含む。 

 

 

ボランティア活動支援制度 

・青年海外協力隊／シニア海外ボランティア参加の 

ための休職制度：最高 3 年間 

・積立休暇：年 5 日支給とし、最高 20 日まで積立可 

（ボランティアを含む特定の目的に利用） 

 

 

 

 

 

 

富士通 JAIMS の運営 

富士通 JAIMS

は、非営利な
教育活動を目
的に 2012 年に
設立された一
般財団法人で
す。その母体
である「JAIMS」
（1972 年ハワイに設立）の活動を含め、約 40 年間に 55 カ
国・約 2 万 3,000 人の卒業生を輩出しました。ミッションは、
ハワイ、アジアのパートナーと共に「アジア・パシフィック
地域の人材開発と知の共創による新たなコミュニティ開発
に貢献する」ことにあります。 

主なプログラムは、知識創造理論の世界的権威である野中
郁次郎氏（一橋大学名誉教授）のビジョンに基づき開発され
た国際マネジメントプログラム「Global Leaders for Innovation 

and Knowledge：GLIK」であり、アジアからイノベーションを
起こし、世界を変えるグローバルリーダーの育成を目的とし
ています。富士通は同財団と一体となり、学術・教育の振興、
国際交流を通じた社会貢献活動を推進しています。 

 

・一般財団法人富士通 JAIMS 

http://www.jaims.jp/ 

 

富士通奨学金制度の運営 

1985 年、
富 士 通 は 創
立 50 周年を
記 念 し て 、
「 富 士 通 奨
学金制度」を
創 設 し ま し
た。日本の文
化・社会・経
営手法を深く理解し、将来にわたって日本と世界をつなぐビ
ジネスエリートを育成することを目的としています。現在、
対象者は日本以外のアジア太平洋地域 18 カ国のビジネスパ

社会貢献活動の考え方 

社員のボランティア活動支援 

富士通奨学金受給者たち 

学術・教育の振興、文化・協賛活動 

GLIK の参加者たち 

http://www.jaims.jp/
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ーソンへと広がり、累計受給者は 468 名を数えます（2014

年 4 月 1 日現在）。 

アジア太平洋諸国のグループ会社との連携の下、自国や自
コミュニティーへの貢献を考える人々に奨学金を授与する
ことにより、ビジネスリーダーの育成および国際地域社会に
根付いた教育機会の提供を通して社会に貢献しています。 

 
・Fujitsu Scholarship（英文サイトのみ） 

http://www.fujitsu.com/scholarship 

 

｢数学オリンピック｣｢情報オリンピック｣の支援 

富士通は、公益財団法人「数学オリンピック財団」および
特定非営利活動法人「情報オリンピック日本委員会」の活動
を支援し、将来の社会の発展を担う貴重な人材の発掘・育成
に寄与しています。 

 
 

 

高専生を対象としたプログラミング 
コンテストを支援 
 

富士通は、全国高等専門学校プログラミングコンテストを 

特別協賛企業として支援し、企業賞「富士通特別賞」を設け、
受賞チームに富士通製パソコンを贈呈しています。 

受賞チームは川崎工場に招待し、技術部門社員とのディス
カッションの場を提供するなど、若き ICT 技術者の育成を支
援しています。 

 

 

｢富士通キッズプロジェクト：夢をかたちに」 

子どもたちの「理数離れ」が懸念される中、富士通グルー
プでは、2007 年から小学校高学年の子どもたちを対象とす
る「富士通キッズプロジェクト」を実施し、「ものづくりの
楽しさ、技術のすばらしさ」を次世代に伝える取り組みを推
進しています。 

 

 

 
文化・協賛活動 
 
富士通は、様々な文化・芸術活動への協賛を通じて、豊か

な感性と情緒が育まれることを願うと共に、チャレンジする
精神を応援し、日本の科学技術発展を担う若き人々の育成に
貢献しています。 

 

協賛事例 

・富士通コンサートシリーズ 

http://jad.fujitsu.com/event/2013/czech/ 

・FUJITSU Presents Special Concert N 響「第九」 

http://jad.fujitsu.com/event/daiku/ 

・富士通杯将棋達人戦 

http://jad.fujitsu.com/event/shogi/ 

・JSEC 高校生科学技術チャレンジ 

http://jad.fujitsu.com/event/jsec/ 

・職業体験テーマパーク「カンドゥー」 

http://jad.fujitsu.com/event/kandu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 回日本情報オリンピック表彰式 

富士通キッズイベント 2013 

第 24 回全国高等専門学校プログラミングコンテストにて 
「富士通特別賞」を受賞された広島商船高等専門学校の皆さん 

http://www.fujitsu.com/scholarship
http://jad.fujitsu.com/event/2013/czech/
http://jad.fujitsu.com/event/daiku/
http://jad.fujitsu.com/event/shogi/
http://jad.fujitsu.com/event/jsec/
http://jad.fujitsu.com/event/kandu/
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富士通グループでは、スポーツを通じた健全な社会活動を
展開しています。陸上競技部、アメリカンフットボール部「フ
ロンティアーズ」、女子バスケットボール部「レッドウェー
ブ」からなる富士通のスポーツ活動は、富士通の積極的なイ
メージを体現する組織として、日々その技術の向上に努めて
います。 

 

陸上競技部 

富士通の陸上競技部は 1990 年
に創部し、1992 年のバルセロナか
ら 2012 年のロンドンまで 6 大会

連続でオリンピック日本代表選手を輩出しています。また
2008 年には、JOC スポーツ賞「トップアスリートサポート賞」
最優秀団体賞を受賞するなど日本陸上界をリードすると共
に、全国各地で行われる陸上教室に積極的に参加し、日本の
陸上競技力の向上とスポーツの発展に寄与しています。 

 

・富士通陸上競技部 

http://sports.jp.fujitsu.com/trackfield/ 

 

  
 

 

アメリカンフットボール部「フロンティアーズ」 

富士通のアメリカンフットボール部
は、1985 年の創部以来、社会人東日本選
手権である「パールボウル」での 3 度の
優勝、社会人日本一を決める「JAPAN X 

BOWL」での 5 度の準優勝を果たすなど、
X リーグの強豪チームとして活躍しています。また、川崎市
から「かわさきスポーツパートナー」に認定され、川崎市内

の小学校で新球技フラッグフットボールを指導するなど地
域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。 

 

・アメリカンフットボール部「FRONTIERS（フロンティアーズ）」 

http://sports.jp.fujitsu.com/frontiers/ 

 

 
女子バスケットボール部「レッドウェーブ」 

1985 年創部の富士通女子バスケットボー
ル部は、2006 年から 2008 年の全日本総合バ
スケットボール選手権で 3 連覇を達成し、
2007 年度には W リーグで悲願の初優勝を果
たしたほか、2005 年以降は 9 年連続でプレ

ーオフに進出しています。 

また川崎市の「かわさきスポーツパートナー」として、市
内の小学校で「ふれあい教室」を開催して実技指導するなど、
地域のスポーツ振興とバスケットボール界の裾野拡大に寄与
しています。 

 

・女子バスケットボール部「RedWave（レッドウェーブ）」 

http://sports.jp.fujitsu.com/redwave/

 

 

©NANO Association 

スポーツを通じた貢献活動 

©NANO Association 

© Fais un reve 

http://sports.jp.fujitsu.com/trackfield/
http://sports.jp.fujitsu.com/frontiers/
http://sports.jp.fujitsu.com/redwave/
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川崎フロンターレの活動を支援 

富士通がオフィシャルスポンサーを務める川崎フロンター
レは、1999 年に J リーグに加盟。川崎市をホームタウンとして
プロサッカー事業の展開、地域の青少年の育成やスポーツ文化
発展に貢献する活動に取り組んでいます。 

また同チームは、2011 年の東日本大震災直後から「Mind-1

ニッポン」プロジェクトを立ち上げ、被災地の中長期的な復
興支援活動に継続的に取り組んでいます。 

 

・川崎フロンターレ 

http://www.frontale.co.jp/ 

    

 

 

 

協賛活動 
 
富士通は、スポーツ活動への協賛を通じて、健やかでチャ

レンジングな社会づくりに貢献しています。 

 
協賛事例 

・富士通レディースゴルフトーナメント 

http://jad.fujitsu.com/event/golf/ 

・出雲全日本大学選抜駅伝競走 

http://jad.fujitsu.com/event/ekiden/ 

 

 

 
 
 

飲料販売を通じた熱帯雨林再生活動の支援 

富士通グループでは、社会貢献・環境活動の取り組みの一
環として、富士通のプライベートブランド飲料を社員向けに

販売し、その売上の一部を「富士通グループ・マレーシア・
エコ・フォレストパーク」における熱帯雨林再生活動に充て
ています。 

同飲料は、2009 年の販売開始から 2013 年度末までの累計
で約 193 万本を売り上げ、活動推進に寄与しています。 
 

グループ社員による社会貢献活動 

富士通グループでは、多くの事業所でペットボトルキャッ
プやプリペイドカード、切手、本、CD などを回収し、それ
らの収益金をポリオワクチンや緑化の苗木、国際協力への寄
付に活用するなど、グループ各社の社員が身近な社会貢献活
動に自主的に取り組んでいます。 
 

自然災害による被害への支援 

富士通グループは、自然災害による被害の復興に役立てて
いただくため、義捐金寄付などの支援を行っています。 

2013 年度は 5 月に発生した中国・四川省地震、11 月に発
生したフィリピン台風 30 号の被災地に向けた義捐金をグル
ープ各社が拠出すると共にグループ社員から募り、大使館や
国際人道支援組織などを通じて寄付しました。 

 

 

 
 

英国における若年者雇用促進への支援 

若年失業率（注 1）

の改善は、とりわ
け欧州をはじめ
とした先進国で
社会的な課題と
なっています。英
国においても約
20% の 高 い 水 準
に達し、若年者の 

雇用促進に向けた 

様々な取り組みが推進されています。 

富士通 UK and Ireland では、こうした取り組みを支援する
ため、約 140 人の若者を実習生（Apprentice）として受け入
れています。2013 年度も英国の National Apprenticeship Week

に賛同し、CEO を含む経営幹部によるキャリアアドバイスや
寄付を行ったほか、各種イベントに参加しました。 

国際支援、災害支援 

2013 年度の活動事例 

 

© KAWASAKI FRONTALE 

富士通 UK and Ireland の実習生（Apperantice） 

http://www.frontale.co.jp/
http://jad.fujitsu.com/event/golf/
http://jad.fujitsu.com/event/ekiden/
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また社員がボランティアとして学校を訪問し、延べ 800 人
を超える中高生に、履歴書の書き方や面談のアドバイス、プ
レゼンテーションスキルを指導しました。 
（注 1）若年失業率： 

15～24 歳の失業率。ただし、英国においては 16～24 歳を対象に集計。 

 
 

社会活力を育む起業家創出を支援 

日本における起業率(注 2)は、先進国最低水準の 4％程度と
なっています。社会に多様な活力と成長をもたらすために、
その底上げが政策的な課題ともされる中、富士通は技術とリ
ソースを活用し、様々な場面で起業活動を支援しています。 

この一例として、神奈川県川崎市では産業振興財団が主催
する「かわさき起業家オーディション ビジネス・アイデア
シーズ市場」に協賛し、受賞者向けにクラウドコンピューテ
ィングを無償で利用可能なサービスを提供するなど、起業と
事業創造を支援しています。 

また「川崎市知的財産戦略策定モデル事業」として、市
内の中小企業向けに富士通の開放特許を活用する方法をア
ドバイスするなど、新規ビジネス創出や商品開発に貢献し
ています。 

 

 

(注 2)起業率： 

18～64 歳までの人口 100 人あたりに占める起業活動を行っている者の割合。 

 
 

震災復興支援 ～震災の教訓を未来に 
『仙台市 震災記録誌』の発行を支援～ 

富士通は、仙台市様と共に、東日本大震災の教訓を未来
の人々に伝え、災害に強く安心して暮らせる社会づくりの
糧とするため、『仙台市 震災記録誌〜発災から 1 年間の活
動記録』の発刊を支援しました。 

震災直後の混乱の中、寝食も忘れ奮闘した仙台市職員の
復旧活動の様子と共に、市民生活の復旧状況を時系列で整
理することにより、表出化した様々な課題や改善策が記録
されています。これらを後世に伝えることは、今後いつ起
こるかわからない災害への有効な備えとなります。 

富士通は、この活動を通じて得た経験や教訓を基に、被
災地および全国自治体の防災対策、そして防災意識の醸成
に ICT を通じて貢献していきます。 

 

 

 
子どもたちに ICT の学びと体験の場を提供 

富士通は、デジタル新時代を担う子どもたちに、安全でよ
り良い社会を作るための学びと体験の場を提供しています。 

その 1 つとして、子ども向け職業体験テーマパーク「カ
ンドゥー」（千葉市）に「富士通テックラボ」を出展し、エ
ンジニアの仕事を体験できる機会を提供しています。 

本ラボでは、子どもたちが新人エンジニアに扮し、ゲー
ム感覚で楽しみながらサイバーウイルス退治やセキュリテ
ィーシステム開発を体験することができ、ICT のチカラで課
題を解決する富士通の取り組みと技術をわかりやすく訴求
しています。 

このような体験の場以外にも、富士通では子ども向けウェ
ブサイト「富士通キッズ」を開設し、ICT に関する楽しくて
わかりやすい情報を提供しています。 

 

仙台市 震災記録誌 

かわさき起業家オーディション 

「富士通テックラボ」での楽しい学びと体験 




