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Europe
アウトソーシングサービスを中心に展開する富士通

サービス（FS）と、各種サーバやパソコンを中心に展
開する富士通シーメンスコンピューターズ（FSC）の
成長を加速させます。FSについては、英国公共分野で
の強さを維持・拡大させるほか、民需のビジネスの強

化に取り組んでいます。FSCについては、シーメンス
社の子会社であるシーメンスビジネスサービスの

プロダクトサポート部門を取得したことで、製品の

提供から保守までの一貫したグローバルサポート体

制を実現しました。

Asia, Australia and
Other Regions
アジア・豪州については、各国市場に密着したソ

リューションを展開します。また、中国については、

日系の自動車・家電メーカー等の中国戦略をサポー

トすることで、ビジネス基盤構築の足がかりをつく

り、ビジネスの拡大を目指します。
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各地域に合わせた戦略を展開しています

（3月31日に終了した会計年度）
* セグメント間の内部売上高を含む

（3月31日に終了した会計年度）
* セグメント間の内部売上高を含む
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Americas
世界最大の規模を誇る北米のITサービス市場は、市
場の専門化と細分化が進むなかで、大手による寡占

化がそれほど進んでいません。これまでの製品別事

業展開から、共同販売・統合ソリューションをベース

に展開してまいります。また、北米サービスの拠点で

ある富士通コンサルティングを通じ、アライアンス

やM＆Aなどを行いながら、成長を目指します。
Japan
これまでのSI中心のビジネスから、運用を起点とし
たアウトソーシングサービスを拡大することで、お

客様の更なる深耕を行うと共に、サービスの収益力

向上を目指します。また、成長余地のある中堅・中小

企業市場については、製品・サービスの拡充を図り、

ビジネスの拡大を目指します。
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   Business Expansion

（3月31日に終了した会計年度）
* セグメント間の内部売上高を含む

（3月31日に終了した会計年度）
* セグメント間の内部売上高を含む
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お客様と共に“未来の百貨店”を追求
ー三越ー

　富士通は、便利で快適な売り場づくりに積極的

に取り組んでいる国内大手の百貨店である三越

と共同で、経済産業省の「日本版フューチャース

トア・プロジェクト」において、ジーンズに電子タ

グ*2を取り付けて在庫管理を行う実証実験を実施

しました。実験では、商品陳列棚に電子ペーパー

を用いた電子棚札を使用し、在庫情報を電子棚札

に随時表示させることで、求める商品の在庫状況

をお客様自身が確認できるようにしました。これ

により、お客様の利便性の向上だけでなく、購買

機会損失の防止となり、商品の売上拡大へとつな

がることが実証されました。本実験の結果をもと

に、三越では電子タグを使用したリアルタイム在

庫管理システムを導入しています。
*2 電子タグ：アンテナを介して非接触で情報の読み込み、書き込み
が行える媒体。バーコードとは異なり、タグから数メートル離れ
てもデータを読み取ることができる。

日　本

安全運転と経済運転を実現した
配送トラックの運行管理システム
ーセブン–イレブン・ジャパンー

　国内小売業界No.1の規模を誇るコンビニエン

スストア、セブン–イレブン・ジャパンは配送ト

ラックの運行管理システムを構築しました。単な

る運行データの管理だけでなく、各ドライバーの

運転を分析し、それぞれ個別に指導を行うことが

できるシステムにリニューアルしました。ドライ

バー自身では意識しにくい運転の癖が分かり、安

全運転はもちろん、低燃費、CO2排出量の削減な

ど、環境に配慮した運転が可能になっています。

さらに各車両には、GPS*1付き車載ステーション

を搭載しているため、車両の位置や道路状況をリ

アルタイムに管理でき、渋滞時などにはセンター

から別の配送ルートを迅速に指示し、安全・確実

な商品配送を支援することができます。
*1 GPS：Global Positioning Systemの略。人工衛星を使って地球上
のどこにいるのかを正確に割り出すシステム。

セブン–イレブン・ジャパン
配送トラックの運行管理システムを富士通が構築
しました。配送トラックは、安全運転のみならず、低
燃費、CO2排出量の削減など環境に配慮した運行が
できるようになりました。

三越
ジーンズに電子タグを付け、在庫管理を行う実証実
験を共同で実施しました。在庫情報を電子棚札に表
示させることにより、お客様自身が現在の在庫情報
を確認して、商品を選べるようになります。

世界各地に広がるお客様のかけがえのないパートナーとして、

共に成長を目指します
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ユビキタスオフィスを実現
ー大阪ガスー

　ガス業界において国内第2位の規模を誇る大阪

ガスは、いつでもどこにいてもオフィスと同じよ

うに仕事ができるユビキタスオフィスの実現を

目指し、「モバイル・セントレックスサービス」を

導入しました。外出や打ち合せの多い担当者に

も、パソコンや携帯端末機器を使って素早く確実

に情報伝達することで、社員の生産性が大幅に向

上しています。さらに、通信機器の設備投資や通

信費の削減などにより、年間4億8,000万円のコス

ト削減効果も期待されています。富士通はこの先

進システムをNTT西日本、オージス総研、大阪ガ

スビジネスクリエイトの3社と共同で開発しまし

た。富士通は、安定した音声品質や効率的なコ

ミュニケーションを実現する様々なソリュー

ションを提案し、ワークスタイルの変革に貢献し

ています。

製販一体の製品別連結原価管理システム
をグローバルに展開
ータムラ製作所ー

　グローバルにビジネスを展開する大手電子部

品メーカーのタムラ製作所は、富士通のERP*

パッケージ「glovia.com」をベースに、世界中に点在

する生産・販売11拠点を一体として管理する連結

ベースの基幹業務システムを導入しました。各拠

点システムからの受注、売上、コスト、調達、製造

に関する全ての情報は、日本の本社にあるデータ

ベースで一元管理ができるため、製品ごとの原価

や利益をリアルタイムに把握し、扱うべき製品の

集中と選択を的確かつスピーディーに判断する

ことが可能になりました。富士通はグローバル対

応に優れたERPパッケージを提供し、短期間でシ

ステムを構築して世界に飛躍するお客様をサ

ポートしています。
* ERP：Enterprise Resource Planningの略。企業全体の経営資源
（ヒト、モノ、カネ、時間、情報）を統合的に計画・管理し、経営効率化
を図るための手法や概念。

タムラ製作所
海外11拠点の受注、売上、コスト管理を一元管理す
る富士通の「glovia.com」を導入しました。各拠点で
製造される製品ごとの原価や利益をリアルタイム
で把握することができるようになりました。

大阪ガス
外出の多い担当者が、いつでもどこでもオフィスと
同じ環境で仕事ができるユビキタスオフィスを実
現する富士通の「モバイル・セントレックスサービ
ス」を導入しました。
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米　州

膨大な取引量の増加への対応力と競争力
を強化
ーシカゴオプション取引所ー

　世界最大のオプション取引所であるシカゴオ

プション取引所（CBOE）は、競争の激化、取引量

の増加に直面し、より多くの取引量を処理できる

だけでなく、ほかの競合取引所よりも早く処理で

きる技術的な基盤を必要としていました。

　優れたサービスとサポートに裏付けられた業

界トップのパフォーマンスを誇る富士通のサーバ

「PRIMEPOWER」により、CBOEは、非常に膨大

な取引量を瞬時に処理する磐石な基盤を構築し

ました。CBOEは、3年間で、ピーク時1秒当たり

2,000件から50,000件の取引がありましたが、ほぼ

停止することなく処理しています。

　また、立会所のフロアーでは、800人のトレー

ダーたちは、コンパクトなペンタブレット型の富

士通製の「Stylistic ST5000 Tablet PC」を標準パソ

コンとして使用しています。

ネットワークソリューションを提供
ーデュケイン・ライト社ー

　米ペンシルベニア州の南西地域の50万世帯へ

電力を供給しているデュケイン・ライト社は、優れ

たサービスを提供しています。9.11事件後、連邦政

府は、電力供給会社に対し、各種データを安全な場

所にバックアップを取ることを要求したため、

2002年2月、同社は富士通に、安全にデータ転送を

行うことができるネットワークの二重化の設計

を依頼しました。また、富士通は、その後、同社の2

つの主要なノードの構築にも関わりました。始め

に「FLM 2400」を「FLASHWAVE 4300」に置き換

え、OC-48レベルを構築し、その後、残りの「FLM

2400」を「FLASHWAVE 4100」に置き換えました。

そして、OC-192レベルでは「FLASHWAVE4500」

を用いることにより、二重化を強化し、ギガビッ

ト・イーサネットのネットワーク容量を増強しま

した。現在、デュケイン・ライト社のネットワーク

は、18ノードに展開しています。

シカゴオプション取引所
業界トップのパフォーマンスを誇る富士通の
UNIXサーバ「PRIMEPOWER」を導入し、1秒当た
り2,000件から50,000件（ピーク時）の取引をほぼ
停止することなく処理しています。

デュケイン・ライト社
富士通の伝送システム「FLASHWAVE」を用い、本
社と各地のサービスセンターをつなぐネットワー
クを構築し、ネットワークの二重化・大容量化を図
りました。
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災害時のコールセンターを迅速に設置
―米連邦緊急事態管理局―

　富士通は、コールセンターやデータリカバリー

に豊富な経験があるため、災害の被害に見舞われ

た多くのお客様の力になることができました。

　2005年9月、米連邦緊急事態管理局（FEMA）は、

ハリケーン「カトリーナ」および「リタ」による被

害がもたらしたかつてない問題に直面しました。

数十万の人が家を失い、フロリダからテキサスま

で1,000マイルに及んだ被害の総額は、数十億ドル

にも上りました。

　FEMAは、多くの被災者からのおびただしい数

の電話に対応するため、臨時災害救助コールセン

ターを直ちに設置する必要がありました。富士通

は、FEMAからの緊急の要請に応え、テキサス州ダ

ラスに最先端のコールセンターを設置しました。

FEMAは、カトリーナ襲来8日後の2005年9月6日

には、9月22日までの期間で、1,000人体制のコール

米連邦緊急事態管理局
ハリケーン「カトリーナ」の被害を受けた被災者か
らの電話に対応するため依頼を受けた富士通は、非
常に短期間に臨時災害救助コールセンターを設置、
被災者の救済に取り組みました。

センター業務の委託契約を富士通と結びました。

9月8日に、コールセンターは業務を開始、9月9日

には150人のスタッフ体制となり最終的には、予

定よりも早く9月18日までに1,000人以上のスタッ

フが業務に就きました。短期間にこのような大規

模な業務を立ち上げるのには、異例の準備や対応

が必要とされましたが、ピーク時には、1,200人の

スタッフが1日に16時間、無休で、被害のあった地

域から100万件を超える電話に対応しました。
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ヨーロッパで初めて導入
U–Scanセルフチェックアウト*システム
ーコーラ社ー

　ヨーロッパ各国にスーパーマーケットを展開

するコーラ社は、ヨーロッパのスーパーで初めて

富士通によりセルフチェックアウトシステムを

構築し、ベルギーとフランスの2店舗にU–Scan

システムを導入しました。コーラ社のストアディ

レクターであるソブレット氏は、「セルフチェッ

クアウトシステムは、お客様ご自身が、ご自分の

ペースで商品をスキャンし、値段を確認し、代金

を支払うことができます。レジの担当者は、1人で

4台のセルフレジを管理します。このシステムに

より、レジを待つ行列が明らかに短くなるでしょ

う。」と述べています。U–Scanは、引き続きフラン

スの59店舗、ベルギーの9店舗、ルクセンブルクの

2店舗で導入されます。「富士通は、われわれのス

ケジュールどおりにトータルソリューション

サービスを提供してくれる唯一の企業です。」と、

ソブレット氏は付け加えました。
* セルフチェックアウト：来店した顧客が商品のレジへの登録、代金
の支払いなどの操作を、店員の介在なくセルフ・サービスで行う
仕組み。

組織的なITの活用へ
ー英国内務省ー

　英国内務省では、ロンドンでの爆発事件、警察

および入国管理問題、大規模な本部の再編などに

対応するため、組織的なIT活用が不可欠となり、

富士通のサポートが必要となりました。富士通

は、以前より内務省のパートナーとしてサポート

してきましたが、システムの機能停止などの問題

が発生したこともありました。しかし、内務省の

ニーズや今後の計画について契約と手順をもう

一度整理した結果、内務省は、富士通が提案した

新しいアプローチにより適正な価格で大きな進

化を遂げることができました。また、富士通の提

供するサービスの評価点が、2005年初めには10点

満点中4点だったのが、今では8点になり、サービ

スデスクのクレームの電話の数も1年前の半分に

なりました。このように、富士通と内務省は、内務

省組織全体を通してITを活用する新たなサービ

スアプローチを展開しています。

英国内務省
富士通と英国内務省は共に組織全体を通して、ITを
活用する新たなサービスアプローチを展開してい
ます。

コーラ社
富士通は、ヨーロッパのスーパーに初めてセルフ
チェックアウトシステムを納入しました。今後も、
フランス、ベルギー、ルクセンブルクの店舗に展開
されます。

欧　州
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アジア・豪州 他

都会から離れた地域へもトップレベルの
サービスを提供
―ノーザンテリトリー政府―

　オーストラリアのノーザンテリトリーは、世界

で最も過疎化が進んだ地域のため、行政サービス

に大きな課題を抱えていました。土地の広さは、

フランス、イタリア、スペインを合わせた広さで

すが、人口はわずか20万人です。富士通は、この課

題に真正面から取り組み、ノーザンテリトリー政

府と4年間で150百万オーストラリアドルのデス

クトップサービス契約を締結しました。過疎地域

の行政サービスを改善させるため、富士通とCSG

サービス社などの地域のビジネスパートナーは、

1カ月あるいは2カ月ごとに定期的に飛行機で、過

疎地域を訪問することにより、トップレベルの

サービスとサポートを提供します。また富士通

は、ノーザンテリトリー政府のデスクトップ環境

の有効性を高め、使用されていないファイルやプ

リンタサーバを集約することにより、システムの

稼動停止時間を大幅に減らすことができました。

ノーザンテリトリー政府
富士通は、ノーザンテリトリー政府と、飛行機を
使ったデスクトップサービスを定期的に提供する
契約を締結しました。

自動車開発の生産性を向上
ー日産テクノベトナム社ー

　経済発展によりビジネスが拡大しつつあるベ

トナムでは、日産テクノベトナムが現地の若い優

秀なスタッフを活用し、日産自動車の新製品開発

を支えています。日産テクノベトナムでは、今後

も魅力的な自動車の開発を続けるため自動車開

発に関わる業務・人員の拡大を積極的に図ってお

り、それに応じたシステムの導入を行いました。

新しいCAD*1システムでは、NAS*2導入により高

速な処理を可能にすることで生産性の向上を実

現すると共に、業務の拡大における急激な利用者

の増加にも安定したレスポンスで対応できるシ

ステムの柔軟性を実現しました。また、導入後の

運用・保守まで全てを富士通にアウトソーシング

したことで、安定したシステム運用が可能となり

ました。富士通はグローバルなネットワークを活

かし、同社のグローバル展開を支えています。
*1 CAD：Computer Aided Designの略。製品や建築物の開発にコン
ピュータを用いること。

*2 NAS：Network Attached Storageの略。ネットワークに直接接続
されたストレージ（記憶装置）の総称。

日産テクノベトナム
富士通の新CADシステムを導入し、魅力的な自動
車の開発に取り組んでいます。同社は、導入後の運
用・保守のアウトソーシングも富士通へ委託してい
ます。




