
富士通グループのCSR

富士通グループ　CSR基本方針

CSR活動の目標と実績

ISO26000を活用したCSR活動

富士通グループのCSRは、FUJITSU Wayの実践です。全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、下記の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。

富士通では中期目標（2020年度）を定め、それに向けた単年度の目標を設定し実績の開示を行っています。詳細は「社会・環境
報告書2012」のP43–44をご参照ください。

富士通では、2011年度から、社会的責任規格「 ISO26000」（2010年11月発行）を活用し、CSR活動の深化に取り組んでいます。
社内横断チームにより、ISO26000の7つの中核主題を基にしたチェックリストを作成し、実施状況を確認しました。その結果、富
士通では、全体を通して高い水準で対応できている一方で、海外を含めた関係会社のCSR対応状況の把握が課題であることが判
明しました。今後は、関係会社のCSR状況の実態調査を実施していく予定です。

地球と社会の持続可能な発展への貢献

企業活動を通じた社会的課題の解決

ICTによる機会と安心の提供
世界の70億人をICTがつなぎ・支える
社会の実現に貢献し、人々に夢のあ
る機会と安心を提供する。

地球環境保全への対応
ICTによりグローバルな環境課題の
解決に貢献するとともに、自らの環
境負荷を低減する。

ステークホルダーとの対話と協力
良き企業市民として、ステークホルダーの
多様な期待と要請を理解して企業活動を実
施する。

CSR活動の基盤強化

多様性の受容
企業と個人が共に成長できるよう、
国籍、性別、年齢、障がいの有無、価
値観に関わらず、多様な人材を受け
入れ活かす。

地球と社会に貢献する人材の育成
グローバルな視点にたち、他に先駆
けて社会の発展に貢献する高い志を
持った人材を育てる。

重要課題1 重要課題2

重要課題5

重要課題3 重要課題4
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重要課題1

社会の高齢化や生活習慣などにより、世界的にがんは死亡原因

のトップになりつつあります。その発症数は2030年までに75%

増加すると予測されており、有効な治療薬の開発が求められてい

ます。しかし新薬開発の成功確率は0.01%に過ぎず、その開発精

度の向上が喫緊の課題です。富士通は、東京大学先端科学技術研

究センター様およびスウェーデンのストックホルム大学様と共同

モロッコ王国は、アフリカの北西に位置する人口約3,200万人の

立憲君主国です。同国の携帯電話市場は急成長を続けており、国

内第2位の携帯電話サービス

会社メディテル様は、拡大す

るユーザーへのサービスの

高度化に伴う通信トラヒック増

大に対応することが喫緊の課

食糧需要の増加と気候変動で水不足が深刻化する中、世界人口

の約13%が「安全な飲料水」を利用できず、約半数近くが家庭で水

道を利用できない状況にあります。

一方、日本では上下水道インフラが老朽化し、2015年には一斉

更新の時期を迎えますが、水道事業を運営する多くの地方自治体

は、財源難や熟練技術者の不足などの困難を抱えています。

このような状況を打開すべく、水処理分野のトップクラス企業で

あるメタウォーター（株）様は富士通と連携し、クラウド上で広域に

わたる設備の遠隔モニタリングを可能とするICTインフラ「ウォー

タービジネスクラウド（WBC）」を構築しました。

で、IT創薬のシミュレーション技術を活用し、従来繰り返されてき

た動物実験や臨床試験を減少させ、新薬開発の大幅な期間の短縮

やコスト削減に貢献しています。

今後も富士通は、スーパーコンピュータの超高速な計算能力を

活用した高精度シミュレーションにより、がんをはじめとする様々

な難病に有効な医薬品の開発・改良に取り組んでいきます。

題でした。富士通は、ポルトガルテレコム様の関係会社と連携し、

高い処理能力を備えたICTプラットフォームを提案することによっ

て、同社が抱える1,000万人のユーザーへの新規サービスの展開

や機能拡張に対応が可能となりました。

富士通グループのICTプラットフォームは、モロッコをはじめ、

世界の新興国のグローバル化をICTで支えていきます。

これにより、上下水道事業を行う地方自治体などは、ICTインフ

ラを自己所有せずに共同利用することが可能となり、システム導

入およびランニング費用を含めたライフ

サイクルコストの3割以上の削減（上下水

道の広域監視の場合の従来比）が期待さ

れています。

富士通はクラウドコンピューティング技

術を活用し、将来にわたり上下水道事業の

持続性を支えていきます。

新薬開発を支える高精度結合活性予測シミュレーション

薬効のある組み合わせの探索

作らずに薬効を知る

経験則・実験
従来

シミュレーション
今後

化合物（薬）

たんぱく質

2011年度の主な事例
ストックホルム大学様との共同研究
スーパーコンピュータにより国際的なIT創薬の取り組みを加速

モロッコの携帯電話サービスの高度化に伴う通信トラヒック急増に対応した富士通グループのICTプラットフォーム

「クラウド」を活用した上下水道事業を支える新しいサービスの提供

携帯電話サービスを利用するモロッコの
人々

WBC遠隔支援サービスの様子

ICTによる機会と安心の提供
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グローバルICT企業としての使命を認識し、環境負荷の低減を追及しながらお客様・社会とともに持続的な成長・発展
を目指していきます。

ICTの力で地球と社会の持続的な発展に貢献
地球温暖化や生物多様性の減少など環境問題はより深刻化し、

資源枯渇の懸念も広がっています。私たちが持続的に発展し、豊

かな社会を実現するためには、社会を変革できる力を持つICTの

活用が必要不可欠です。

富士通グループは、自社の環境負荷低減に徹底して取り組むと

地球温暖化物質の排出削減
「Green Policy Innovation」プロジェクトによるCO2排出量削
減実績
富士通グループはグリーンICTの提供を通じた環境負荷低減プ

ロジェクト「Green Policy Innovation」を推進しています。2009

年度から2012年度の4年間にグローバルで累計1,500万トン以上

のCO2排出量削減に貢献するという目標を掲げています。

ともに、お客様・社会の環境負荷低減に大きく貢献する環境配慮

型製品や環境ソリューションの提供を加速していきます。テクノロ

ジーと創造力を活かしICTの力でグローバルな地球環境課題の解

決に貢献することで、お客様・社会とともに持続的な成長・発展を

目指します。

温室効果ガス排出量の削減
富士通グループでは、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量削

減に努めており、第6期環境行動計画において「温室効果ガスの総

排出量を2012年度末までにグローバルで1990年度比6%削減す

る」という目標を掲げています。

社会からの環境配慮の要請が高まる中、ビジネスの成長と環境負荷低減を両立する
環境経営の実現は、企業にとって大きな課題です。
富士通グループでは、環境経営を支える基盤システムとして、エネルギー使用量や

CO2排出量などの環境情報をリアルタイムに収集・分析し、ポータル画面に一元的に
表示する「環境経営ダッシュボード」を構築しました。これにより、経営層や事業部門
長、現場担当者が、それぞれの目的に合った情報を必要に応じて入手し、意思決定に
活用できます。2011年度の節電対策においても本システムを活用し、政府要請を上
回る使用電力削減を実現しました。今後もICTを活用し環境経営をさらに強化してい
きます。

環境経営ダッシュボードの画面例

ICT活用による環境経営の強化　～環境経営ダッシュボードの構築・活用～

1,500

1,200

300

900

600

「Green Policy Innovation」によるCO2排出量の削減貢献目標と実績

（万トン）（注）

（年度）

0

213 237

526 560

955 998

1,517

2009

182
31

196
41

目標 実績

2010

437

89

452

108

787

1,195

322
211

目標 実績

2011

772

183

目標 実績

2012

目標

2009年度　　2010年度　　2011年度　　2012年度

累計
（万トン）0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

27,688

「Green Policy Innovation」によるCO2排出量の削減貢献目標と実績

200

150

100

50

温室効果ガスの総排出量推移（グループ全体、グローバル）　

0

（万トン）

（年度）1990 2007 2008 2009 2010 2011 2012
（目標）

103.5

4.8
25.9

134.2

114.7

19.8

54.9

189.4

106.6

17.5

42.8
166.8

97.1

6.9
27.3

131.3

95.8

5.6
17.1

91.3

5.4
13.1

118.5 109.8 126.1

※購入電力のCO2換算計数：環境行動計画における実績報告は、
　2002年度以降は0.407トン-CO2／MWh（固定）で算出。
※CO2以外の温室効果ガス：温暖化係数（GWP）によるCO2相当の排出量に換算。
　1995年度実績を1990年度の排出量とする。

国内CO2排出量　　海外CO2排出量　　CO2以外排出量

目標
総排出量
6%削減

CO2以外
20%削減

CO2

5%削減

実績
総排出量
18.2%減

基準値

（注1） 国内／海外CO2排出量：環境行動計画の実績報告における購入電力のCO2

換算係数は、2002年度以降は0.407トン-CO2／MWh（固定）で算出。
（注2） CO2以外の排出量：温暖化係数（GWP）によるCO2相当の排出量に換算。

1995年度実績を1990年度の排出量とする。

温室効果ガスの総排出量推移　

 国内CO2排出量（注1）　　  海外CO2排出量（注1）　　  CO2以外の排出量（注2）

重要課題2 地球環境保全への対応

 ICTインフラ　　  ICTソリューション

（注） 2009年度からの累計
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2011年度の主な環境活動
タイ王国工業団地で先進的な環境モニタリングに貢献
世界では、大気汚染を原因とする年間死亡者数が200万人に及

び、将来的には早期死亡をもたらす最大の環境要因となることが

懸念されています。

富士通は、タイ王国最大級の石油化学コンビナートを擁するマ

プタプット工業団地において、タイ政府の要請に基づくNEDO（注）

の研究協力事業として、環境モニタリングシステムの構築、揮発性

有機化合物（VOC）拡散予測モデルの研究支援、および環境監視に

関する技術者育成の取り組みを開始しました。

このシステムは、環境汚染物質のデータ収集、監視、解析を行う

ため構築されたもので、工業都市化が一層進展した場合でも、大

気汚染や健康被害の発生・拡大を防止することを目指しています。

また、大気汚染の発生時には周辺住民へ早期に警鐘を鳴らせるよ

う、チュラロンコン大学が取り組むVOC拡散モデルの研究用基盤整

備を支援しています。さらに、継続的に環境管理を行えるよう、現

地の方々への技術トレーニングと知見の移転についても積極的に

取り組んでいます。

今後も富士通はタイ王国と連携して、このプロジェクトを統合環

境監視システムのモデルケースとして、同国における環境配慮社

会の実現に貢献していきます。
（注） NEDO:独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

タイ王国マプタプット工業団地

ICTを活用した生物多様性保全の推進
乱獲や生息域の減少、生態系の変化により、今日では世界の哺

乳類の25%、鳥類の13%が絶滅の危機に瀕しており、生物多様性

の保全が地球規模の課題となっています。

富士通グループでは広く社内外の方々とともに、ICTを活用した

生物多様性保全に取り組んでいます。例えば、北海道鶴居村にお

けるタンチョウ保全プロジェクトを日本野鳥の会様と協働して実施

し、自然採食場の有効性を検証するために遠隔モニタリング調査

を行いました。自然採食場は深雪地域内にあるため、これまで2

週間おきにしか調査員を派遣できませんでしたが、今回「マルチ

センシング・ユニット」の設置により10分間隔で採食場を撮影し、そ

のデータを管理棟に送信することが可能となりました。これによ

り調査精度が向上し、複数のタンチョウのグループが採食場を共用

しているという新たな事実も判明しました。

自然採食場に設置したマルチセンシ
ング・ユニット

マルチセンシング・ユニットで撮影し
た画像

V O I C E   お客様の声

公益財団法人  
日本野鳥の会  
サンクチュアリ室
鶴居・伊藤タンチョウ 
サンクチュアリ
チーフレンジャー
有田　茂生様

冬期のタンチョウは人からの給餌に頼ってお
り、日本野鳥の会ではタンチョウが自然の中で食
料を採れるよう、冬期自然採食地の創出に努め
ています。今回、整備した採食地の継続的なモ
ニタリングが可能となったことで、効果測定と今
後の整備の改善につながっています。この取り
組みを広げ、タンチョウの越冬環境の保全を進
めていきます。

この他の生物多様性保全の取り組みについては、下記Webサイトに掲載して
います。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/biodiversity/
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多様な人材を受け入れ活かすことで、社員一人ひとりと組織がともに成長したいと考えています。
社員が互いを認め合い、自分ならではの付加価値を発揮していくこと、そして多様な視点からの自由闊達な議論を
通じて、新たな知恵や技術を創造していくことを目指します。

事業戦略と社会的価値の創造を両立させるグローバルなビジネスリーダーを育成することにより、事業を通じて社
会の発展に貢献していきます。

女性社員のさらなる活躍支援
女性社員のさらなる活躍支援のため、数値目標を設定し、各種施策を実施しています。

「女性リーダー向け育成プログラム」のご紹介
女性社員の長期的なキャリア継続を支援するため、「従来の自分の枠を超えた成長モデ

ル」を集中的・意図的に経験する場を提供し、リーダーを担える人材、さらには将来の幹部

社員としての育成に取り組んでいます。

本プログラムは、キャリア意識向上やマネジメント能力開発を目的に、約1年間にわたり

実施し、最終的には、各チームが自分たちの視点やプログラムを通じて学んだことを活か

して、経営への提言を行います。

•女性社員比率　 ----------------- 20%

•新任女性幹部社員比率　 ------- 20%

2020年の数値目標
（女性社員比率と新任女性幹部社員比率を同じに
する）

障がいのある社員（下肢障がい）の活躍事例
就職面談時に、障がいについて尋ねるのではなく「富士通でどんな仕事が

したいのか？」「それを実現するためにはどんなサポートが必要なのか？」と
質問されたことが印象に残っています。このような会社の姿勢は、入社して
からも変わりありません。上司や先輩には論理的に説明さえできればどんど
ん仕事を任せてもらえます。出張にも行きますし、一人で残業することも多々
あります。
私たちの部署で取り扱うのは、社会インフラを支える製品。そんなチー

ムの一員としての責任感を持ち、自分とチームの成長を意識しながら働い
ていきたいと思っています。

在宅勤務事例
私は富士通グループで働き始めて6年近くになります。住まいが英国南部の

海岸地域にあり、事務所まで通勤するには片道2時間半もかかるため、採用に
あたって自宅でも仕事ができるようにと固定電話やヘッドセット、ノートブック

PCなどの在宅勤務のセットを設置してもらいました。これにより、事務所での
会議や海外出張などを除けば、1週間のうち2～3日は在宅勤務をしています。
私の仕事の性質上、時差のある海外とのやり取りも多いのですが、この

制度によって勤務時間のやりくりができ通勤時間もかからないため、家族と
過ごす時間も増え、ワークライフバランスがとれた充実した毎日を送ってい
ます。

エンタプライズサーバ事業本部 
商品計画部
長島 瑠美

国際人事部 UK&I分室シニアディレクター
（リワード担当）

Allison Dalley

V O I C E  社員の声 V O I C E  社員の声

Global Organization Leadership Development（GOLD）プログラム
富士通の海外グループ会社における、グローバルビジネスを牽引する次世代リーダー育成を

目的として、戦略思考やリーダーシップを習得するとともに、富士通の歴史とそのビジネスを理

解するためのプログラムが「GOLD」です。

世界中より選抜された中堅マネジメント層が、欧州、アジア、北米、日本の富士通の拠点を巡

るプログラムを実施し、各地域のビジネスや文化の特性について理解を深めています。これによ

り、地域を超えた人的ネットワークが強化され、研修プログラムの枠を越え、新たな価値創出の

場が形成されることとなりました。 GOLDプログラム集合写真

重要課題3

重要課題4

多様性の受容

地球と社会に貢献する人材の育成
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有識者を招いてのダイアログ

ICTの3つの力　（2020年の豊かな未来社会に向けての注力分野）

富士通グループがお客様を考えるとき、常にその先に広がる社会や地球の持続可能性を考慮しています。
お客様、株主・投資家、お取引先、地域社会など様々な方々の声に耳を傾け、その期待に応えることで、 
企業価値を持続的に向上させていきたいと考えます。

有識者の方々をお招きし、様々なご意見をいただき、2020年の豊かな未来社会に向けての注力分野を策定しました。

富士通グループは、2020年に向けて、ICTの3つの力で社会の変革に挑戦していきます。

1 未来を切り拓く力
～コンピューティングにより世界の難問・社会的課題を解決～

2 全ての人にチャンスをもたらす力
～使いやすい端末・インターフェース、途上国へのICT導入を促進す
る仕組みづくり～

3 安心・安全な暮らしを支える力
～ICT社会インフラの安定稼働と、サイバーセキュリティ～

• 一歩でも未来に近づく、世界トップのテクノロジー・リーダー
シップの発揮

•  課題解決型ソリューション（食・医療・教育など）の提供拡大
•  環境ビジョンの達成～低炭素で豊かな社会～

•  40億人のネットユーザーを見据えた端末・機器の開発
•  グローバルな機会提供型ビジネスの実践
•  開発途上国向けフィールド調査、パートナーシップの展開

• あらゆるものがネット接続する時代を見据えた、価値創造基
盤の構築支援

•  世界トップクラスのICTシステムの安定稼働を実現
•  サイバーセキュリティ・ソリューションの展開強化

第1回
世界的な課題と
将来のビジネス

第4回
富士通の方向性を
探る

第3回
社会的課題の
経営への統合

第2回
環境／サステナビリティ
課題とビジネス

ICTで途上国に貢献していくた
めの課題解決型ビジネスについ
て議論。

地球・環境の側面より、レジリ
アントな社会へ向けて注力すべ
き事業について議論。

経営の中にCSRをインテグレート
するための考え方や、メッセージ
配信について議論。

3回のダイアログを経て、社会課
題の解決に本業をどう活かすべ
きか、今後の方針について議論。

個々のダイアログの詳細についてはWebをご参照ください
http://jp.fujitsu.com/about/csr/society/dialog/index.html

SRI（社会的責任投資）
富士通は、以下のSRIに関する株価指標およびファンドに組み入れられています。

名称 設定会社名

Dow Jones Sustainability Indexes
（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）

ファンド名称 運用会社

住信SRI・ジャパン・オープン
（グッドカンパニー） 

住信アセットマネジメント（株）
（2012年4月現在） 

損保ジャパン・グリーン・オープン
（ぶなの森） 

損保ジャパン日本興亜アセットマ
ネジメント（株）（2012年4月現在） 

三菱UFJ　SRIファンド
（ファミリー・フレンドリー）

三菱UFJ投信（株）
（2012年2月現在） 

日興エコファンド 日興アセットマネジメント（株）
（2012年5月現在） 

日本株式SRIファンド
三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント（株）（2012年4月現在） 

重要課題5 ステークホルダーとの対話と協力
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