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代表取締役社長

　ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）は、ビジネスや社会を

支える欠かせないインフラとなっています。そして、その進化はとどまることなく続いて

います。

　クラウドやモバイルは人々の生活を大きく変え、新しいサービスやワークスタイルを実現

しました。このような環境は、人が組織や場所の制約を超えたオープンなコラボレーション

を可能にしています。また、人々の行動から生まれる大量のデータの分析は、マーケティング

をはじめ、幅広い分野で新たな付加価値を生み出しています。

　そして、人だけではなく様々なモノもインターネットにつながり、そこから生まれる

膨大な情報を瞬時に分析し、人の判断に役立てられるようになってきています。設備管理や

製造のようなビジネスの現場にとどまらず、医療、交通、農業など、社会全体において大きな

変化を生み出す可能性があります。

　人を支える力を持ったICTは、生活や産業、そして社会全体を大きく変えるイノベーション

を生み出していくと確信しています。

　富士通は、ヒューマンセントリックなICTをご提供し、世界のお客様のイノベーション・

パートナーとして課題解決に取り組んでまいります。そして、豊かで安心できる社会「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、お客様とともに豊かな

未来の創造に向けて歩んでまいります。

富士通は、人が安心して暮らせる豊かな未来

を、お客様や社会の皆様とともに創造したい

と考えています。進化するICTの力で人を支援

することにより、イノベーションの創出を加

速し、ビジネスの革新や様々な社会課題の解決

に貢献してまいります。

社長メッセージ
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富士通グループは、常に変革に挑戦し続け
快適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献し
豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供します

社会に貢献し地球環境を守ります

お客様、社員、株主の期待に応えます

企業価値を持続的に向上させます

常にグローバルな視点で考え判断します

n 人権を尊重します
n 法令を遵守します
n 公正な商取引を行います

目指します

大切にします

社 会・環 境

利益と成長

株主・投資家

グロー バル

n 知的財産を守り尊重します
n 機密を保持します
n 業務上の立場を私的に利用しません

企
業
理
念

企
業
指
針

行
動
指
針

行
動
規
範

社 員

お 客 様

お 取 引 先

技 術

品 質

良き社会人

お客様起点

三 現 主 義

チャレンジ

ス ピ ー ド

チームワーク

多様性を尊重し成長を支援します

かけがえのないパートナーになります

共存共栄の関係を築きます

新たな価値を創造し続けます

お客様と社会の信頼を支えます

常に社会・環境に目を向け、良き社会人として行動します

お客様起点で考え、誠意をもって行動します

現場・現物・現実を直視して行動します

高い目標を掲げ、達成に向けて粘り強く行動します

目標に向かって、臨機応変かつ迅速に行動します

組織を超えて目的を共有し、一人ひとりが責任をもって行動します

富士通グループの理念・指針

Fujitsu Way

社会における富士通グループの存在意義、大切にすべき価値観
および日々の活動において社員一人ひとりがどのように行動すべきかの原理原則
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「ハイパーコネクテッド・ワールド」が社会やビジネスを大きく変えていく
富士通は、ICTがどのようにビジネスと社会のイノベーション

に貢献していくのかについて、「未来のビジョン」「企業や公共

団体のお客様への提言」、そして「富士通がどのような技術やサー

ビスでお客様をご支援できるか」を、2014年4月に「Fujitsu 

Technology and Service Vision 2014」としてまとめました。

富士通は、これからの世界は「つながること」、すなわち「コネ

クティビティ」が重要なキーワードになると考えています。

このつながる世界を生み出す原動力が、次世代のインターネット

とも称されるInternet of Things（IoT）などです。人々が組織の

垣根を越えてオープンにつながり、人だけではなく多様なモノ

がネットワークにつながり、ビジネスは従来の業種を横断して

融合していく世界、これが、あらゆるものがネットワークで

つながる、未来の世界「ハイパーコネクテッド・ワールド」です。

イノベーションを生み出す三つの経営資源 「̶人・情報・インフラ」の融合
「ハイパーコネクテッド・ワールド」が到来すると、ネット

ワークにつながったモノから膨大なデータがネットワークに流

れ込んできます。モノをつなげてサービス化し、ビッグデータ

から価値を生み出すことにより、ビジネスや社会が大きく成長

する機会がもたらされると期待されます。しかし、一方では、

重大な脅威にも直面します。サイバーアタックへの対応を含め、

情報セキュリティの確保や個人のプライバシー保護が大きな

課題となってきます。

また、企業経営という観点では、この新たな世界の特性を理解

した上でビジネスモデルを構築することが重要になります。「ハ

イパーコネクテッド・ワールド」では、競争優位性の源泉がこれ

までとは大きく変わり、従来の経営資源がこれまで同様に優位

性をもたらすとは限りません。

これからのつながる世界では、革新を生み出す方法とスピー

ドが変化します。良いアイデアがあれば、誰でもイノベーショ

ンが起こせる時代になっていきます。そこでは、人がどのよう

にテクノロジーを使って創造的に価値を生み出すかが鍵になっ

ていきます。

Fujitsu Technology and Service Vision 
̶つながる世界で実現する新時代のイノベーション̶

富士通は、イノベーションへのアプローチとして、「人・情報・インフラ」の三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」を提案しています。

特集
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このような特性を持つハイパーコネクテッド・ワールドで重

要となる経営資源は、「人・情報・インフラ」の三つだと富士通は

考えています。それぞれに関して、どのように人をつないで力

づけるのか（ヒューマン・エンパワーメント）、どのように情報

から知を創造するのか（クリエイティブ・インテリジェンス）、そ

してどのようにビジネスや社会基盤全体をつなげて最適化する

のか（コネクテッド・インフラストラクチャー）という取り組む

べき課題が浮かび上がってきます。

これからの時代におけるイノベーションへの新たなアプロー

チは、この三つの経営資源を融合するソリューションやサービ

スによって、ビジネスや社会の価値を実現していくことです。 

富士通は、これを「ヒューマンセントリック・イノベーション」

と呼んでいます。富士通は、ICTを活用してこの三つの経営資源

を融合したビジネスモデルを構築することにより、お客様と一

緒にビジネスイノベーション、ソーシャルイノベーションを起

こし、新たな価値を共創していきたいと考えています。

富士通は、ヒューマンセントリック・イノベーションを実現する三つの経営資源「人・情報・インフラ」の潜在力を引き出していくための

テクノロジーとサービスのポートフォリオを提供しています（下図）。これは、ヒューマンセントリック・イノベーションを実現するために

必要な構成要素です。

ヒューマンセントリック・イノベーション

富士通が提供する価値
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「FUJITSU Big Data Initiative」ビッグデータ活用を支援
ビッグデータ活用に

よるお客様・社会のイノ
ベーション の 加 速 に
向けて、製品・サービス
群を「FUJITSU Big Data 
Initiative」として、新た
に体系化しました。「ビッ
グデータイニシアティ
ブセンター」を開設し、
800名体制でお客様の
ビッグデータ活用支援
をワンストップで実施
していきます。

TOPICS

アプリケーション 業種・業務・情報系アプリケーション

ビッグデータ
アナリティクス

アナリティクス データ利用（コンバージェンス）

Interstage, ISV（SAP,SAS,Oracle） オープンデータ検索連携「Linked Open Data」

ビッグデータ人材育成サービス 位置情報活用基盤サービス「SPATIOWL」

データキュレーションサービス 外部データ連携「Data Plaza」

ビッグデータ
エンジン インメモリ マスターデータ管理複合イベント処理並列分散処理カラムストア

オファリング

インテグレーション・サービス

業務プロセス改革 マーケティング高度化 商品／サービス強化

サプライチェーン最適化

リアルタイム経営 CX（顧客体験価値） センサーM2M

需要予測

エネルギーマネジメント

社会インフラ維持・管理 人的リソース最適配置

設備メンテナンス高度化 パーソナライズ化頻発停止発生予測

ビッグデータ
プラットフォーム センシングネットワーク

スマートデバイス クラウドサービスPCクラスタサーバ、ストレージ

「Akisai農場」（沼津工場敷地内）

クラウドサービスの提供を開始した
タイのデータセンター

お客様のビジネスに関するノウハウと組み合わせることにより、
世界中のお客様の新たな価値創造に貢献していきます。
国内No.1、グローバルNo.4のシェアを持つサービス事業においては、ITシステムのコンサルティ
ング、設計、アプリケーション開発、実装などのインテグレーションを行うソリューション／SIと、
ICTシステムをデータセンターなどでお預かりし、一括運用管理を行うアウトソーシングや保守サー
ビスを中心とするインフラサービスを展開しています。さらに、お客様の既存ICT資産を有効活用し
つつ、あるべき情報システムの実現を支援する「モダナイゼーション」により、俊敏かつ柔軟なある
べき情報システムの姿へ近づけることで、お客様のビジネスのイノベーション実現、ICTの力を活用
した豊かな社会づくりを支援していきます。

お客様が描く 
イノベーションを現実に

事業別売上高
26,272億円

52.3%

（2014年3月期）

テクノロジーソリューション／サービス
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垂直統合型データベースシステムのラインナップを強化 
「FUJITSU Integrated System HA Database Ready SX2」
「FUJITSU Integrated System HA Database Ready 

SX2」に、高性能・大容量モデルを追加しました。シス
テム導入後のデータベース容量拡張に対応し、さら
に、標準暗号化方式AES（Advanced Encryption 
Standard）における最高強度の暗号化キーを採用し
た暗号化機能も追加しました。これらにより、「HA 
Database Ready SX2」は、高性能・高信頼が求められ
る社会基盤システムから、高速バッチ処理やデータ
集約などの高性能・大容量が求められる情報系シス
テムまで、幅広い分野への適用を可能にしました。

TOPICS
UNIXサーバ
「SPARC M10-4S」

2WAYブレード型PCサーバ
「FUJITSU Server PRIMERGY BX924 S4」

高度な技術を積み重ねた、高性能・高信頼のシステム 
プラットフォームを提供しています。
システムプラットフォーム事業は、ICTの基盤となるシステムプロダクトとネットワークプロダ
クトで構成されています。システムプロダクトは、世界でも数少ない自社製CPUを搭載した企業の
基幹システムを支える高性能・高信頼のメインフレーム、UNIXサーバに加え、クラウド・コンピュー
ティングなどさらなる市場の拡大が期待されるPCサーバ、また、今後のあらゆるものがつながる
世界において、さらに増え続ける大容量のデータを蓄積するストレージシステムなど、お客様のニー
ズに合わせた製品をグローバルに展開しています。ネットワークプロダクトは、高い技術力とサポー
ト力を背景に、国内通信キャリア向け光伝送システム、携帯電話基地局、および競争が激しい 
北米市場における光伝送システムで高いシェアを誇っています。

お客様の業務に最適な 
システムプラットフォームを提供

事業別売上高
6,157億円

12.2%

（2014年3月期）

テクノロジーソリューション／システムプラットフォーム
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触感が得られるタッチパネルを搭載したタブレットを試作
富士通は、富士通研究所が新たに開発した触覚技術により、ツルツル感

やザラザラ感といった触感が得られるタッチパネルを搭載したタブレッ
トを試作しました。超音波振動で、
タッチパネルと指の摩擦力を変化
させて触感を提示する業界初の技
術により、タッチパネルで従来表
現が難しかったツルツル感やザラ
ザラ感など、リアリティのある
様々な触感を実現しました。

TOPICS やりたいことを最適なスタイルで 
楽しめ、先進機能搭載の 
デスクトップパソコン 
「FMV ESPRIMO WH77/S」

世界最高峰の高精細ディスプレイと 
超高速通信を楽しめる3日持ちARROWS
「ARROWS NX F-02G」

人にやさしい独自のセンシング技術により、使いやすい 
製品をお届けしています。
ユビキタスソリューション事業では、パソコン、スマートフォン、オーディオ・ナビゲーション
機器や自動車用電子機器などを製造開発しています。
パソコンは、タッチやペン操作に最適な角度に変形でき、さらに最新のセンシング技術を搭載し

たデスクトップパソコンや、大人世代に向けた美しく、使いやすいノートブックパソコンGRANNOTE
など、高品質・高付加価値製品を提供しています。携帯電話は、最先端の高速CPUを搭載した
「ARROWS」「STYLISTIC」ブランドや、見やすさ・聞きやすさ・使いやすさを追求した「らくらくホン
シリーズ」を展開しています。モバイルウェアは、スマートフォンと連携して、ドライブがより楽し
く誰もが気持ち良く使いこなせるカーナビゲーションシステムECLIPSEをはじめ、「ツナガル」製品
で多様なニーズにお応えします。

ヒューマンセントリックな
製品をお客様に

事業別売上高
11,254億円

22.4%

（2014年3月期）

ユビキタスソリューション
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半導体事業再編の概要

TOPICS

再編後

再編後の富士通セミコンダクターグループ

現在

会津ファウンドリ新会社として分社会津若松工場（150mm）
富士通セミコンダクターテクノロジ（200mm）

パナソニックと統合新会社設立システムLSI（SoC）事業

三重ファウンドリ新会社として分社三重工場（300mm）

システムメモリ事業システムメモリ事業

富士通エレクトロニクス富士通エレクトロニクス

人々の生活を豊かに彩るエレクトロニクス製品の頭脳とも言える
LSIやリレー、コネクタなどの製品を開発・提供しています。
デバイスソリューションは、電子部品事業と半導体事業とで構成されています。電子部品事業で

は、ニーズに応じた最先端の半導体パッケージをはじめ、接続部品のリレーやコネクタ、入出力 
デバイスのキーボードやタッチパネル、サーマルプリンタ並びに電子デバイスの無線モジュール、
電気応用機器のサーバ・コンソールスイッチ（KVMスイッチ）などの機構部品を、富士通グループの
グローバルネットワークを通じて、世界中の半導体メーカーやエレクトロニクスメーカーに提供し
ています。半導体事業では当社グループの富士通セミコンダクターがデジタル家電や自動車、携帯
電話、サーバなどに搭載されるLSIを提供しています。現在、当社グループは、半導体事業の構造改
革に取り組んでおり、事業の再編を行っています。

エレクトロニクス製品を支える
電子部品・機構部品における
トータルソリューションを提供

事業別売上高
6,002億円

11.9%

（2014年3月期）

デバイスソリューション

2014年4月、システムLSI（SoC）事業についてパナソニック株式会社と統合新会社を設立し、株式会社日本政策投資銀行の
出資および融資を受けることについて3社間で基本合意しました。2014年度第4四半期での統合完了と事業開始を見込ん
でいます。また、三重ファウンドリ新会社にはユナイテッド・マイクロエレクトロ二クス・コーポレーション（UMC）が、 
会津ファウンドリ新会社の200mm会社にはオン・セミコンダクターが少数株主として資本参加する予定です。
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ICTパートナーとして、世界中のお客様とともに 
新たな価値の創出に取り組んでいます。

クラウド化により、グループ全体の効率性と生
産性の向上を実現

Balfour Beatty社様は、4万人を超える従業員を擁し、80カ国
以上で事業を展開するグローバルな建設会社です。同社は、今後の
成長とイノベーションに向け、グループ企業間の協業をより効果的に
推進するために、IT基盤整備のパートナーとして富士通を選定しま
した。富士通は、英国国内10カ所に散在している同社の1,500台の
サーバをロンドン市内の二つの富士通データセンターに統合し、約
5,500のアプリケーション・ソフトウェアを大幅に合理化すること
で、クラウドと共用ストレージの環境を整備しました。さらに事業
所450カ所と作業現場450カ所で計14,500名の従業員が使用する
端末に富士通のハードウェアを導入し、デスクトップサービスと
ユーザーサポートも提供しました。これらにより、グループ企業間
の情報共有を促し、柔軟かつ迅速なプロジェクト進行が可能となり
ました。

新たな児童・生徒情報システム導入を通じて、 
学習の進捗管理の向上にテクノロジーで貢献

富士通は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州教育省様より、
同州全域の学校を対象とする新たな児童・生徒情報システム
「MyEducation BC」の構築および運用管理を受注しました。本シス
テムは、それぞれの学区や学校、教員、保護者、そして児童・生徒が、
受講コースの管理や教員のスケジュール管理、成績表の作成、個々
の状況に合わせた学習支援を実現すると同時に、一人の児童・生徒
の幼稚園入園から高等学校卒業までの記録の一括提供なども可能に
します。モバイル機器を含むあらゆるブラウザから安全なアクセス
により、児童・生徒とその保護者は、オンラインで学習の進捗状況
の参照や教職員とつながり、さらに宿題の提出もできるようにな
ります。また、学区を越えた、教員同士のコラボレーションや教材
の共有のほか、教員と保護者、児童・生徒が継続的に連絡を取り合う
ことも可能となります。

EMEIA
(Europe, Middle East, India and Africa)

THE AMERICAS

■ 英国／Balfour Beatty社様

■ カナダ／ブリティッシュ・コロンビア州教育省様

お客様事例
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ICTパートナーとして、世界中のお客様とともに 
新たな価値の創出に取り組んでいます。

日本で蓄積したノウハウを活かし、インドネシ
アに災害情報管理システムのソリューションを
提供

地震や津波、洪水などの自然災害が発生しやすいインドネシア・
ジャカルタ州では、例年、多くの被害が発生し、地域経済に影響を及
ぼしています。これまで、同州防災局は、手作業で災害情報を管理
していたため、迅速で的確な情報提供と被害軽減活動が効果的に
機能していませんでした。そこで富士通は、日本で蓄積してきた経験
とノウハウが集約された災害情報管理システム（DIMS）を提案しま
した。DIMSは、災害被害軽減活動の各過程における情報管理のス
ピードアップを実現するシステムで、早期警報の発信、効率的な情
報収集および情報提供、迅速な意思決定を支援します。DIMS導入
により、同州防災局のレスポンスタイムは大幅に短縮され、各機関
が必要とする、より確度の高い詳細情報のリアルタイム配信が実現
しました。その結果、より効果的かつ効率的な災害被害軽減活動が
可能になりました。

ICTによりサステナビリティへの取り組みを支援

Meridian Energy社様は、ニュージーランド最大手の再生可能エ
ネルギー発電事業者として、7カ所の水力発電所に加え、風力発電所
を北島に1カ所、南島に3カ所、所有・運営しています。同社は、 
電力事業全域で大幅なエネルギー効率の向上を達成し、ニュージー
ランドで最もサステナビリティ水準の高い企業として評価されて
います。しかし、同社はさらなるパフォーマンスの向上に向けて、 
厳しい課題に直面していました。そこで富士通は、同社のICTサステ
ナビリティ評価およびベストプラクティスを達成するために世界
の同業他社との比較によるベンチマーク評価を実施し、評価向上の
ために数々の施策に取り組みました。その結果、再度実施したベンチ
マーク評価では81.1を得点し、富士通グローバルICTサステナビリ
ティ・ベンチマークにおいて、世界トップ6%に入りました。

ASIA

OCEANIA

■ インドネシア共和国／ジャカルタ州防災局様

■ ニュージーランド／Meridian Energy社様

■ 日本／メタウォーター株式会社様

ジャカルタ州防災局　情報管理部責任者　Edy Junaedi 氏

画像提供：メタウォーター株式会社様

水道インフラ現場の作業効率化とスキルの平準
化を実現

メタウォーター株式会社様は、上下水処理施設向け機械設備・ 
電気設備で業界トップクラスのシェアを占める水・環境分野の総合
エンジニアリング企業です。施設の設計・建設に加え、維持管理・運営
する事業領域にも注力しています。同社では、施設老朽化による
設備更新コストの増大や熟練技術者不足などの課題解決に向けて、
タブレットとAR（拡張現実）技術に注目し、ARマーカーの認識精度
が高く、手振れにも強い独自技術を有する富士通をパートナーと
して選定しました。タブレットとARマーカーを活用することで、
作業場所・機器の特定や、実際の作業方法・手順、注意点などの表示
および記録が可能となり、情報共有を促進するとともに作業の効率
化を実現しました。さらに経験や五感に裏づけられた熟練技術者の
作業内容を、ARマーカーにより作業場所に紐づけて画像・動画・
音声などに集約することも可能となりました。

JAPAN
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生成 認証情報A

認証情報B

認証情報C

生成

登録 照合

登録 照合

登録 照合
生成

手のひら静脈

110101011……
決済

サービス

荷物受取
サービス

本人署名
サービス

111100010……

101101010……

次世代のソリューション／サービスから、システム、ネットワーク、 
デバイス、材料に至る幅広い先端技術の研究開発を推進します。

実世界におけるICT機器の操作とサービスの自然な連携
が可能となるユーザーインターフェース技術を開発
物に触れるという行動をきっかけに作業手順などの情報を

提示するグローブ型ウェアラブルデバイスと、汎用カメラで指
先の位置を高精度・高速に検出して3次元空間でタッチ操作を
可能にする次世代インターフェースを世界に先駆けて開発し
ました。また、ツルツル感やザラザラ感といった触感が得られ
るタッチパネルなど、人の五感に訴えるインターフェースを 
実現する技術を開発しました。

世界中にばらばらに存在する、大量で多様なデータを 
結びつけて利活用する技術を開発
関連する他の情報と相互に結合されたデータであるLinked 

Open Data（LOD）が世界中で公開されはじめています。この
LODを収集・格納し、複数の関連情報を高速に一括検索できる
基盤を、アイルランドの研究機関The INSIGHT Centre for Data 

Analyticsと共同で世界に先駆けて開発しました。これにより、
例えば、LODとして公開されている企業の基本情報（業種・従業
員数等）、財務情報（売上高・利益等）、株価情報などのデータか
ら、企業業績を瞬時に多角的に分析することが可能となります。

安心・安全に情報を活用するために必要なセキュリティ
技術を開発
プライバシー性の高いデータをこれまで以上に安全に利用す

るために、データを暗号化したまま高速統計処理や検索処理で

・ 先端技術を生み出し、蓄積する
・ グローバルにバリューチェーンを構築する

・ 新しいビジネスの創出を促進する
・ 社会的な責任を負う

研究開発のミッション

研究開発

グローブ型ウェアラブルデバイス 次世代インターフェース

触感タッチパネル

モノへのタッチ、ジェスチャ
入力で情報操作

ツルツル感 凹凸、ザラザラ感

高圧の空気膜

超音波振動 超音波振動

低摩擦
高摩擦

きる技術を開発しました。また、手のひら静脈画像からサービス
ごとに異なる認証情報を生成できる技術を開発しました。万一、
登録した情報が漏えいした場合でも他のサービスには影響
しないため、再登録することで安心してサービスを使い続ける
ことができます。

ICTインフラの構成を動的に変更させながら 
最適な状態を実現し続ける技術を開発
爆発的なデータ量の増加に伴う通信量の急増やサーバ高負荷

化への対応として、データや処理をネットワーク上のサーバに
自動配備する分散サービス基盤技術を開発しました。最適な分散
処理により通信量を約100分の1に削減でき、レスポンスを
大幅に向上させることができます。また、プール化したCPU・
メモリとストレージを高速インターコネクトで組み合わせる
ことで、利用者の要望に応じたサーバ構成を10分程度で提供可
能な技術を世界で初めて開発しました。

プロダクトの試作・開発現場を支える基盤技術を開発
次世代サーバやスーパーコンピュータの高性能化に向けて、
増大する消費電力を2割削減するクロック伝送技術を開発しま
した。さらに、スーパーコンピュータの新たな活用先として、
これまで困難であった磁性材料の大規模磁化反転のシミュレー
ション技術を開発し、磁性体の微細な磁区構造を解析すること
が可能になりました。
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出願中・登録中特許　 
ビジネスセグメント別比率

出願中・登録中特許　 
地域別比率

合計
約95,000
（件）

合計
約95,000
（件）

1  テクノロジー 
ソリューション 30%

2  ユビキタス 
ソリューション 5%

3  デバイス 
ソリューション 26%

4  共通基盤・ 
新分野 39%

1   日本 45%
2  米州 25%
3  欧州 17%
4  アジア・ 
オセアニア 13%

1

1

2

2

3

3

4

4

（2014年3月31日現在）

（2014年3月31日現在）

 （件）

1 パナソニック（株） 7,123 
2 トヨタ自動車（株） 5,586 
3 キヤノン（株） 5,582 
4 三菱電機（株） 4,963 
5 （株）東芝 4,623 
6 本田技研工業（株） 3,637 
7 富士通（株） 3,483 
8 （株）リコー 3,292 
9 日本電気（株） 2,940 

10 シャープ（株） 2,871 
11（株）デンソー 2,826 
12（株）日立製作所 2,607 
13 富士フイルム（株） 2,553 
14 セイコーエプソン（株） 2,370 
15 日産自動車（株） 2,037 
16 京セラ（株） 1,860
17 日本電信電話（株） 1,800 
18 ソニー（株） 1,787 
19 大日本印刷（株） 1,721 
20 富士ゼロックス（株） 1,445 
特許公報発行日　全出願人カウント
特許庁公開データによる自社調査
上記、富士通（株）以外の富士通グループ件数は1,645件（20社）
富士通グループ計：5,128件

2013年 国内特許登録件数ランキング
 （件）

1 IBM Corporation 6,809 
2 Samsung Electronics Co., Ltd. 4,676 
3 キヤノン（株） 3,825 
4 ソニー（株） 3,098 
5 Microsoft Corporation 2,660 
6 パナソニック（株） 2,601 
7 （株）東芝 2,416 
8 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2,279 
9 QUALCOMM Incorporated 2,103 

10 LG Electronics, Inc. 1,947 
11 Google Inc. 1,851  
12 富士通（株） 1,806 
13 Apple Inc. 1,775 
14 General Electric Company 1,739 
15 GM Global Technology 1,626 
16 セイコーエプソン（株） 1,494 
17（株）リコー 1,470 
18 Intel Corporation 1,455 

19 Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. 1,360 

20 BlackBerry Limited 1,334 
特許公報発行日　全出願人カウント
出典：IFI CLAIMS Patent Services社データ
上記、富士通（株）以外の富士通グループ件数は649件（12社） 
富士通グループ計：2,455件

2013年 米国特許登録件数ランキング

事業活動を支える重要な経営資源である知的財産の創出、 
最大限の活用に向けて取り組んでいます。

知的財産戦略
富士通グループは、経営戦略に基づき、知的財産戦略を、常に
事業戦略、研究開発戦略、スタンダード（標準化）戦略と一体的
に実施しています。そのために、事業活動の早い段階で、知的
財産の側面から多面的な分析を行い、その分析に基づく活動に
つなげています。知的財産戦略の実施によって、富士通グルー
プ全体の知的財産の価値を最大化するように努めています。

超並列計算機の多次元トーラス接続技術

知的財産戦略の位置づけ

経営戦略

研究開発戦略
・新規研究開発
・産学連携

スタンダード戦略
・標準化活動推進

知的財産戦略
・権利の取得・維持・活用
・技術動向調査・分析・評価
・特許ポートフォリオ分析
・グローバルな戦略の構築

事業戦略
・新規参入
・競合優位性
・アライアンス

知的財産

多次元トーラス接続構造
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富士通のスーパーコンピュータ「FUJITSU Supercomputer 

PRIMEHPC FX10」は、最大数万ノードからなる計算機を並列
に接続した計算機システムであり、各ノードは「多次元トーラス」
と呼ばれる構造で接続されています（下図参照）。
この構造を用いると、特別なスイッチを使わずに任意の位

置で細かく区画化でき、また、ノード故障時には小さく迂回し
た経路を使って計算を継続できる効果があります。
この技術は、公益社団法人発明協会の平成26年度「恩賜発明

賞」および公益財団法人新技術開
発財団の平成23年度市村産業賞
「貢献賞」を受賞するなど、社外
から高い評価を受けています。
この技術を適用した当社の

スーパーコンピュータは、「生
命科学・医療および創薬」、「新
物質・エネルギーの創生」など
の研究に利用されています。



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ます。

国際社会・地域社会のために

国内

震災の教訓を未来に　『仙台市　震災記録誌』の発刊を支援
富士通は、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
とするために、『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を記すとともに、市民生活の復旧
状況を時系列で整理することにより、表出した様々な課題や
改善策が記録されています。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と防災
意識の醸成に、ICTを通じて貢献していきます。

海外

英国における若年者雇用促進への支援
若年失業率＊の改善は、

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%と高い水準に上
り、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や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。また、社員がボランティアとして
学校を訪問し、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。

写真提供：NANO Association

＊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。

文化・協賛活動

ステークホルダーとともに豊かな社会を実現
富士通は、国内の高校生および高等専門学校生を対象とする科学技術の自由研究コンテスト「高校
生科学技術チャレンジ」や、高専生がアイデアと実現力を競う「全国高等専門学校プログラミングコン
テスト」を支援しています。さらに、2014年1月にオープンしたお仕事体験テーマパーク「カンドゥー 
幕張新都心」に、ICTをテーマにしたアトラクション「富士通テックラボ」を出展。子どもたちに ICT
のチカラや魅力を伝え、夢をかたちにするお手伝いをすることがものづくり企業としての私たち
富士通の使命と考えています。また、「富士通コンサートシリーズ」や「富士通レディース」ゴルフ
トーナメントなど、文化・スポーツイベントの主催・協賛を通じて、豊かな社会の実現に向けて取り組ん
でいます。 「富士通テックラボ」での楽しい学びと体験

スポーツを通じた貢献活動

スポーツを通じて人々に夢と感動を
富士通は、スポーツ活動を通じて「夢」と「感動」を人々に与えることを目的に、日々その技術の向上

に努め、スポーツの発展に寄与しています。長きにわたり日本陸上界をリードし続けている陸上競技
部は、オリンピックをはじめ国際大会に多くの代表選手を輩出しています。また、常にトップリーグ
で上位の成績を残している女子バスケットボール部「レッドウェーブ」や、アメリカンフットボール部
「フロンティアーズ」など、着実に強豪チームの一角として歩みを進めてきています。

社会貢献活動
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環境活動

クリーンルームの加湿方式変更による省エネ
富士通コンポーネントの技術開発センターでは、クリーンルームの加湿方式の変更や、コンプレッ
サーの排熱有効利用を通じて省エネを図っています。従来、タッチパネル製造工場のクリーンルーム
では、ボイラー蒸気による加湿を行っていましたが、室内への純水噴霧による加湿方式に変更しま
した。これにより、湿度管理・制御を改善し、ボイラーの燃料使用量も削減することができました。
また、純水噴霧の気化熱は室温を下げる効果もあり、年間を通して冷房運転を行うクリーンルームの
冷房負荷の低減（冷凍機の電力消費量削減）も実現しました。これらの結果、年間約650トンのCO2排
出量削減（前年度比▲20％相当）と年間2千万円を超えるコスト削減を実現しました。

生命保険会社様の営業職員向けにタブレット端末を導入し、CO2排出量を43.1％削減
富士通は、生命保険会社の営業職員が利用する契約管理システムの中核となるタブレット端末

ソリューションを提供しました。セキュリティ機能を高め、お客様先でタブレット端末を使って
商品説明から契約の事務までを行えるようにし、書類のペーパーレス化や外出先から営業所までの
移動時間を削減しました。この環境貢献効果を評価したところ、温室効果ガスを43.1%削減（当社
試算）、数千万枚の大幅なペーパーレスの実現、そして、人の移動量（出張費・交通費の削減）とオフィ
ススペース（照明や空調などの省エネ）の削減などの顕著な効果が表れました。

英国のサフォーク大学様のデータセンター最適化で、消費電力80%削減に貢献
ICTの普及により、大学生たちはいつでもどこででも教材を手に入れ、学習できることを望むよう

になっています。それに応えるため、英国のサフォーク大学様は、ICT機器の新規導入のパートナー
として富士通を選びました。ストレージエリアネットワーク（SAN）を刷新するとともに、全ストレージ
を2台のFUJITSU Storage TERNUS DX80へ集約、さらに仮想化技術を導入し、5台のFUJITSU Server 

PRIMERGY RX300に物理サーバ約100台を集約しました。これらにより、システム稼働時間や処理
性能の向上、さらに消費電力80%削減およびフロア占有面積70%削減を実現しました。

タブレット活用シーン（イメージ）

サフォーク大学様外観

純水噴霧による加湿（イメージ）

ユニバーサルデザイン

人々が安心・安全・快適、そして豊かに生活できる社会へ
富士通は、誰もが参加できるICT社会の実現を目指して、ユニバーサルデザインに取り組んでいま
す。全ての人にとって使いやすく、より多くの人の社会参加を可能にする製品やサービスを開発し、
提供していきます。
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プロフィール

役員紹介（2014年7月1日現在）

社名 富士通株式会社（FUJITSU LIMITED）

本社所在地 〒105-7123  東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

TEL 03-6252-2220

設立 1935年6月20日

事業内容 通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供

資本金 3,246億2,507万5,685円（2014年3月31日現在）

従業員数 連結：162,393名　単独：25,616名（2014年3月31日現在）

連結子会社数 512社（2014年3月31日現在）

ホームページ http://jp.fujitsu.com/

取締役
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

工藤　義一
谷口　典彦

取締役 伊藤　晴夫
沖本　隆史
古河　建純
須田　美矢子
横田　淳

取締役相談役 間塚　道義

監査役
常勤監査役 加藤　和彦

村上　彰彦
監査役 山室　惠

三谷　紘
初川　浩司

執行役員
代表取締役社長 山本　正已
代表取締役副社長 藤田　正美
執行役員副会長 肥塚　雅博
執行役員専務 浦川　親章

工藤　義一
谷口　典彦

執行役員常務 川妻　庸男
浜場　正明
五十嵐　一浩
花田　吉彦
小野　弘之
大槻　次郎
河部本　章
齋藤　邦彰
塚野　英博
松本　端午
田中　達也
古田　英範
ダンカン テイト

エグゼクティブフェロー 雄川　一彦

執行役員 安部　豊 小泉　慎一
廣野　充俊 安井　三也
竹田　弘康 山田　隆史
野田　敬人 川上　博矛
半田　清 近藤　芳樹
小澤　基之 今田　和雄
北岡　俊治 近藤　博昭
香川　進吾 髙田　克美
広瀬　陽一 遠藤　明
吉井　伸二 中野　克己
木脇　秀己 佐川　千世己
中島　猛 窪田　雅己
米倉　誠人 蒲田　顕久
手塚　文彦 ロバート プライヤー
佐藤　勝彦 岡田　昭広
菊田　志向 阪井　洋之
小田　成 広瀬　敏男
マイク フォスター

企業プロフィール

18



*1 JAIMSは、環太平洋諸国のビジネスマンの相互理解を深めるために設立された、ハワイ州教育局認可の非営利法人です。
*2 「FUJITSU Cloud Initiative」、「FUJITSU Big Data Initiative」、「FUJITSU Mobile Initiative」、「FUJITSU Security Initiative」

• UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
• インテルは、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
• SUN、Solarisは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
• 全てのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc.のライセンスを受けて使用している同社の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
• SAPは、ドイツおよびその他の国におけるSAP AGの登録商標です。
• Microsoftは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
• Ciscoは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の登録商標です。
• 「京」は、（独）理化学研究所の登録商標です。
• その他記載の会社名、製品名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。
• 各ページの内容およびデータは、2014年10月9日現在のものです。
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富士通の歩み

1935年 6月 富士通信機製造株式会社設立（通信機器の製造会社として発足）
1949年 5月 新株式を東京証券取引所再開と同時に上場
1954年 10月 国内で初めてリレー式自動計算機「FACOM 100」を完成
1962年 5月 富士通研究所を設置
1967年 6月 富士通株式会社に社名変更
1972年 1月 日米経営科学研究所（JAIMS）*1を設立
 12月 米国アムダール社に資本参加
1974年 11月 汎用コンピュータ「Mシリーズ」発表
1979年 4月 富士通日本語情報システム「 JEF」発表（コンピュータで漢字を扱えるように）
1980年 5月 日本語ワードプロセッサ「OASYS 100」発表
1981年 5月 パーソナルコンピュータ「FM-8」発表
1990年 11月 英国ICL社へ80%資本参加
1992年 6月 総合サービス体系「PROPOSE」発表
1993年 10月 AT互換の国際標準パソコン「FMVシリーズ」発表
1995年 5月  世界最高速CMOS汎用プロセッサと並列処理技術を採用したグローバルサーバ「GS8000

シリーズ」発表
 8月   42型カラー・プラズマディスプレイパネル（PDP）を世界で初めて商品化
 12月 「富士通館林システムセンター」開設
1997年 9月  米国アムダール社を100%子会社化
 11月 ネットワークコンピューティングの体系「SOLUTIONVISION」を確立
1998年 10月 英国ICL社を100%子会社化
1999年 6月 「環境会計に対する第三者認証」を国内で初めて取得
 7月 富士通インターネットサービス「 InfoWeb」と総合オンライン情報サービス「ニフティ

サーブ」を統合し、インターネットサービスプロバイダー「@nifty」誕生
2000年 5月  PCサーバ「PRIMERGY」、UNIXサーバ「PRIMEPOWER」のブランド統一
2001年 5月 ブロードバンド・インターネットへの取り組みを強化
2002年 2月 プラットフォームコンセプト「TRIOLE」を確立
 4月 欧州、北米のサービス事業を再編し、「富士通サービス」「富士通コンサルティング」を設立
 6月 世界で初めて植物性プラスチック部品をノートパソコンに採用
2003年 1月 インテル コーポレーションとミッションクリティカル領域向け新サーバの開発協業に合意
 11月 ソリューションビジネスの戦略拠点として「富士通ソリューションスクエア」を開設
2004年 6月～12月 SUN、SAP、Microsoft、Ciscoなどのグローバルパートナーとの戦略提携を加速
2005年 4月 世界最強の基幹IAサーバ「PRIMEQUEST」発表
 6月 非接触型手のひら静脈認証装置ビジネスをワールドワイドに展開
 11月 EDSとテクノロジーパートナー契約を締結
2007年 4月 オープンシステムの標準となる最速・高信頼性のSolaris／SPARCサーバを投入
2008年 3月 LSI事業の分割による新会社「富士通マイクロエレクトロニクス株式会社」を設立
2009年 4月 富士通シーメンス・コンピューターズを100%子会社化し、「富士通テクノロジー・ソリュー

ションズ」を設立
2010年 4月 クラウドコンピューティングのシステム検証施設「富士通トラステッド・クラウド・スク

エア」を開設
2011年 6月、11月 スーパーコンピュータ「京」が2期連続で計算速度世界一（2011年6月および11月TOP500

リスト）を獲得
 11月 「京」の技術をベースに開発し、性能を約2倍に向上させたスーパーコンピュータ「PRIMEHPC 

FX10」を販売開始
2012年 6月 スーパーコンピュータ「京」が完成
2013年 4月 「Fujitsu Technology and Service Vision」を発表
2013年 5月～ お客様・社会のイノベーションの加速に向けて、クラウド、ビッグデータ、モバイル、セキュ
2014年 1月 リティ製品・サービス群を新たに体系化*2。

連結売上高推移

連結営業利益推移

（3月31日に終了した会計年度）

（3月31日に終了した会計年度）

※ 2013年3月期の数値については、「従業員給付」（IAS第19号
平成23年6月16日）の遡及適用後の数値となっています。
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見やすさへの配慮
本冊子は、富士通が開発したソフトウェア「Color Selector（カラー
セレクター）」でチェックし、文字や図表がより多くの人にとって見
やすいように、アクセシビリティの高い色の組み合わせを使用して
います。

環境への配慮
● 有害物質の使用量や排出量が少ない「水なし印刷」技術を使用し
ています。

● 森林保全につながるFSC®（Forest Stewardship Council®）「森林
認証紙」を使用しています。

● VOC（揮発性有機化合物）を含まない「植物油インキ」を使用して
います。

jp.fujitsu.com

富士通株式会社
〒105-7123　東京都港区東新橋1-5-2　汐留シティセンター
電話：03-6252-2220（代表）

©2014 富士通株式会社
Printed in Japan　AA0001-22（2014年10月）




