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パーパスの実現へ 
 
挑戦･信頼･共感を原動力に 
富士通にしかできない 
価値創造を目指します
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パーパス

わたしたちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、

世界をより持続可能にしていくことです

大切にする価値観

挑戦

志高くターゲットを設定し、スピード感をもって取組みます

多様性を受け入れ、斬新なアイデアを生み出します

好奇心を持ち、失敗や経験から学びます

ヒューマンセントリックなイノベーションにより、より良いインパクトをもたらします

信頼

約束を守り、期待を超える成果を出します

倫理感と透明性を持って誠実に行動します

自律的に働き、共通のゴールに向けて協力します

テクノロジーを活用し、信頼ある社会づくりに貢献します

共感

お客様の成功と持続的な成長を追求します

すべての人々に耳を傾け、地球のことを考えて行動します

グローバルな課題を解決するために協働します

社員、お客様、パートナー、コミュニティ、株主に共通価値を創造します

行動規範

人権を尊重します

公正な商取引を行います

機密を保持します

法令を遵守します

知的財産を守り尊重します

業務上の立場を私的に利用しません

社長メッセージ

私たち富士通グループは、「イノベーションによって社
会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」
というパーパスを追求しています。その出発点は、お客
様やパートナー、従業員とともに、社会や人々の暮らし
のあるべき姿や解決すべき課題を共有し、乗り越える手
段を考えることです。ただし、社会課題解決に向けて連
携する皆様と信頼関係を築くには、真の共感が必要で
す。私は、当社の大切にする3つの価値観である挑戦、
信頼、共感のサイクルを重ねることが、新たな価値の創
造と私たち自身の持続的な成長につながると考えてい
ます。
その背景には、先の予測が難しい時代において世界
を持続可能にしていくためには、社員一人ひとりが事業
を通じた貢献を起点に発想し、挑戦していかなければ、
本当に必要とされる価値を創造し続けることはできない
のではないか、という危機感があります。

この危機感を未来への力に転換し、2021年10月
には、社会課題の解決への貢献と、富士通自身の持
続的な成長の両立を目指す新事業ブランド「Fujitsu 
Uvance」を立ち上げました。
「Fujitsu Uvance」は、あらゆる（Universal）もの
をサステナブルな方向に前進（Advance）させるという

2つの言葉を重ね合わせて作った富士通独自の名称で
あり、「多様な価値を信頼でつなぎ、変化に適応するし
なやかさをもたらすことで、誰もが夢に向かって前進で
きるサステナブルな世界をつくる」という当社の決意を
込めています。SDGsのゴール年となる2030年に、社
会がどのような姿になっているかを想定し、そこに向け
て起こりうる社会課題を起点に、クロスインダストリー
の4つのVertical Areasと、それらを支えるテクノロ
ジー基盤となる3つのHorizontal Areasで構成され
ています。このUvanceの7つの領域と、それらを支
えるコンピューティング、ネットワーク、データ＆セキュ
リティ、AI、コンバージングテクノロジーの5つのKey 
Technologyを強力に推進していきます。

私たち富士通が目指すパーパスドリブン経営は、当社
のパーパス実現への取り組みを通じて、従業員自身が 
個人のパーパスを実現していけるものです。そのため、
働き方や人事制度、企業カルチャーまで含めた全方位
で自らの変革を行っています。これらの取り組みを通じ
て、私たち自身がサステナブルに成長できる存在となり、 
デジタルテクノロジーによる価値をお客様や社会に長期
で安定して提供し続けることで、人々のウェルビーイン
グとグリーンな世界の実現に貢献していきます。

パーパス わたしたちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、
世界をより持続可能にしていくことです

大切にする
価値観

挑 

戦

• 志高くターゲットを設定し、スピード感をもって取組みます
• 多様性を受け入れ、斬新なアイデアを生み出します
• 好奇心を持ち、失敗や経験から学びます
• ヒューマンセントリックなイノベーションにより、より良いインパクトをもたらします

信 

頼

• 約束を守り、期待を超える成果を出します
• 倫理感と透明性を持って誠実に行動します
• 自律的に働き、共通のゴールに向けて協力します
• テクノロジーを活用し、信頼ある社会づくりに貢献します

共 

感

• お客様の成功と持続的な成長を追求します
• すべての人々に耳を傾け、地球のことを考えて行動します
• グローバルな課題を解決するために協働します
• 社員、お客様、パートナー、コミュニティ、株主に共通価値を創造します

行動規範
• 人権を尊重します
• 公正な商取引を行います
• 機密を保持します

• 法令を遵守します
• 知的財産を守り尊重します
• 業務上の立場を私的に利用しません
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Fujitsu
Uvance

人の生活を起点にこれからの産業の姿を描いたクロスインダストリーと、それを支えるテクノロジーの両軸で考え、富士通の持つ
すべてのケイパビリティを「Fujitsu Uvance」に込めました。
多様な価値を信頼でつなぎ、変化に適応するしなやかさをもたらすことで、誰もが夢に向かって前進できるサステナブルな世界を 
つくります。

Horizontal Areas　クロスインダストリーを支える3つのテクノロジー基盤

Vertical Areas　社会課題を解決するクロスインダストリーの4分野

Sustainable  
Manufacturing

環境と人に配慮した循環型で 
トレーサブルなものづくり

Healthy  
Living

あらゆる人々のウェルビーイングな
暮らしをサポート

Digital  
Shifts

データドリブン 
働き方改革

Hybrid  
IT

クラウド 
セキュリティ

Business  
Applications

クラウドインテグレーション 
アプリケーション

Consumer  
Experience

生活者に多様な体験を 
届ける決済･小売･流通

Trusted  
Society

安心･安全でレジリエントな 
社会づくり

サステナブルな世界を実現する 7 Key Focus Areas
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富士通のGRB（グローバルレスポンシブルビジネス）
地球規模でサステナビリティに配慮した企業経営が求められるなか、グローバルな視点で企業が社会的責任を果たしていくことは、
より一層重要な課題となっています。富士通グループはパーパスに基づきサステナビリティ活動を推進していますが、グローバルな
実効性をさらに高めていくために、マテリアリティ分析に基づいてグループ横断で重要課題の見直しに取り組み、下記7分野に整理、
「グローバルレスポンシブルビジネス」という名称の枠組みを確立しました。

人権・多様性 ウェルビーイング 環境 コンプライアンス サプライチェーン 安全衛生 コミュニティ

Fujitsu Climate and Energy Vision
2050年に90億人を超える人々が豊かに暮らす世界を実現するために

富士通グループは、私たちが果たすべき役割や実現すべき未来の姿として、
右記の中長期環境ビジョン「Fujitsu Climate and Energy Vision」
を策定しました。
先進テクノロジーを活用して自らの脱炭素化に取り組むとともに、得られ
たノウハウをお客様・社会へ提供し、気候変動の緩和と適応に貢献する
ことを目指しています。

コスタリカの未来の科学技術者育成支援
中南米のコスタリカにある当社のグローバルデリバリーセンター（GDC）は、エレディア州ベレンにある技術専門学校 
CTP-CIT Schoolにおいて科学技術分野のスクールラボプログラムの設立を支援しました。
本プログラムでは、5歳から12歳の児童・生徒に科学技術に関するSTEM教育（Science/科学、Technology/技術、
Engineering/工学、Mathematics/数学）を提供します。これらのラボはCTP-CIT Schoolおよび周辺の学校に通学
する生徒が利用でき、この教育を通じて子どもたちがSTEM分野への関心を高め、同分野におけるキャリアについてより深
く理解することを目的としています。

Activity  
社会価値実現のための活動

自らのCO2ゼロエミッションの実現

カーボンニュートラルへの貢献

気候変動による社会の適応策への貢献
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量子現象に着想を得て未知の領域を切り開く共創
 東レ株式会社 様
東レ様は、タンパク質の最安定化構造の解析をするため、量子現象に着想を得たコンピュー
タアーキテクチャーである富士通のデジタルアニーラを活用しています。これまで現実的に
は計算できなかった大きなタンパク質の構造を高速に解き、最適な組み合わせの予測が可
能になりました。

ドローンで撮影した画像を人工知能で認識して追跡が  
困難だった絶滅危惧種を見守る ニューサウスウェールズ州環境遺産局 様

ニューサウスウェールズ州環境遺産局様は、絶滅の危機にある動植物を保護するため、富
士通とともに固有種見守りプログラムの活動をしています。広大ででこぼこした土地の上空
からの画像をAIで解析し、これまでどこに生息しているか見当もつかなかった絶滅危惧植
物の検知に成功しました。

太陽系や地球、生命誕生の謎を解き明かす研究を  
軌道決定技術で支援 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 様

宇宙航空研究開発機構（JAXA）様は、1985年のハレー彗星探査プロジェクト以来、国内
すべての太陽系探査プロジェクトにおいて富士通の軌道決定技術を採用しています。地球
からの距離が格段に遠い深宇宙における軌道決定は極めて困難ですが、富士通は経験を重
ね精度を高め続けています。

採点支援システムでスポーツの世界を変える
 国際体操連盟 様
国際体操連盟様は、身体の動きを離れたところから捉える富士通独自の3Dセンシング技
術を用いて、体操競技の採点支援システムの実用化に取り組んでいます。身体にセンサー
などの器具をつける必要がないため、動きが早く技の種類も多い体操競技の公正な採点を
することが可能になりました。

Customer  
Story 
お客様事例
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Company Profile  企業プロフィール
富士通株式会社
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

設立 1935年6月20日
資本金 3,246億円（2022年3月31日現在）
ホームページ https://www.fujitsu.com/jp
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3.9千人

EMEA

22.0千人 アジア

18.8千人

日本

76.8千人

オセアニア

2.6千人

  83.3％
テクノロジーソリューション
• ソリューション・サービス
• システムプラットフォーム
• 海外リージョン
• 共通

ユビキタスソリューション
6.5％  

デバイスソリューション
10.2％  

事業セグメント別売上収益比率（2021年度）

日本
63.3％

NWE
10.7％

CEE
7.1％

アメリカ
6.7％

アジア
9.2％

オセアニア
2.2％ その他

0.8％

地域別売上収益比率（2021年度）

売上収益

35,868億円

EMEA ：欧州、中近東、アフリカ
NWE（北欧・西欧） ：イギリス、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、スペイン、ポルトガル、フランス、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ
CEE（中欧・東欧） ：ドイツ、オーストリア、スイス、ポーランド、ロシア
アメリカ ：アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ等
その他 ：NWE、CEE以外の欧州、中近東、アフリカ

7



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）
https://www.fujitsu.com/jp

©2022 Fujitsu Limited
AA0001-30


