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富士ゼロックス中国のイノベーションと変化を表明す
るため、今年のレポートのテーマを「変革を推進、ス
マートな未来へ」に変更しました。
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http://www.fxsl.com.cnにアクセスすれば、電子版のレポートを入手、ま
たはWeb 版の詳細情報を閲覧することができます。
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CSRを取り巻く環境変化とステークホルダーの要請の
変化により、一部の重点テーマを調整しました。

報告の入手について
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コーポレートガバナンス
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補足資料収集

印刷版を入手されたい場合、または本レポートについてご不明な点
やご意見がある場合は、fxcl.csr@chn.fujixerox.com宛に電子メール
をお送りいただくか、010-58245000-5418にお電話ください。

報告対象組織の呼称
表記の便宜上、本レポートでは「富士ゼロックス株式会社」を「富士
ゼロックス」または「本社」と略称しています。富士ゼロックスの中
国現地法人5 社を「富士ゼロックス中国」と総称するか、「私たち」
もしくは「当社」と略称しています。富士ゼロックスの中国現地法人
5 社の略称は以下の通りです。

富士ゼロックス深圳

第一製造統括

左から：周俊虎 叶莉萍 王艶芳
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富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州)： 富士ゼロックス
再資源化工場、蘇州工場
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2017年のトピックス
●

新コンセプト「 Smart Work
Gateway 」関連ソリューショ
ンと商品を発表

●

馬思純（サンドラ・マー）をブ
ランドイメージキャラクターに
起用し、新キャッチコピー「変
われば、変われる（去改変，才
会変）」を発表

●

●

中国美術学院が主催し、中国工業設計協会が協賛
した「2017 中国スマート設計大賞 （Design
I n t e l l i g e n c e A w a r d 2 0 1 7 ）」 に お い て 富 士 ゼ ロッ
ク ス カ ラ ー プ リ ン タ ー ／ 複 合 機 DocuPrint CP318dw
／ CM318z が「スマート設計賞」を受賞
中小規模事業者向けインテリジェント型デジタル
複 合 機 — — DocuCentre S2110 を 発 表 、 同 シ リ ー ズ
は 2018 年 10 月 時 点 で 、 販 売 台 数 50 万 台 を 突 破

2017 年 1 月

2017 年 5 月

2017 年 4 月
●

●

●

統合リサイクルシステム
の事例が「2 0 4 0 年 へ の
邁進：企業のイノベーショ
ンと都市の持続可能な発
展」サミットフォーラム
において「2 0 1 7 年持続
可能な行動影響力賞」お
よび「2 0 1 7 年持続可能
な行動モデル賞」を受賞

●

2017 年 9 月

●

富士ゼロックスDocuPrint CM318z
が 世 界 的 に 有 名 な B uyers Lab（BLI）
の 「 Winter 2017 Pick Award」を受
賞

UV インクジェット式ラベル印刷
機 Durst の販売を開始

●

「政府調達 15 年優秀サプライヤー」
および「2017 年度全国政府調達最優
先 複 合 機 ブ ラ ン ド 」 の 2 つを 受 賞 、 こ
れは今回「2017 年度全国政府調達最
優先複合機ブランド」賞を同時受賞し
た唯一の企業であり、文書管理サービ
スとコミュニケーション分野で受賞し
た唯一のサプライヤーでもある

2017 年 11 月

2017 年 6 月

デジタルプリンターメーカーとし
て初の全国印刷標準化技術委員会
のオブザーバー企業に就任

富士ゼロックスチャイナと
Global Reporting Initiative
（GRI）が「GRI サステナビ
リティ・レポーティング・ス
タ ン ダ ー ド ( GRI Standards)
」中国語版（簡体字）発表会
兼 2017 年 GRI 年 次 総 会 を 共
同開催

2017 年 10 月
●

2 0 1 2 年以降、富士ゼロッ
クス中国が累計 6 冊目とな
る「富士ゼロックス中国
Sustainability Report
2 0 1 7 」を発行

2018 年 1 月

2017 年 12 月
●

2018 年 2 月

富士ゼロックスチャイナが中国工
業・情報化部傘下の中国電子情報
産業発展研究院（C C I D ）から「
2 0 1 7 中国企業オンラインショッ
ピング人気ブランド」の称号を授
与 し 、 S m a r t W o r k G a t e w a y のカ
ラーデジタル複合機 D o c u C e n t r e VIC4471 CPS S C が「2 0 1 7 中
国 企 業 オ ン ラ イ ン ショッピング
人気商品賞」を受賞

中国印刷標準化技術委員会と共同で起草した 2 件
の国家印刷規格「デジタルハードコピー プルーフ
システムの品質に関する要求事項及び検査方法」
および「デジタル印刷の品質に関する要求事項及
び検査方法」が正式に公布、施行
● 新型 6 色デジタルプロダクションプリンター
Iridesse™ を販売開始、これは業界初の 1 パ ス 6
色 の プ リ ン トエン ジ ン を 採 用 し た デ ジ タ ル プリン
タ ー で あ り 、デ ジ タ ル 印 刷 技 術 が 画 期 的 な 進 歩 を
遂 げ 、 新たな 段 階 に 本 格 的 に 進 ん だ こ と を 示 す 商
品である
●

社会的評価
授賞年月
2017.4
2017.4
2017.5
2017.6
2017.7
2017.8
2017.9
2017.9
2017.11

賞の名称

受賞者

授賞機関

2015-2016 年度「上海市文明事業体」

富士ゼロックス上海

全国品質検査安定合格商品、全国商品·サービ
ス品質誠実モデル企業、全国品質誠実モデル企
業
業界で影響力のある10大ブランド、業界でイノ
ベーション力のある10大ブランド

富士ゼロックスチャイ
中国品質検査協会
ナ

上海市人民政府

富士ゼロックスチャイ
中国商報社、亜洲品牌網(asiabrand.com）
ナ

消費者が最も好む10大ブランド、業界で最も影 富士ゼロックスチャイ 中国商界雑誌社
響力のある10大ブランド
ナ
富士ゼロックスチャイ 中国財経峰会
2017 最優秀雇用主賞、2017 CSR模範賞
ナ
2017 中国サービスアウトソーシングリーダー· 富士ゼロックスチャイ 中国国際投資促進会
成長型企業
ナ
2017 持続可能な行動模範賞、2017 上海企業持 富士ゼロックス中国
解放日報、上海日報東方網（eastday.com）
続可能な行動影響力賞
江蘇省品質管理グループ活動優秀企業、江蘇省 富士ゼロックスエコマ
ニュファクチャリング 江蘇省品質管理協会
優秀品質管理グループ
(蘇州)
「節電QCグループ」、「省エネチャレンジQC
中国品質協会、中華全国総工会／中華全国婦女
グループ」が2017 年度全国優秀品質管理グルー 富士ゼロックス上海
連合会、中国科学技術協会
プに入選

授賞年月

賞の名称

2017.11

「高度先端技術企業」

2017.11

蘇州市労働関係調和企業

2017.12
2017.12

受賞者

授賞機関

富士ゼロックス上海

上海市科学技術委員会、上海市財政局、上海市
国家税務局、上海市地方税務局

富士ゼロックスエコマ
ニュファクチャリング 蘇州市人民政府
(蘇州)
Golden Bee2017優秀CSRレポート·外国企業お 富士ゼロックス中国
China WTO Tribune
よび香港·マカオ·台湾企業賞
2017年度私たちの「グリーン製造企業」
富士ゼロックス深圳
中国電子品質管理協会
中国-ASEAN環境保護協力センター、上海市外商
投資協会、上海市環境科学学会、環境防衛基金
（EDF）

2018.1

上海グリーンサプライチェーン2017年度優秀事
富士ゼロックス中国
例賞

2018.1

政府調達 15 年優秀サプライヤー 、2017 年度全 富士ゼロックスチャイ 全国政府調達集中購買年次総会組織委員会およ
ナ
国政府調達最優先複合機ブランド
び「政府調達信息報」

2018.2

蘇州工業園区CSR実践「優秀事例」

2018.3

富士ゼロックスエコマ
ニュファクチャリング 蘇州工業園区業務委員会
(蘇州)
全国品質信用先進企業、全国商品·サービス品 富士ゼロックスチャイ 中国品質検査協会
質誠実モデル企業
ナ
富士ゼロックス上海
上海外資協会成立30周年長期会員栄誉賞
上海市外商投資協会

2018.3

2017年度深圳市工業100強企業

2018.3

富士ゼロックス深圳

深圳市経済貿易·情報化委員会、深圳市統計局
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「オープン、フェア、クリアな事業活動を通じて、社会の持続的
な発展への貢献に取り組みます。
富士ゼロックス 中国事業総代表

変化の先にある成長に向けて
このたび2018年6月28日付けで富士ゼロックス中国事
業総代表に就任いたしました。富士フイルム 1 6 年の
海外経験を経て、世界の大国と呼ばれるこの中国市場
で当社ビジネスの舵を切ることは、身に余る重責では
ございますが、中国における全ての事業活動を通じ、
社会の持続的な発展への貢献に全力を傾注する覚悟で
ございますので、今後ともステークホルダー皆様の一
層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し
上げます。
2017年の中国 GDP実質成長率は +6.9 %で、以前の高い
成長率から緩やかな成長へと「新常態 」に移行していま
す。しかしながらIoT、クラウド、ICT、AI等に代表され
る高度な技術革新により、社会や経済構造そのものに変
化をもたらす一方、新たな市場機会を生み出しています。
こうした多様化、複雑化する市場環境において、当社を
成長軌道に乗せる戦略をより具現化するべく、就任早々
から多くの経営幹部や従業員、またお客様との対話を始
めています。

製販一体となって成長を実現
当社は「 CSRは経営そのもの」を理念に、ここ中国で
もいち早く CSR活動に従事してまいりましたが、改め
てこの理念が意味する重さに立ち返り、富士ゼロック
ス中国が有する調達、開発、生産、販売、リサイクル
に至る全てのバリューチェーンの中で、従業員一人ひ
とりが CSRの高い意識を持ち、日々の業務の中で CSR
活動を実現していく事が重要だと考えます。また、各
機能を担う現地法人はコンプライアンスを徹底 順守し、
ステークホルダーの期待を超える価値の提 供 を経営の
根幹に据えた CSR活動を推進してまいります。
具体的な活動に触れますと、部材調達においては、商
品の安定供給に向けたQCDを強化するとともに、サプ
ライヤーとともに労働・人権、環境保全、安全・衛生
などの多方面において共存共栄の関係のもと、コンプ
ライアンスを遵守した CSR調達の取組みを実践してい
ます。
開発 / 生産においては、プロセス改善を通じて、商品
ライフサイクル全般にわたり環境に与えるマイナス影

響の削減に努めています。CO2 削減、省資源、省エネ
などの環境系指標を厳格に管理し、定量評価すること
で、ひいては国連「持続可能な開発目標 (SDGs)」達成
へ貢献できるよう、環境保全に取り組んでいます。
販売においては、お客様の経営環境や業務ニーズに応じ
たソリューション提供を通じて、円滑かつセキュアなド
キュメント & コミュニケーション環境を構築し、お客様
のサステナブルな経営への貢献に努力しています。今後
も中国のお客様ニーズに合致した商品の開発、代理店と
連携した販売網の強化、更には EC サイトの活用を含め
たマーケットカバレッジの強化に取り組みます。
リサイクルでは、使用済みの商品を当社が責任を持っ
て回収し、蘇州にあるリサイクル工場で再資源化・再
製造を実施する資源循環システムを構築・運用してい
ます。再資源化率は既に 99.99% を超えています。
今後、ステークホルダーとのエンゲージメントをより深
め、各々の機能の連携を強化・統合し、製販一体となっ
た組織力に昇華させ、磐石化させ安定した成長を実現す
ることが私の使命であると認識しています。今後も各機
能トップとの密なコミュニケーションを継続し、製販一
体となって高成長を実現できる戦略の策定と実行をリー
ドしていきます。

知恵を結集し新たな価値を創造
多くの従業員と接する中で気づいたことは、個々の能力
や思い、志は非常に高くモチベートされているにもかか
わらず、スピーディにプロアクティブに自らがオーナー
シップを持って動く実行力に改善の余地があることです。
当社は今まさに新たな時代への転換期 を迎 えて いま す。
私は変革を牽引するリーダーとして、組織をまとめ、新
たな方向へと導くとともに、新たな企業文化をここ中国
で醸成し、グローバルに発信・展開していく。そして、
従業員一人ひとりが多様化・高度化する社会のニーズ や
期待を理解し、当事者意識を持ってそれに応えていく こ
とで事業の成長を実現し、その先にある社会の持続的な
発展に貢献できるよう、尽力して参りたいと存じます。
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富士ゼロックスチャイナプロキュア
メントサービス（深圳）

トップコミットメント

トップコミットメント

全てのステークホルダーの持続的な共存と、競争力を高める CSR 調達活動
は、変化し続ける社会環境における企業の目標達成に資するものと私は信
じています。

「勿忘初心，方得始終。（初心を忘れなければ、必ず成し遂げられる）」——富士ゼロックスチャイナは
構造転換の過程においてデジタル化による業務改革を推し進め、ビジネスエコシステムのサステナビリ
ティを推進します。

私たちはすべての取引先を「理念・方針を共有するパートナー」と位置付け、「生
産性の改善」、「ロスコストゼロ目標の達成」、「 CSR 経営の共感」を目指し、質
の高いサプライチェーンを構築し、「現場における高い実行力」を具現化していま
す。取引先への基礎訪問、専門チームによる訪問診断や教育研修など、さまざまな
活動を継続的に推進し、取引先の上級管理職や実務担当者とのコミュニケーション
を強化することにより、CSR の重要性について理解を深めていただいています。こ
れらの活動は一次取引先にとどまらず、二次、三次取引先が直面するリスクも念頭
に入れて実施しています。現在、私たちの取引先企業におけるストライキの件数も
顕著に減少し、生産ラインへの部品供給のリスクを効果的に回避することができて
います。

「強く、やさしく、おもしろい」優れた企業になる、これは富士ゼロックスチャイナ
の一貫した初心です。中国に根を下ろして20年以上が経ちますが、私たちは文書管理
サービスとコミュニケーション分野において信頼性の高いソリューションとサービス
を提供し、中国社会の構造転換と変革における業界リーダーとなれるよう努めていま
す。

これからも、私たちは引き続き CSR 調達を推し進め、活動範囲を広げて、より多く
の取引先に参加していただけるよう働きかけていきます。

董事長・総経理 長尾 敏晴

私たちは自社の研究開発能力をさらに強化し、中国企業の多様化するニーズに合った商品の開発を進め、
お客様と共に価値を創造します。

これまでの数年間で、私たちはソリューションとインターネット、モバイルアプリ
ケーション、クラウドサービスなどの革新的技術との融合を積極的に進め、スマー
トオフィスエコシステムを構築し、さまざまなお客様の文書管理サービスと経営管
理に関するさまざまな課題の解決を支援し、お客様がより大きな価値を創造するた
めの支援をしてきました。デジタル化時代において常に先頭を走り続けるために、
私たちは従業員の働き方変革をこれまで以上に積極的に推し進め、 ICT 技術の研修
と認証制度、管理者のマネジメント研修などを通じて従業員の変革に対応する能力
を強化しています。
2018 年に、富士ゼロックスチャイナは構造転換と変革の第2段階に入りますが、私た
ちは未来に目を向け、「クラウド」基盤としたインテリジェント化事業を推進し、均
質化された品質とプロセスにより内部管理を強化し、コンプライアンスを確保します。
富士ゼロックスチャイナは健全で、持続可能な価値観によりビジネスエコシステム全
体の持続可能な発展を推進します。

2017年、富士ゼロックス上海では品質検討会を実施して、商品品質の継続的な改善
に努め、また、環境に配慮した低炭素商品の開発により、環境負荷を低減、さらに
は、中国の複写機業界の環境規格の実施を推し進めるなど、生産性を改善する多
くの効果的な活動を実施しました。

富士ゼロックス上海
総経理 小堀 睦郎

富士ゼロックスエコマニュファクチャ
リング（蘇州）
総経理 山中 尚登

より体系的な CSR 管理システムの構築を目指し、自社の経験を中国の
ステークホルダーの皆さまと分かち合い、共に持続可能な社会に貢献
していきます。
私たちは一貫して CSR を経営の基盤と位置付け、 CSR 調達、従業員への支援などさ
まざまな面で多くの経験を蓄積してきました。私たちの企業活動の経験を地域の皆
さまと分かち合うとともに、革新的な技術により新たな価値を創造しています。

董事長・総経理 乾 信彦

総裁 余 樹章

私たちは設立から既に10年になりますが、2017 年はこれまでの努力が結実した1年
でした。自社の回收品の処理量が 1,400 トンを超え、過去最高となりました。日本
で回収された消耗品の再利用を推進し、また、中国の国家規格である「使用済み複
写機、プリンター及び高速プリンターの再製造に関する一般規定」の起草、検討お
よび公布に参加しました。さらに、中国の国家規格に基づきドラムカートリッジ、
トナーカートリッジ、トナー回収ボトル、フューザーなどの13種類の消耗品および
18 区分において、再生の認定を受けています。複合機 の再生という悲願が真の意
味で実現し たのです。

また、調達会社と共にサプライヤーの工場監査を実施するなど、私たちは中国現地
法人各社との業務提携、協力体制の強化を図りました。
2018年は上海工場にとって第3の創業初年度です。富士ゼロックス上海は今後も成
長を続け、業界トップレベルの低コスト・高品質の商品開発・製造によって企業価
値を創造する能力を強化し、自社の持続可能な発展の基盤を固めたいと考えていま
す。

富士ゼロックスチャイナ

私たちは「廃棄ゼロ、汚染ゼロ、不法投棄ゼロ」を目指し、回收品の
再資源化および再生を通じて、中国 で急速に成長する再生事業への
貢献を続けます。

商品開発においては、「中国市場向け」商品への取り組みを強化し、お客様のニー
ズを十分に調査し、お客様の業務に関する悩みを解消し、、多くの価値を創造して
いただくことに注力しました。2017 年に自社開発した「中国市場向け」の商品が
今年は販売50万台に達する見込みです。

富士ゼロックス深圳

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

私たちは IoT、ビッグデータなどの技術を取り入れた生産のデジタル化を推進し、生
産の質と効率の向上を図るなど、私たちを取り巻く環境変化への対応を踏まえ、社内
でも「変化」と「変革」を提唱しています。会社が提供する多くの研修を受講するこ
とで、従業員はその能力を十分に発揮するとともに、生産現場の従業員が電話会議な
どを通じて本社の商品開発会議に参加するなど、生産現場の変革を具現化する多くの
社員の当事者意識や積極性が高まっています。また、環境およびコンプライアンス管
理が日増しに厳しくなりつつある中で、私たちも関連の管理・監督への対応だけに留
まることなく、環境およびコンプライアンスに関連するリスク管理体制の構築も積極
的に進めています。

2018 年は、日本の最先端の再生技術を導入し、交換した部品の再生を実施する ほ
か、高速モデルの再生を開始することも計画しています。今後も私たちは中国に
おける再生事業の発展に向け積極的にチャレンジし、リードしていきたいと考 え
ています。
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コンプライアンス経営

コンプライアンス経営
富士ゼロックス中国は、「企業倫理を厳守し、法令を遵守し、公正で誠実な事業活動を行うこと」を基本的な行動規
範およびサステナビリティを実現するための基盤として、コンプライアンス管理システムを絶えず改善しながら、業
界の模範となることを目指しています。

コーポレートガバナンス
富士ゼロックス中国事業総代表および富士ゼロックス中国現地法人の経営陣は「中国事業マネジメント会議」におい
て富士ゼロックス中国全体の経営戦略について話し合い、経営管理の意思決定を行っています。同時に、富士ゼロッ
クス中国現地法人は、本社および自社の事業領域に関係する本社管理機関に直接報告を行っています。
富士ゼロックスの中国現地法人はそれぞれ董事会、監査役会または監査室を設け、取締役会議を定期的に開催してい
ます。各社の監査部門は管理監督機能を履行し、毎年各部門の経営活動に対する内部監査を実施し、業務の効率や効
果および決算書の正確性などを審査することで、会社資産の保全および企業責任の履行を図っています。また各社は、
本社経営監査部と第三者機関の会計士事務所による監査も定期的に受けています。

組織改正・人事異動：
●

●

●

2017年に深圳工場前董事長の多田修が定年退職したことに伴い、乾信彦が董事長兼総経理に就任し、さらに生産セ
ンター長の下に大和生産センター長および銀星生産センター長を配置しました。
2018 年に深圳工場の取締役会の構成を変更し、取締役の人数をこれまでの 7名から6名にするとともに 、深圳工場
の定款を改正し、取締役会の構成の見直しを図りました。

2017年 に 富 士 ゼ ロ ッ ク ス ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド と 富
士ゼロックスオーストラリアで発生した不適切
会計処理問題について、富士ゼロックス中国は
重く受け止め、教訓を学び、違法行為の発生を
防止するために、当社のコンプライアンス管理
の さ ら な る 強 化 を 図 り ま し た 。 2017年 に 違 法 行
為に対する新たな通報ルートとして、富士フイ
ルムホールディングスの外部通報プラットフォ
ームを導入し、通報者のために厳格な秘密保持
を実践しています。
富士フイルムホールディングスホッ
トライン：
https://ml.helpline.jp/fujifilm-compliance/
2017年に、富士ゼロックス中国で発

コンプラ
イアンス
研修資料
の掲示

コンプラ
イアンス
に関する
動画ビデ
オ研修の
実施

従業員コ
ンプライ
アンス意
識調査の
実施

コンプラ
イアンス
研修に関
する取り
組み

生したコンプライアンス違反 事 例は

0件

従業員コン プライアンス 研 修を

48 回実施 し、受講した従 業員 は
延 べ 11,658 名

企業行動規範
ガイドライン
改訂版研修の
実施

従業員全
員に対す
るコンプ
ライアン
ス教育の
実施

管理職教
育の実施

コンプライア
ンスリスクの
ある役職の従
業員研修の実
施

2017年の当社のコンプライアンス研修に関する取り組み

反賄賂・反腐敗

2018年6月に、富士ゼロックス前中国事業総代表の徐正剛が退任したことに伴い、後任に内藤昌継が就任しました。
富士ゼロックス中国は、賄賂・腐敗行為ゼロの姿勢を堅持し、「反賄賂・反腐敗ポリシー」の制定、従業員研修の
実施、内部・外部通報用ホットラインの設置などを通じて、反賄賂・反腐敗システムを整備、構築し、業務および経
営活動のコンプライアンスおよび透明性を確保しています。2017年に、深圳工場はすべての業務委託先、調達先など
の取引先と締結した契約に反賄賂・反腐敗条項を追加しました。

企業倫理
富士ゼロックス中国は当地の各法律法規を厳格に守り、反賄賂・反腐敗、不正競争防止、「広告法」、知的財産権の
保護などに関するコンプライアンスポリシーの整備を継続的に進め、コンプライアンス管理システムを構築していま
す。また、コンプライアンス評価および従業員コンプライアンス研修を毎年定期的に実施し、従業員の法的知識及びコ
ンプライアンス意識の向上を図りながら、持続的に透明性、倫理性の高い事業活動を展開しています。

公平な競争
富士ゼロックス中国は、中国の不正競争防止法に関する規定を厳格に遵守し、企業行動規範に不正競争防止に関する条
項を明確に定め、全従業員への周知徹底、教育を実施しています。従業員が不正行為を発見した場合は、内部・外部
通報用プラットフォームを通じて通報することができる告発体制を構築しています。
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コンプライアンス経営

知的財産権の保護
富士ゼロックス中国はお客様および自社の知的財産権の保護を重視し、「GB/T 29490-2013 企業知的財産権管理規
範」などの規格を参考として、知的財産権にかかわる専利（特許、実用新案、意匠を含む）の出願、営業秘密の保
護、従業員知的財産権保護研修の実施、関連文書の配布などを通じて、当社の知的財産権管理システムを構築して
います。

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018
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CSR 経営のマネジメント
CSR 理念

情報セキュリティ
富士ゼロックスのCSRは、ミッションを実現していくことにより、ステークホルダーへ新たな価値を創出し、持続可
IT技術の社内活用が進むにつれて、データベースの安全性、ウイルス対策、情報漏洩およびソフトウェアライセンス
のコンプライアンスなどに関する潜在的な問題が発生するリスクが高まっています。富士ゼロックス（中国）も、商
品の販売からソリューションとサービスの提供への構造転換が急速に進むにつれて、今まで以上に情報セキュリティ
に関する潜在的なリスクへの対応に直面しています。当社の情報セキュリティを確保するとともに、お客様に安全な商
品とサービスを提供するために、富士ゼロックス中国現地法人各社はいずれも、 ISO 27001情報セキュリティマネジメ
ントシステム認証を取得しているか、ISO 27001 の要求事項に準拠した情報セキュリティ管理を実施しており、情報セ
キュリティの管理レベルおよび情報セキュリティのリスクマネジメント能力の向上を図っています。また、私たちは
ソリューションの提携先を選択するにあたり、一貫して資格認証および情報セキュリティ誓約書を提出することを必
須条件としています。

情報セキュリ
ティ管理シス
テムの整備に
関する取り組
み

情報セキュリ
ティ内部監査
の毎年の実施

お客様の価値創造をお手伝いし、全てのステークホルダーから信頼され愛される会社を目指します。

私たちが目指すもの

よい会社構想

「私たちが目指すもの」は富士ゼロックス及び関連会社とそ

お客様に満足いただける卓越した商品・サービスを

こに勤務する全ての従業員が、共通して目指すものです。

お届けし、株主にも継続的に報いることができる「
強い」会社。環境、論理、社会貢献などを含め、地
域社会や国際社会に対して「やさしい」会社。従業

「情報セキュ
リティ保護管
理プログラム
」などの文書
の制定
第三者機関へ
の外部監査の
委託

能な社会の発展に貢献することを目指しています。「CSRは経営そのものである」という理念のもと、言行一致で、

員が仕事や人生を「おもしろい」と感じる会社。富
知の創造と活
用をすすめる
環境の構築

一人ひとりの
成長の実感と
喜びの実現

世界の相互信
頼と文化の発
展への貢献

セキュリティ管
理ソフトウェア
の導入

従業員情報セ
キュリティ教
育の定期的な
実施

士ゼロックスは、このような「強い」「やさしい」
「おもしろい」をバランスよく兼ね備えた会社を目
指しています。

私たちが大切にすること
「私たちが目指すもの」を実現するために、富士ゼロックス
および関連会社の全ての従業員が共有する、社会の一員とし
ての責任とビジネスの姿勢、人間性をベースとした個人の在

2017年、深圳工場は管理職から従業員代表までを対象とする情報セキュリティ委員会を設置し、技術的手段およびマ

りようを10の価値で表しています。

強い

ネジメント手法を通じて情報セキュリティ管理を実施し、現状の問題を速やかに抽出し、改善の方向性を明確にする

お客様・株主へ
の貢献

ことで、サステナブルな情報セキュリティ管理の推進を図りました。
お客様の満足

リスクマネジメント

冒険心

環境
高い倫理観

楽しむ心
富士ゼロックス中国は、富士ゼロックス本社のリスク管理規定を厳格に遵守、実施し、董事長 / 総裁を最高責任者と
するリスク管理委員会を設置した上で、専門のリスク管理者に委任し、 各部門の責任者と協調してさまざまなリスク
に共同で対応しています。更にリスク識別、リスク等級審査、 対応措置の制定および内部審査と審議を定期的に実施
し、リスク管理メカニズムの有効性を確保しています。2017 年に富士ゼロックス中国は、対応プロセスおよび責任部
門や担当者を明確にするともに、リスク因子について統一的に識別し、内外のリスクを有効に管理、制御する体制を
構築しました。平時から、当社はリスクマネジメントのプロセスに対するモニタリングを通じて、業務運営における
偶発的リスクを回避しています。

共享价值观
科学的思考

信頼と思いやり
多様性の尊重
連携

やさしい
環境への配慮

プロフェッショ
ナリズム

地域社会や国
際社会への貢
献

おもしろい
創造性を発揮で
きる職場
社員の成長の実
感
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CSR 経営のマネジメント

CSR ガバナンス

従業員の声

富士ゼロックス中国は中国各現地法人による横断的な CSR 管理体制を構築し、CSR 理念と取り組みを企業の経営管理
に取り入れています。

CSR 管理体制
●

中国事業マネジメント会議：当社の CSR に関する議題の最高意思決定機関として、CSR 戦略に関する重要な
議題を決定し、議論を実施しています。

●

中国総代表室：富士ゼロックス中国現地法人の CSR 責任者と連携し、CSR に関する情報の開示、重点テーマ
の特定、共同で実施する社会貢献活動の選定などの CSR に関する業務について定期的に会議を開催し、富士
ゼロックス中国の CSR に関する業務について全体的な議論を実施、推進しています。

●

富士ゼロックス中国現地法人：各社内に CSR 管理部門を設置または明確にして、CSR に関する各業務を着実
に推進しています。

富士ゼロックス中国事業総代表

当社のサステナビリティレポートを読み終えて、CSR 活動の目的が単に関係者の利益を実
現するためではなく、社会問題を解決するためでもあることが分かりました。富士ゼロッ
クス中国の CSR 理念はバリューチェーン全体に徹底され、浸透しており、エコ・省エネ商
品の設計から、廃棄物のゼロ排出などに至るまで、各社がさまざまな活動を実施していま
す。各社が互いに学び合い、従業員がより多く参加の機会を得ることができればよいと思
います。
——調達会社 購買管理部 劉争紅

当社が 30 周年を迎え、家族と一緒に「富士ゼロックス中国サステナビリティレポート
2017」の紙面を飾ることができ、非常に光栄に思っています。これはとても記念にな
る出来事です。当社が今後も変わらず世界各地のためにより良い商品を生み出し、さ
らに、バリューチェーン全体に徹底された CSR の取り組みを通じて中国社会の持続
可能な発展に貢献を果たすことができればよいと思います。
——上海工場 財務部 葉暁寧
2017年のサステナビリティレポートではバリューチェーン全体の各段階を切り口として、
富士ゼロックス中国の CSR の取り組みと管理について紹介されており、このように順を追っ
て説明する手法は構造が分かりやすく、読み終えた後に全体的なコンセプトが理解しやす
いと思います。私はバリューチェーン全体の各段階がどれも私たち工程と密接に関係して
いることが分かりました。これからは私も身の周りのことから、CSR 活動を実践し、社会
の持続可能な発展のために貢献したいと思います。

中国総代表室

富士ゼロックスチャ
イナ

富士ゼロックス上海

富士ゼロックス深圳

富士ゼロックスエコマニュ
ファクチャリング(蘇州)

富士ゼロックスチャイナプロ
キュアメントサービス(深圳)

品質管理部

CSR 部

CSR 部

総務課

人事・総務課

CSR 能力の強化
富士ゼロックス中国は従業員の CSR 意識の醸成および向上を目指し、中国現地法人各社においてサステナビリティレ
ポートを用いて 啓発 ・ 教育活動を毎年実施しています。2017 年、私たちはオンラインまたはオフライン形式により
従業員に対して CSR 教育を実施し、サステナビリティレポートの内容を学ぶことにより、従業員が各自の業務と CSR の
関係を理解でき、主体的に責任を果たす意識の向上を図りました。また、私たちはさらに広報・PR、サステナビリティ
レポートの配布などを通じて、外部のステークホルダーとコミュニケーションを図り、当社の CSR 経営の考え方を広
めることに努めました。
2017 年、富士ゼロックス中国が実施した
従業員 CSR 研修は

9

——深圳工場 CSR 部 CSR 推進課 朱麗迎

入社して 1 年も経たない従業員にとって、サステナビリティレポートは富士ゼロック
ス中国を理解するための重要な参考書です。私はこのレポートから富士ゼロックス中
国の経営理念と目標を知り、富士ゼロックス中国のバリューチェーン全体の管理につ
いて理解し、富士ゼロックス中国が変化するために尽くしてきた努力と手に入れた成
果について理解することができました。それ以上に重要なことは、富士ゼロックス中
国が業界のリーダーとして示してきた企業の社会的責任と健全で持続可能な価値観を
知ることができたことです。
———富士ゼロックスチャイナ 品質管理部 仲文静
当社のサステナビリティレポートを読み終えて、CSR は企業の責任であるとともに、従業
員一人ひとりの責任であることを深く感じました。調達担当者として、私は業務を行うと
きにグリーン調達、消耗品のリサイクルなどについて考えなければなりません。例えば、
取引先では以前は梱包ケースの再利用を実施していませんでしたが、リサイクルを検討し
てもよいと考えています。たとえ 1 度だけのリサイクルであっても、環境資源の消費を減
少することができると思います。
———蘇州工場 サプライチェーン管理課係長 夏国英

回

ステークホルダーに配布したサステナビリ
ティレポートは

2,487 冊
サステナビリティレポート説明会

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

CSR の更なる普及への貢献
2017 年 11 月、富士ゼロックスチャイナとグローバル・レポーティング・イ
ニシアチブ (Global Reporting Initiative) は「『 GRI サステナビリティ・レポー
ティング・スタンダード』中国語版（簡体字）発表会兼 2017 年度 GRI 年次
総会」を共同で開催し、世界初の「GRI サステナビリティ・レポーティング
・スタンダード」中国語版（簡体字）を正式に発表しました。富士ゼロック
スチャイナは 2 年連続で GRI との年次総会を共同開催し、文書管理サービス
とコミュニケーション分野において初めて GRI GOLD コミュニティ会員企業
になり、GRI スタンダード・パイオニア・プログラムに初めて参加した企業
です。これは「GRI サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の
中国における普及活動でもあり、これらの活動は富士ゼロックス中国が企業
の社会的責任を果たし、社会の持続可能な発展を推進する業界のリーダー的
地位にあることを示しています。

2017年11月に、「GRIサステナビリティ・
レポーティング・スタンダード」中国語版
（簡体字）」を正式に発表
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富士フイルムグループ新 CSR 計画
富士フイルムグループは、2014年度から2016年度の中期CSR計画「Sustainable Value Plan 2016」を通じて、社会課
題解決のための新たな価値を創出してきました。2017年8月に発表した新CSR計画「Sustainable Value Plan 2030」
（SVP2030）は、2030年度までの長期目標を策定。革新的技術・製品・サービスの提供など、事業活動を通じた社
会課題の解決により一層取り組み、サステナブル社会への実現にさらに貢献する企業を目指します。

社会的背景と考え方

SVP2030 の重点課題

2014 ～ 2016 年度の中期 CSR 計画「 Sustainable Value Plan 2016 」
（SVP2016）では、従来目標の中心となっていた環境やコンプラ
イアンスへの配慮に加えて、「事業を通じた社会課題の解決」と
いう目標を明確に宣言しました。富士フイルムホールディングス
が CSR を法令遵守という受け身ではなく、社会課題の解決と事業
成長の機会ととらえ、積極的に取り組む姿勢は、社外からも高く
評価されています。

SVP2030 では、「事業を通じた社会課題の解決」（機会）と「
事業プロセスにおける環境・社会への配慮」（リスク）の両面
から「環境」「健康」「生活」「働き方」の 4 重点分野を掲げま
した。さらに、グローバルに事業を推進していくうえで、サプ
ライチェーン全体 にわたる環境・倫理・人権などの CSR 基盤
強化に加え、オープン、フェア、 クリアな企業風土のさらな
る浸透を目指すガバナンス強化を盛り込み、6 分野 15 重点課

しかし、「社会課題の解決」という大きな目標に対して、中期計
画の 3 年という周期で成果を出していくことは簡単ではありませ
ん。そのため、今後の活動継続と同時に、目標設定の発想を転換
する必要があると考えました。

題を設定しています。

また、昨今の国際社会では、SDGs ※ 1やパリ協定※2 など、社会
課題の解決を目指した長期目標が相次いで発表されています。今
回の「SVP2030」ではこうした背景から、SDGsやパリ協定など、
グローバルな社会課題解決に向けた目標達成への貢献を目指し、
2030年度をターゲットとした長期目標を設定することにしました。
長期計画としたことで 、フォアキャスティング（ 積み上げ方式 ）
ではなく、未来のあるべき姿から落とし込んだバックキャスティ
ングによる目標設定が可能となり、よりチャレンジングな施策に
も取り組んでいきます。

ライフサイクル全体での排出量2013年度比30％削減」と同

1 貧困

2 飢餓

3 保健

4 教育

10 不平等

11 持続可能な都市
12 持続可能な
消費と生産
13 気候変動

14 海洋資源

6 水・衛生

15 陸上資源

7 エネルギー

16 平和

17 実施手段

は全社で重点的に取
り組むもの

健康
ヘルスケアにおける予防・診断・治療
プロセスを通じて健康的な社会をつくる
重点課題

アンメットメディカルニーズへの対応
医療サービスへのアクセス向上
疾病の早期発見への貢献
健康増進、美への貢献
健康経営の推進

る CO2 累積量と同等レベルをオフセットするために設定し
た「自社製品・サービスの普及による社会での CO2 排出削
減量5,000 万トンへの貢献」 に取り組みます。水資源につ
いても、グループ全体の水投入量を2013年度比30％削減し、
2030 年度に3,500 万トン以下に抑制。さらに、 水処理に活
用される高機能材料やサービスなどの提供により、 社会で
年間3,500万トンの水処理に貢献し 、 2030年度には事業活動
による環境負荷と同等レベル以上の環境貢献を目指します。
また環境以外の分野についても、今後すべての重点課題に
評価指標の設定を行っていきます。
富士フイルムグループは、SVP2030 を推進し、製品・サービ
ス・技術開発などを通じて新たな価値を創出することで、
社会課題の解決に貢献すると同時に、企業価値向上を図っ
ていきます。

環境
健康

生活

生活

重点課題

働き方

安全、安心な社会づくりへの貢献
心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

サプライチェーン

働き方
自社の働き方変革を、誰もが「働きが
い」を得られる社会への変革に発展さ
せる
重点課題

働きがいにつながる環境づくり
多様な人材の育成と活用

ガバナンス

サプライチェーン
環境・倫理・人権等の CSR 基盤をサプ
ライチェーン全体にわたり強化する

事業領域

重点課題

CSR 基盤をサプライチェーン全体にわ
たり強化する

イメージング

インフォメーション

ドキュメント

ソリューション

ソリューション

ソリューション

ガバナンス
オープン、フェア、クリアな企業風土
を浸透させる
重点課題

企業規範
企業理念・ビジョン・行動規範

ガバナンス体制の改善と堅持

※ 1 SDGs（Sustainable Development Goals）：2015年に国連総

の特徴

長期目標（2030年度）の設定

取り組むべき持続可能な開発目標。貧困、不平等・不正義

社会課題の解決を長期視点でとらえ、全社員のイノベーションにより、社会へ変革を促す企業を目指す。

の是正、健康、教育、働きがい、気候・環境な ど17の目標

国際的な社会課題の目標（パリ協定、SDGsなど）の基準年である2030年をターゲット年度とする。

と169のターゲットが定められている。
※2 パリ協定：2015年にパリで開催された第21回気候変動枠組
する多国間の国際的な合意協定。地球の気温上昇を産業革命
前から2℃未満に抑えることが掲げられている。

9 インフラ、産業化、
イノベーション

気候変動への対応
資源循環の促進
脱炭素社会の実現を目指した
エネルギー問題への対応
製品・化学物質の安全確保

数値目標を設定しました。CO2 排出量では、「自社製品の
時に、2017年度から2030年度までに当社グループが排出す

サステナブル社会の実現

重点課題

生活を取り巻くさまざまな社会インフ
ラをハード、ソフト、マインドの面か
ら支える

条約締約国会議（COP21）で採択された、気候変動抑制に関
8 経済成長と雇用

自らの環境負荷を削減するとともに環
境課題の解決に貢献する

特に「環境」分野では、2030年度までに達成する具体的な

会で採択さ れた、2030年までに国際社会が社会課題として
5 ジェンダー

スローガン & 重点課題

環境

Sustainable Value Plan(SVP) 2030

富士フイルムグループにおけるSDGsへの取り組み

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

地球規模の環境課題は、2030年度に向けた数値目標を設定
「環境」「健康」「生活」「働き方」の4分野に「サプライチェーン」「ガバナンス」を加え、15重点
課題を設定
「 事業を通じた社会課題の解決」と「事業活動により生じる負荷の軽減」の両面を考慮し、重点分野を再
設定した。
グローバル企業として、社会や顧客から、サプライチェーン全体にわたる CSR 視点（環境・倫理・人権等）
での管理強化を求められており、「サプライチェーン」を重点分野に据えた。
不適切会計の改善として重要な「ガバナンス」を重点分野に加えた。
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私たちの CSR 経営
経済成長と
雇用

富士ゼロックス中国は「CSR は経営そのものである」を理念として掲げ、サステナビリティを取り巻く環境を出発点
として、現在の社会課題を整理し、当社のミッションや経営目標、事業特性、ステークホルダーからの期待や要請を
考慮した上で、私たちの重点テーマを明確にするとともに、自社の商品およびサービスの提供を通じて、社会のため
に継続的に価値を創造しています。

サステナビリ
ティを取り巻
く環境

企業理念／解決

重点テーマ

すべき社会課題

経済：中国の経済
社会の構造転換お
よび変革により、
顧客のオフィス機
器に対するニーズ
が絶えず変化
持続可能な
開発目標（
SDGs）

商品、サービスおよび提供する主要な価値

商品および
サービス

● 中国向け商品イノ
● インテリジェント

ソリューション

● カスタマー・エク

スペリエンス

ステークホルダー

お客様の多様化するニーズを満たす。
● ICT

技術を活用して、これまでの印刷と
環境に配慮した電子化を有機的に融合し、
個性的なスマートソリューションを構
築し、業務の効率化および活力に満ちた
生活を実現する。

お客様

教育

● グリーンな商品設計

強大なワークフロー
（企業力の基盤）

● 資源の持続可能な利

用
● 使用済み商品の再製
造

の

料

経営基盤：公平な
企業行動および企
業ガバナンスを強
化

お客
様

富士ゼロックス
中国のバリュー
チェーン
原材

「中国製造
2025」

造、
製
、

調

達

物
廃 棄 用/
/再利

営

気候変動

実施手段

保健

実施手段

染物質の排出を最大限に抑制し、気候変
動の課題に積極的に対応する。

CSR 調達の管理および調
達の現地化を通じて、サプライチェーン
の競争力の向上を図り現地企業の成長を
支援する。
● 競争力のある賃金および福利厚生を提供
し、すべての従業員を平等に扱い、従業
員が誇りを持って業務に取り組み、経済
面の持続可能な成長に貢献する。

総合管理システム

サプラ
イヤー

従業員

社会

● 貧しい山間地域の小学校の建設への支援

および社会的弱者の教育への援助を通じ
て、中国の教育事業に貢献する。

● 経営基盤を磐石化し、オープン、フェア、

● コンプライアンス経
● リスクマネジメント

抑
制
/廃
棄

社会：多様性、包
括性のある成長の
推進が社会の共通
認識に

環境

● 資源の節約およびリサイクルを進め、汚

● サプライヤーの

● CSR

調達
● パートナーの成長支
援
● 労働安全衛生と安全
生産
● 従業員への研修と能
力開発
● 働き方変革
● 教育と文化
● 地域社会への参加と
発展

地球

バリューチェーンの各段
階における価値の創造

の

中国経済の
新常態

ービスを提供し、お客様の売上拡大、環
境負荷の低減を支援する。

● 気候変動への対応

用時
使
の

「インター
ネット＋」
およびビッ
グデータ

● 質の高い、環境に配慮した商品およびサ

生

中国のCSR
に関する国
家規格

言行一致

● 汚染防止

販
売

中国の5大
発展理念

環境：気候変動へ
の対応および生態
系の保全が急務

再

「パリ協定」

SDGsへの貢献

● 絶えず新たな「中国向け」商品を開発し、

ソリューションおよびサ
ービス業務
オフィス機器およびプリ
ンター業務
プロダクションプリント
サービス業務

ベーション

研究
開
発

17

クリアな事業活動を実践することにより、
富士ゼロックス中国に対する社会からの信
頼を高める。

平和

株主/
出資者

実施手段
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CSR 経営のマネジメント

CSR 経営のマネジメント

重点テーマには、私たちが価値を創造する過程において経済、環境および社会に重大な影響を及ぼす課題、または実
質的にステークホルダーの評価および意思決定に影響を及ぼすテーマが反映されています。2018 年、私たちは「
GRI サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の枠組みのもとで、社会的背景およびステークホルダー
の要請の変化に沿って、2017 年の重点テーマを調整し、私たちが CSR 管理ポリシーを制定するにあたって、関係
者の関心が高い内容に十分に応えられるようにしました。

2018年に、サステナビリティを取り巻く外部環境の変化、当社の戦略的発展のニーズ、およびステークホルダーの意
見、外部識者の提言などに基づき、私たちは2017年の重点テーマの一部を調整し、重点テーマを4つの象限に分類し、
優先順位を表しました。レポートでは以下の17の重点テーマについて情報開示を行っています。

ステークホルダーの評価および意思決定に対す
る影響
●

2

3

4

●
●

レビュ
ー
サステナビリティを取
り巻く外部環境を分析
● 前年度のレポートに対
するステークホルダー
からの意見を分析
●

特定
●

調整

インタビュー、意見交
換会などの形式を通じ
てステークホルダーの
要望および要請を把握

●

検証

ステークホルダーとの
コミュニケーションを
経て、重点テーマに対
する調整を実施

●

ステークホルダーとの意
見交換
当社の上級管理職の行為
と姿勢
NGO 団体の要請

●

国際および業界の
行動規範、ガイド
ライン

経済、環境および社会に対する影響の重要度
●

当社の成長戦略

●

当社が直面する機会と課題

カスタマー・エ
クスペリエンス

汚染防止

高

労働安全衛生と
安全生産

CSR 識者による重点テ
ーマに対する検証を実
施

中国向け商品イ
ノベーション

パートナーの
成長支援
従業員の研修と
開発

グリーンな商品
設計

働き方変革

重点テーマの分析の流れ

サステナビリティを取り巻く外部環境

使用済み商品の
再生
資源の持続可能
な利用

リスクマネジメ
ント

地域社会への参
加と発展

現在の世界情勢およびビジネス環境は日増しに複雑化し、中国の経済社会も新時代に入り、社会生活のさまざまな局面

インテリジェン
トソリューショ
ン

コンプライアン
ス経営

教育と文化

CSR 調達

■ 経済

で構造転換と変革が進んでいます。中国の経済、環境、社会および経営管理などに関する問題に対して、富士ゼロック
気候変動への対
応

ス中国は直面する重大な機会とリスクを深く分析し、当社の業務の構造転換と変革を推進しています。
低
「大衆による起業、万人によるイノベ
ーション」などの政策により中小企業
の発展が支援され、個性的で便利なオ
フィス環境へのニーズがさらに高まっ
ている。

世界的な気候変動、環境汚染などの問
題への関心が高まり、世界の国や地域
は対策を講じつつ、当社の環境ガバナ
ンスにもより多くの注目が集まるもの
と思われる。

「インターネット＋」およびビッグデ
ータの技術的飛躍と普及により、スマ
ートオフィス環境の実現に向けた基盤
が固まってきた。

経済のグローバル化が進み、地域的な
保護貿易主義が企業のサプライチェー
ンのサステナビリティに影響を及ぼし、
当社の発展におけるリスクが高まるも
のと思われる。

国連が提唱している持続可能な開発の
ための2030アジェンダに定められた持
続可能な開発目標により、当社の発展
のための新たなビジネス環境およびビ
ジネスの枠組みが提供された。

20

富士ゼロックス中国の 2018 年の重点テーマおよびその変化

重点テーマの分析

1

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

機会

リスク

国際貿易が日増しに盛んになるにつれ
て、コンプライアンスは世界的重要課
題となり、当社は各事業地域における
法的環境の変化に十分に注意する必要
がある。

経済、環境および社会に対する影響の重要度

● 社会
▲ 環境

高

2018年重点テーマの変化
2017年テーマ

2018年の調整

調整の理由

労働安全衛生と健康

労働安全衛生と安全生産

テーマ解釈のさらなる範囲拡大

従業員への研修と能力開発

従業員への研修と開発

テーマ解釈のさらなる範囲拡大

ワークライフバランス

働き方変革

当社の変革が従業員の働き方に及ぼす影響を表すため

地域社会への参加

地域社会への参加と発展

当社が地域社会の発展に及ぼす影響を表すため

カスタマー・エクスペリエンス

元の2つの重点テーマの意味に重複があるため

コンプライアンス経営

コンプライアンスの重要性を表すため

お客様サービス
商品体験
/

21

変革を推進、スマートな未来へ

変革を推進、スマートな未来へ

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

CSR 経営のマネジメント

CSR 経営のマネジメント

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

持続可能な開発目標への貢献

ステークホルダーとのコミュニケーション

ミレニアム開発目標（MDGs）に続く目標として、国連が持続可能な開発のための2030アジェンダの中で定めた
持続可能な開発目標（SDGs）には17項目の持続可能な開発目標および169項目のターゲットが含まれています。
2017年に、私たちは当社にとってマイナスまたはプラスの影響を及ぼす可能性が最も高いSDGsの目標を特定し、
2018年にSDGs優先目標に対して重点的な対応を実施しました。

私たちの CSR 活動の推進はステークホルダーからの協力と支援が不可欠です。ステークホルダーの声に真摯に耳を
傾け、バリューチェーン各機能へのステークホルダーからの期待や要求の変化に応じて、私たちも持続的にステー
クホルダーとのコミュニケーションの仕組みを改善し、緊密な協力関係を構築するとともに、中国社会の持続的な
発展を共に推進していきたいと願っています。

SDGs優先目標

2017年の進捗状況

関連のターゲット

3.4 2030 年までに、非感染症疾患（NCD）による早期死亡を、予防や治療
を通じて 3 分の 1 減少させ、精神保健および福祉を促進する。
3.8 すべての人々に対する財政保障、質の高い基礎的なヘルスケア・サー
ビスへのアクセス、および安全で効果的、かつ質が高く安価な必須医薬品
目標 3 ：すべて とワクチンのアクセス提供を含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（
の人に健康と福 UHC）を達成する。
3.9 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質および土壌の汚染
祉を
による死亡および病気の件数を大幅に減少させる。
3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康リスクの早期
警告、リスク緩和およびリスク管理のための能力を強化する。

ステークホルダー
●

ワークライフバランスを促進するた
めの一連の従業員健康増進活動を実施

●

EAP（従業員支援プログラム）を推
進し、より多くの従業員の要請に対応

株主

重点テーマ

関与方法
コミュニケーション

リスクマネジメント

実施計画

コンプライアンス経営

報告会議

●

社会保険加入率および健康診断受診
率 100％を達成

●

化学物質の厳格な管理および緊急対
応シミュレーション訓練を推進

当社の年度方針共有

4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住 ●
民および脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や ●
目標 4 ：質の高 職業訓練に平等にアクセスできるようにする。
い教育をみんな 4.a 子ども、障害、およびジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、 ●
すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できる
に
ようにする。

現地の学校にデジタル複合機を寄贈

戦略的提携パートナーコミュ
ニケーション会議

富士ゼロックス中国が建設を援助し
た多くの小学校に各種教材を寄贈

パートナー

中国の多くの都市の弱視の学生のた
めに大きな文字を使用した拡大教科
書を製作し、1,385 部を寄贈

新コンセプトである「 Smart Work
Gateway 」のソリューションと商品
を発表
● 中国現地の技術者が中心となって開
発した新たな「中国向け」デジタル
複合機 DocuCentre S2110 を発表
●

12.2 2030 年までに天然資源の持続可能な管理および効率的な利用を達成す
る。
12.4 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイク
ルを通じて化学物質やすべての廃棄物の環境に配慮した管理を達成し、大
気、水、土壌への排出を大幅に削減することにより、ヒトの健康や環境へ
目標12：つくる の悪影響を最小限に留める。
責任つかう責任 12.5 2030 年までに、予防、削減、リサイクル、および再利用（リユース）
により廃棄物の排出量を大幅に削減する。
12.6 大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導
入し、定期報告に持続可能性に関する情報を盛り込むよう奨励する。
12.a 開発途上国に対し、より持続可能な生産消費形態を促進する科学的・
技術的能力の強化を支援する。
目標13：気候変 13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警告に関する教育、啓
動に具体的な対 発、人的能力および制度機能を改善する。
策を
16.5 あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。
16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機
目標16：平和と 関を発展させる。
公正をすべての 16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型および代表的な意
思決定を確保する。
人に
16.b 持続可能な開発のための非差別的な法規および政策を推進し、実施す
る。

取引先CSR研修

取引先CSR調達セルフチ
エック

パートナーの成長支援

取引先CSR調達説明会

取引先CSR訪問診断

代理店大会

目標17：パート 17.16 持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップのマルチス
ナーシップで目 テークホルダー ・ パートナーシップによる補完を促進し 、 それによるナ
レッジ、専門知識、技術、および資金源の動員・共有を通じて、すべての
標を達成しよう
国々、特に開発途上国の持続可能な開発目標の達成を支援する。

2 種類の再生型機を発表

●

累計 51 種類の消耗品が国家再製造
リストに登録

●

6 年連続でサステナビリティレポー
トを発表し、当社の経済、環境およ
び社会に対する影響を紹介

●

深圳工場が 4 年連続で排出量取引試
行企業として期日通りに義務の履行
を完了

●

コンプライアンス管理を継続的に強
化し、多くの通報ルートを構築

●

コンプライアンス研修を 48 回実施

●

中国の複写機業 界における多くの
国家規格の制定への継続的な参加お
よび推進

●

全国印刷標準化技術委員会オブザー
バー企業に登録

告発メールボックス

代理店研修
最優秀代理店表彰会
中国向け商品イノベー
ション

お客様/業界

販売員全員が IT 技能認証証書を取
得し、ICT に関する認証研修を段階
的に実施

●

中国事業マネジメント会議

CSR 調達

●

目標 9 ：産業と 9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保な
技術革新の基盤 どを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究およびイノベー
をつくろう
ションを支援する。

監督

カストマー・エクスペ
リエンス

カストマーコール

インテリジェントソ
リューション

同業界コミュニケーション

グリーンな商品設計
汚染防止

環境

商品展示会

気候変動への対応
資源の持続可能な利用

お客様訪問

省エネルギー監督員
環境委員会
環境推進員会議
政府部門、大学の工場見学
受入れ

使用済み商品の再生

従業員への研修と開発

従業員

労働安全衛生と安全生産
ワークライフ・バランス

社会

教育と文化
地域社会への貢献

お客様満足度調査

従業員の日常コミュニケー
ション
従業員面談
従業員代表大会
CSR セミナー
CSR 研修
CSR We Chatプラットフォーム

マネジメントシステム内部
監査・外部監査
土壌、地下水調査
環境インパクトの定期的モ
ニタリング
従業員満足度調査
CSR 意見箱
董事長交流オンライン
CSR We Chatプラットフォーム

ボランティア活動
インタビュー調査
記者会見

意見募集会
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特集：変わろう、そして共に価値を創造しよう

特集：変わろう、そして共に価値
を創造しよう
富士ゼロックス中国は、企業および社会のサステナビリティの実現を目標に掲げ、当社の優位性を活か
して社会課題の解決に努めています。また、私たちは成長する過程において、ステークホルダーと誠実
な協力関係を築き、手を携えて共に価値を創造しています。

お客様の働き方変革を全力で推進

特集：変わろう、そして共に価値を創造しよう

これまでの数年間、富士ゼロックスチャイナはモバイルやクラウドなどの最新技術を活用し、「Smart Work Gateway」
など多様性のある文書管理ソリューションを提供しています。教育、金融、不動産、インターネットなどの業界のお
客様が自社のコア事業に集中し、より多くの価値を得るために、生産性の向上、運営コストの削減およびワークフロ
ーの改善につながるソリューションを提供しています。
ワークフローのデジタル化

管理のデジタル化

企業レベルの情報セキュリティ

大量集中型および少量分散型文書をデータ化
して取り込み、分類、索引、認証および送信
の全プロセス管理のデジタル化を実現、モバ
イル端末と企業のクラウドサービスに対応

業種に応じて、標準化方式、カスタ
マイズ方式および業界特性に対応し
た方式による有効なソリューション
を提供

お客様の個人情報のセキュリティ認証
（モバイル端末のセキュリティ認証を
含む）、データ伝送と保存の全過程に
おける暗号化、および安全で信頼性の
高いクラウドサービスを提供

富士ゼロックス中国のビジネスの歩み

1999
●

富士ゼロックス深圳がモノクロプ
リンターの生産を開始

2010

富士ゼロックス深圳が複合機とカ
ラーレーザープリンターの生産を
開始

●

富士ゼロックス上海が自主開発し
た初のデジタル複写機（WorkCentre
Pro320/315) の生産を開始

2006
●

富士ゼロックスチャイナが重要チャ
ネルパートナークラブ（VICP Club）
を正式に発足

メンテナンスのトータルサービス
の提供を開始、2011年には「リモ
ートメンテナンスサービス」へと
グレードアップ

●

新たなお客様サービス管理システ
ムを正式に始動

2011
● 富士ゼロックス上海が標準化・商品
認証センターを設立

●

商品の提供からソリューション・サー
ビスの提供へ、戦略目標を実現するた
めに、ソリューション事業部を設置

2015
● 文書管理ソリューションの標準化を実
施
●

ソリューションとインターネット＋、
モバイルアプリケーションおよびクラ
ウドサービスの融合を強化

2017

2012
●

モバイル端末への直接接続

オールラウンドなクラウドプラッ
トフォームソリューションの提供

QRコード、カードスライド方式やパ
スワード入力方式など、さまざまなロ
グイン方法に対応可能であり、モバイ
ル端末による印刷および決済を実現

異なる業種の企業に、パブリックク
ラウド、プライベートクラウドおよ
びハイブリッドクラウドのソリュー
ションを提供

富士ゼロックスチャイナ「Smart Work Gateway」5つの特徴

2014

●

2001
●

ソリューションへのシフトを加速

中国ニーズを満たす商品の開発

24

ソリューションを文書管理からスマートオフィスへと拡大

モバイルインターネット、クラウド技術、ビッグデータおよび SNSが急速な普及を続ける現代において、
人々の生活、働き方および各業界のビジネスモデルも絶えず変化を続けており、私たちのお客様お よ
び協力パートナーもさまざまな課題に直面しています。いかにして最新技術を活用し企業と人を効率よ
く、有機的に融合させ、部門の垣根を超えた管理効率と能力向上を実現し、経営コストを削減するのか、
便利で効率的な働き方を提供するのか、これらは切実な問題となっています。富士ゼロックス中国 は
お客様が直面するさまざまな課題を解決し、価値の創造に貢献する、ハードウェアとソフトウェアを組
み合わせた多くのソリューションを提供しています。

プリンター市場への参入

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

初の「中国向け」デジタル複合機
（DocuCentre S1810）を発表

持続可能な開発目標への
貢献

●

「Smart Work Gateway」を発表

●

ソリューションを文書管理からスマー
トオフィス管理へと拡大

また、モバイルオフィス、スマートオフィスなどに対するニーズが次第に高まりつつある今日において、富士ゼロック
スチャイナは自社の文書管理分野の優位性を活かして、文書管理ソリューションからスマートオフィスソリューション
へと事業拡大を進めています。ICT分野の革新的な協力パートナーと共同でオフィスのIoTプラットフォームを構築し、
人とスマートオフィスデバイスとをつないだ協働を実現し、より高い効率性、柔軟性、利便性を備えた働き方を実現し
ます。

お客様事例：方糖小鎮のコワーキングスペースに賭ける夢
ここ数年、「大衆による起業、万人によるイノベーション」の時代の流れとともに、コワーキングの概念が中国で急速
に広まっています。これはオフィスの賃料を節約し、オフィススペースを共有するビジネスモデルであり、主に賃料に
対してより高いコストパフォ—マンスを必要とするスタートアップ企業およびモバイルオフィスやフレキシブルなオフィ
スのニーズがある顧客のためのサービスです。
富士ゼロックスチャイナのお客様である方糖小鎮(上海方糖創業服務有限公司)は、コミュニティをベースコンセプト
に置き、オフィススペースを求めるより多くの顧客にオンライン、オフラインを問わずオールラウンドなコワーキン
グサービスを提供する会社です。絶えず新しいオフィスサービスを開発することにより、伝統的なオフィススタイル
からの変化をもたらしています。富士ゼロックスチャイナは、文書管理ソリューションからスマートオフィスへの事
業拡大を進めてきたこれまでの数年間において、「Smart Work Gateway」コンセプトのもと、モバイルやクラウド
などの最新技術を活用した多様性のある文書管理ソリューションを提供し、教育、金融、不動産、インターネット業
界などのお客様が生産力の向上、運営コストの削減およびワークフローの改善すると同時に、自社のコア事業に集中
し、より多くの価値を得るための支援をしてきました。

方糖小鎮の挑戦
2015 年、方糖小鎮は 3 か所のコミュニティ（コワーキングスペースを提供する店舗）を開設し、中国で最も早くコワー
キング分野に足を踏み入れた会社となりました。
、方糖小鎮はサービス提供型プラットフォームの構築を目指して、オフィ
ススペースをひとつのコミュニティとし、そこで顧客同士がつながり、協力することを提唱している点がこれまでの賃貸
オフィスとの違いです。オフィススペース、オフィスサービス、第三者サービス、コミュニティの 4 つの機能を兼ね備え、
コミュニティ内で顧客が相互につながることにより相乗効果をもたらしています。
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人類と地球を守るための貢献

この3 年間で、方糖小鎮は中国の多くの都市で数十か所のコミュニ
ティを開設しました。インテリジェントなコワーキングエコシステ
ムを構築する過程において、方糖小鎮は印刷に関する多くの問題に
直面しました。これまでは複数のサプライヤーがそれぞれプリンタ
ーや複写機を提供していたため、機種ごとに異なるドライバーをイ
ンストールしなければならず、顧客および自社が要する時間やコス
トが増加していました。次に、紙詰まりなどの機器の故障が発生し
た場合は、それぞれの業者に連絡して修理をしなければならず、利
便性に影響を及ぼしていました。さらに、サプライヤーの多くは利
便性のあるクラウドプリントソリューションの提供が困難であった
ことから、スピーディーな印刷を求める顧客のニーズに応えること
ができず、これらは方糖小鎮およびその顧客にとってフレキシブル
なオフィスを実現するためのボトルネックになっていました。

富士ゼロックス本社が掲げる「地球温暖化の抑制」、「資源の保全・有効利用」、「化学物質リスクの低減」という
環境への取り組みにおける 3 つ の 柱に基づき、富士ゼロックス中国は「商品とサービス」および「事業活動」の両面
から環境負荷を最大限に低減し、企業経営のバリューチェーン全体における環境との調和のとれた共生の実現を図っ
ています。
富士ゼロックスの環境への
取り組みにおける3つの柱

富士ゼロックス中国の
環境に関するテーマ

富士ゼロックス中国の重点分野

気候変動への対応

●

カーボンフット
プリントの削減

グリーンな商品設計

●

商品のエネルギー消費量の削減

●

水資源の節約

●

使用済み商品および消耗品の回収・再資源化

●

使用済み商品の再生

●

有害化学物質の管理

●

有害廃棄物の減量化

●

一般廃棄物の処理

●

揮発性有機化合物の
排出削減

●

エネルギー管理

地球温暖化の抑制

富士ゼロックス中国のクラウドプリントソリューション
方糖小鎮は連結、共創、自治の理念によりコミュニティエコシステ
ムを構築し、最も自由で、最も効率的なオフィス環境を創出するこ
とを提唱しています。これは図らずも富士ゼロックスチャイナのス
マートオフィス理念とも合致しています。2017年6月に、方糖小鎮
は富士ゼロックスのクラウドプリントソリューションを正式に導入
しました。このソリューションを方糖小鎮のモバイルアプリケーショ
ンに取り込むことにより、顧客は遠隔操作で印刷することができま
す。また、機器のQRコードを読み取るだけで、文書データをプリン
ターに転送し、その場で印刷することもでき、便利でスピーディーな
だけでなく、顧客の文書の安全性も確保することができます。

資源の持続可能な利用

●

梱包材のリサイクル

資源の保全・有効利用
使用済み商品の再生
方糖小鎮コミュニティの富士ゼロックス製デジタル
複合機
化学物質リスクの低減

また、クラウドプリントソリューションでは主に方糖小鎮自身のサーバを利用して必要なデータを保存しており、富
士ゼロックス中国が提供する第三者機関の安全認証を受けたクラウドプラットフォームを使用することもありますが、
顧客の文書はアップロード、印刷が行われた後に自動的に消去されるため、顧客の情報セキュリティを確保するこ
とができます。また、アフターサービスの面でも、富士ゼロックスチャイナは方糖小鎮の改善要求に対して迅速なフォ
ローアップが可能です。
2017年末現在、方糖小鎮の25か所のコミュニティで17台の富士ゼロックスプリンターが採用されています。富士ゼ
ロックス中国は方糖小鎮と共にスマートオフィスのエコシステムを構築し、多くのベンチャー企業の成長を支えてい
ます。

汚染防止

環境に及ぼすマイナス影響の低減
富士ゼロックス中国

環境への取り組みの歩み

1999

双方の将来の方向性
方糖小鎮は急速に拡大・成長を続けており、すでに中国の多くの不動産業者、インターネット企業との提携を実現し、
中国の各都市でコワーキングの普及を着実に進めています。また、コワーキングサービスを必要とするより多くの顧客
の多様性のあるニーズに応えるために、方糖小鎮はさらに富士ゼロックスチャイナとスマートオフィス分野におけるソ
リューションサービスの開拓および高度化を進めていきます。

●

「グリーン調達ガイドライン」を制定

富士ゼロックスデジタル複合機の印刷品質は非常に優れており、サービスの対応もス
ピーディーです。私たちが実際に使用した感覚では、富士ゼロックスのプリンターの
故障率は他のブランドより低く、私たちの業務効率は効果的に向上しました。富士ゼ
ロックスはクラウドプリントソリューションを提供する過程で、終始高い問題解決能
力と真摯な姿勢で私たちに対応してくれたので、大きな助けになりました。技術面の
問題のフォローアップも速く、明確な回答を得ることができました。
——上海方糖創業有限公司カスタマー・エクスペリエンス総監 宓利穎

2008
●

2003
●

EUのRoHS指令に準拠して「グリーン調
達ガイドライン」を全面的に改訂し、名
称を「グリーン調達基準」に変更

2007

お客様の声

バリューチェーン
全体の環境管理

環境管理システムの構築

●

「廃棄ゼロ、汚染ゼロ、不法投棄ゼロ」
の目標を制定

「Leafx（Love Earth
Action Fuji Xerox：リー
フエックス）」を始動

●

富士ゼロックス統合リ
サイクルシステムが稼
働を開始

●

3か所の生産工場でい
ずれもISO 14001認証
を取得

環境への取り組みの全面的な推進
2012
富士ゼロックス深圳が初めて排出量取引試行企業に
指定
2013
● 快適性、非帯電性を備えた制服に再生する、ユニフォ
ーム循環型リサイクルプログラムを始動
● 省エネ、静音などの環境性能を核とするRealGreen（真
の省エネ）を推進
2015
● 富士ゼロックス深圳がISO 50001 エネルギーマネジメ
ントシステム認証を取得

●

持続可能な開発目標への
貢献
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2017 年の環境管理に関する重点的な取り組み

揮発性有機化合物（VOCs）の排出削減

2017年、富士ゼロックス中国の 3 か所の生産工場（富士ゼロックス上海、富士ゼロックス深圳、富士ゼロックスエ
コマニュファクチャリング(蘇州)）がいずれも有害廃棄物の減量化、揮発性有機化合物（VOCs）の排出削減などの環
境保全に関する重点分野において改善活動を実施し、工場の廃棄物の排出量を大幅に減少させ、環境に及ぼすマイナ
ス影響の低減を実現しました。ここでは主に、富士ゼロックス深圳および富士ゼロックス上海の環境管理に関する具
体的な取り組みについて紹介します。

2017年、上海市環境保護局はVOCs対 策における「一工場一対策」を公示しました。富士ゼロックス上海はこの政策
を受け、工場の生産過程におけるVOC sの排出、処理施設などの現状を全面的に調査をしました。この問題に対応す
るV OCs 特 別対策プログラムを制定、揮発性有機化合物の排出削減のための一連の施設を追加し、生産過程で発生す
るVOCs が規定通りに排出されずまたは廃ガスが外部に漏れるリスクを回避した上で、会社業務が環境にもたらすマ
イナス影響の低減に努めました。
調査の結果から、富士ゼロックス上海においてVOCsの発生お
よび排出の可能性が考えられるのは、工程内の廃ガスの排出、
設備の固定用シールと運動用シールからの漏えい、液体の有
機化合物の保管と調合時の揮発によるロス、燃焼時の煙の排
出の4点でした。今回、富士ゼロックス上海のVO Cs 排出削減
における課題は、現場対策を強化することにより工程内の廃
ガスの排出を抑え、VOCsの排出削減を実現することです。2017
年9月から10月にかけて、富士ゼロックス上海は工場内のVOCs
の排出が適切ではない場所をくまなく調査し、関連の対策を
制定しました。

有害廃棄物の減量化
富士ゼロックス深圳では、生産過程において発生する、使用済み有機溶剤、使用済みウエス、使用済み空容器、使用済
みシリカゲル、研磨廃水、使用済みトナー袋、使用済み電池などの10大区分、30種類の有害廃棄物について、要件を満
たし、契約を締結した業者が、1日1回の清掃と運送を実施しています。
有害廃棄物の減量化業務の効率性を高めるために、2017年、富士ゼロックス深圳は有害廃棄物の減量化特別改善チーム
を設置しました。各生産現場に立ち入り、有害廃棄物の発生状況に対する分析調査を実施し、改善の可能性が高い、使
用済みウエス、使用済みシリカゲル、研磨廃水、メタノール廃液の計4種類の有害廃棄物を特定しました。さらに工程
分析、原材料のバランス分析、ライフサイクル分析などにより、これらの有害廃棄物の発生原因についてさらに検証を
進め、これらの問題に的確な措置を講じることにより、高い減量化の効果をもたらしました。

2017年に、富士ゼロックス上海が多部門から
なるVOCs対策チームを設置

有害廃棄物の発生量が減少したことにより、保管スペースが減少するとともに、有
害廃棄物の収集・運搬の回数も減少しました。保管エリアの防爆措置を実施した後
は、有害廃棄物の収集・運搬がそれまでの1日1回から、週1回となり、それに要する
工数が大幅に減少しました。また、有害廃棄物の輸送コストも減少し、高い環境効
果と経済効果をもたらしました。資源が枯渇しつつある現代において、いかにして
資源を節約し、固体廃棄物の減量化を実現するかが非常に深い意味を持つことは明
らかであり、今後富士ゼロックス深圳は有害廃棄物の減量化業務において蓄積した
経験を固体廃棄物の減量化にも応用し、すべての固体廃棄物の発生量をさらに削減
し、固体廃棄物の再資源化を促進する予定です。
事例

VOCs総排出量
2017年に、富士ゼロックス深圳
における有害廃棄物の発生量が

34% 減少

使用済みウエス、使用済みシリカゲル、研磨廃水、メタノール廃液は富士ゼロックス深圳の今回の有害廃棄物の減量化
業務における重点項目です。そのうち油分を含む使用済みウエスは「国家危険廃棄物リスト2016」から除外されてお
り、油分を含む使用済みウエスと化学物質を含む使用済みウエスを一緒に処理することになれば、工場の有害廃棄物処
理コストの増加をもたらすことから、油分/化学品それぞれ別に処理する必要がありました。富士ゼロックス深圳の有害
廃棄物改善チームは工場で発生する使用済みウエスに対して重点的に改善を実施しました。
原因の分析
使用区別が標準化されていない
化学物質を含むウエスとそれ以外のウエ
スを混合したことにより、発生量が増大

対策の実施

改善の効果

分類基準の策定
●
●

富士ゼロックス上海のVOCs排出削減措置
対策

目標

措置

充填層の層厚が不
十分

活性炭吸着装置の改造

活性炭の充填量が
不十分
充填層にショート
パスが存在
ブロワ—の機種選
定が不適切
ダクトの漏れ

活性炭の充填量の増大

活性炭の充填量の要求仕様を実現 活性炭の充填量を増加

充填層の一部の機能の
喪失を防止
風量の増大

活性炭が沈降した後の充填層にお 充填層の一部を塞く
けるショートパスを防止
要求仕様を実現
ブロワ—を更新

ダクトの交換

漏れを防止

サンプリング口の
位置が不適切

サンプリング口の位置
の変更

サンプリング口の要求仕様を満た ダクトを交換し、再度サンプリング口を設置
す

充填層の層厚の要求仕様を実現

塗布現場および南エリアのレーザー溶接排
気筒に活性炭吸着装置を増設

ダクトを交換

使用済みウエス判別カードを導入し、分類基準を制定

使用済みウエスの発生量
各製造現場で分類説明会を開催し、作業者に対して教
が40％減少
育を実施

廃棄基準が不明確で無駄が発生

最適な作業方法の標準化

作業者が自己判断でウエスを廃棄し、無
駄が発生

●

有機溶剤の付着量が多く重量が増加

使用済みウエスの通風乾燥
● 通風処理により使用済みウエスの有機溶剤の付着量 使用済みウエスの重量が
を減少
約40％減少
● 揮発した有機溶剤を廃ガス処理設備により浄化

アセトン、メチルエチルケトンを含む使
用済みウエスの有機溶剤の付着量が多く、
ウエスの重量が増加

更新したブロワ—

問題

使用済みウエスの発生量および処理費用の削減のための実践

5% 削減の目標を設定

コンプライアンス評価：上海市「大気
汚染物質総合排出基準」（DB31/9332015）の排出要件を達成

2017年12月、富士ゼロックス上海は排出削減プログラムの取組
みにより、VOCsの収集浄化において、現場に処理施設を配置す
ることにより、当地の環境保護部門のVOCs排出削減に関する検
収要件を満たすとともに、VOCs排出量が大幅に減少し、当地の
大気品質の改善に貢献しました。

排出削減量評価：VOCs排出削減率

また、富士ゼロックス上海は揮発性有機化合物の排出削減につ
いても、活性炭吸着装置メンテナンス規定の改訂、VOCs排出管
理台帳の作成、排出口に対する定期的なモニタリングなど、自
社の日常の環境管理業務に取り入れることで更なるVOCs排出量
の削減に努めています。

化学物質を含むウエスを折り畳んで使用する回数お ウエスの利用率が約25％
よび拭く商品の数を明確化
向上

11.05

%。そのうち、工程内の

廃ガス排出段階におけるVOCs発生量が

20.82% 削減
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特集：変わろう、そして共に価値を創造しよう

特集：変わろう、そして共に価値を創造しよう

使用済み商品の再生

また、富士ゼロックスエコマニュファクチャリング ( 蘇州 ) は富士ゼロックスチャイナと連携し、中国のある医療会社
と再生機の個別受注生産に関する提携を進めています。この医療会社が印刷するものは X 線画像であり、フィルムの
表面にトナーが付着しにくく、画像形成に対する要求も非常に高いことから、私たちは印刷温度と画像形成部分の部品
の電圧を調整することにより、X 線画像の高品質の画像形成を実現し、お客様の極めて高い医療分野の印刷に対するニ
ーズに応え、中国における再生事業の発展のための新たな方向性と位置付けを見出しました。

富士ゼロックス中国の資源循環への取り組みの歩み
再資源化の始動

消耗品再生の実施

2006

2009

富士ゼロックスエコマニュファ
クチャリング(蘇州)を設立
2008
● 富士ゼロックスエコマニュファ
クチャリング(蘇州)が生産を
開始

●

●

●

電子廃棄物処理リストに入選

再生型機の全面的な推進
2016

初の再製造試行企業資格を取得

2014 年
●

●

再生型商品が中国工業・情報化部の再製造商品の認定を取
得
富士ゼロ ッ クスエコマニュファクチャリング ( 蘇州 ) が
中国工業・情報化部の機電商品再製造模範企業 の 称号
を取得

持続可能な開発目標への
貢献

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

●

初の再生型複合機を発表

●

再製造に関する国家規格制
定への参画

2017
●

初の再生型プロダクション
プリンターを発表

2017 年

31種類の消耗品が国家再製造リ
ストに加えられ、国家再製造リスト
における消耗品は累計で

2

50種類

再生型機「700 Digital Color Press カラーデジタルプリントシステム」

再生型機「FujiXerox® 4112™/4127™ デジタル複合機」

となり、 種類の再生型プロダクショ
ンプリンターの開発と生産が実現

統合リサイクルシステムの構築
富士ゼロックス中国は、使用済み商品は地球にとって貴重な資源であり、使用済み商品を廃棄せずに資源として有効
に回収利用することを通じて、生態系にもたらすマイナス影響を減少させることができると考えています。この問題に
ついて、2006年に富士ゼロックス中国は「廃棄ゼロ、汚染ゼロ、不法投棄ゼロ」を目標に掲げ、蘇州市に業界初の統
合リサイクルシステム工場を建設し、世界で最先端の資源循環システムを構築しました。これは電子廃棄物による汚
染問題の根本的な解決に貢献することができる業界で唯一の統合リサイクルシステム工場でもあります。
富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州)は使用済み商品および消耗品を徹底的に分解、分類し、厳格な性能
テストを通じて、新品と同等品質の部品を再利用し、再利用不能な部品は分解して銅、鉄、アルミニウム、ガラス、
プラスチックなどの56種類の素材別に分類し、専門資格を持つ再資源化協力パートナーに引き渡して、さらに分解す
るか、原材料として再利用し、新しい資源の使用量の削減に努めています。

再生能力の継続的な強化
2017 年は富士ゼロックス中国の資源循環事業にとって記念すべき年であり、使用済み商品の再資源化率が 99.99％に
達し、再生品種も継続的に増加しました。また、長年の努力を経て、富士ゼロックスエコマニュファクチャリング ( 蘇
州 ) はソフトウェアとサーバの更新、部品交換などを含む多くの独自の再生技術の自主開発を進 め、2 種類の再生型
プロダクションプリンターの導入に成功し、中国の再生技術と水準はさらに強化されました。

再生業務範囲の拡大
2017年、私たちは 日本のリサイクル工 場 と の 提 携を推進し、日本の市場で回 収された商 品の部 品 や 消 耗 品に対
する回収・再生を実施し、整備された品質検査方法などの技術文書を日本側に提供し、再生技術の逆輸出を初めて
実現しました。私たちは日本の協力パートナーおよび共同経営パートナーともプロジェクトに関する定常的なコミュ
ニケーションおよび報告の仕組みを構築しており、電話会議や技術交流を定期的に実施し、より高いレベルで共に成
長することを目指しています。

地域社会の教育への貢献
私たちは再生・環境保全の理念を教育
に取り入れ、子供たちに再生・環境保
全の意識を定着させることを目指し、
地域社会における回収・再資源化およ
び持続可能な消費に対する意識の向上
に努めています。2018 年 3 月に、蘇州
産業パークにある企業の社会的責任連
盟を通じて、富士ゼロックスエコマニュ
ファクチャリング ( 蘇州 ) は 3 台の再生型
デジタル複合機を当地の学校に寄贈し、
地域社会の教育機関における印刷機
器不足の問題を効果的に解決しすると
ともに、当地のコミュニティとのコミュ
ニケーションや交流の強化を図り、中
国の教育事業の発展のために貢献を果
たしました。

蘇州産業パークの新融学校に再生型デジタル複合機を寄贈
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バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

バリューチェーン全体を通じたCSRの
実践
富士ゼロックス中国は、原材料の責任ある調達、商品の研究開発から製造過程までの品質管理と廃棄物
のゼロ排出、お客様の使用過程における省エネ・排出削減、サービスサポート、使用済み商品の回収再
利用と再生利用など、当社の価値創造のあらゆる段階にCSR理念と実践を全面的に取り入れることにより、
バリューチェーン全体のサステナビリティの実現に努めています。

調達
富士ゼロックス中国はサプライチェーンのサステナビリティを当社の成長の鍵であると考えています。「ともに学
び、ともに成長し、ともに強くなる」の共栄理念のもと、私たちはサプライヤーのサステナビリティを実現するた
めの能力向上を支援し、バリューチェーンの川上・川下のパートナーと共に持続的な価値を創造、共有し、バリュ
ーチェーン全体の競争力の向上に努めています。
重点テーマ

2017 年実施状況

サブテーマ

富士ゼロックス中国のバリューチェーン全体を貫くCSRの実践

調達

研究開発

製造

お客様使用時

再資源化

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

CSR 調達

CSR 調達の推進

主要実績指標

2017 年実績

CSR アンケートによるセルフチェッ
クサプライヤー数（社）

50

基礎訪問診断サプライヤー数（社）

288

専門訪問診断サプライヤー数（社）

67

改善確認サプライヤー数（社）

58

●

サプライヤー訪問診断の強化

●

サプライヤーリスク管理の強化

●

一般サプライヤーCSR調達説明会の
実施

紛争鉱物調査サプライヤー数（社）

62

●

「相互研鑽」活動の実施

本土サプライヤー数（社）

16

海外サプライヤー数（社）

221

サプライヤーとの契約履行率（％）

100

サプライヤー
お客様／従業員／業界
代理店
環境

●
●

CSR 調達

●

パートナーの
成長支援

●

中国向け商品イ
ノベーション
グリーンな商品
設計

●

汚染防止

●

気候変動への対応

●

資源の持続可能
な利用

●

●

従業員への研
修と開発

●

働き方変革

労働安全衛生と
安全生産

●

教育と文化

持続可能なサプライチェーン管理
●

インテリジェント
ソリューション

●

カスタマー・エ
クスペリエンス

●

●

●

使用済み商品の再
生

パートナーの成
長支援

地域社会への参加と発展

富士ゼロックス中国は「オープン、フェア、クリア」の調達原則のもと、サプライヤーと全方位的な協力関係を構築し
ています。企業倫理、環境保全、労働・人権などの分野における経験を共有し、潜在的なリスクを予防し、共存共栄の
信頼関係を構築して、サプライチェーン全体のサステナビリティを推進しています。

2017 年 富士ゼロックスチャイナプロキュアメントサービス(深圳)のサプライ
ヤーに対する CSR 管理の実施状況
●

2017年から、専門の診断担当者がCSR管理を担うこれまでの方式を改め、調達担当者を中心とした調達活動
に切り替えました。調達担当者がサプライヤーの工場に赴き、基礎訪問診断を実施し、サプライヤーの改善
結果を毎月総経理に報告、さらにサプライヤーのリスク状況に応じた専門チームによる専門訪問診断および
フォローアップを実施するようにしました。

●

富士ゼロックス深圳のCSR 部門と共同で「原材料サプライヤーC S R 調達管理規程」を更新し、サプライヤー
と富士ゼロックス中国の職責とプロセス、サプライヤーの採用時の判断基準、最新の法律法規の要求事項な
どをより明確にしました。

●

サプライヤーの審査プロセスをさらに改善し、サプライヤーの改善計画と問題点に対し100％のフィードバッ
クと確認を実施しました。
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「サプライヤーのCSR経営に対する共鳴を喚起」するために、私たちは当社のCSR管理ノウハウや経験活用して、
サプライヤ ーのリスクの程度および CSR に関する優先事項を判断し、サプライヤーが適正かつ段階的にCSR プロ
グラムを実施するよう推進、指導しています。富士ゼロックス中国は上級管理職による課題検討、戦略的提携、サ
プライヤー研修およびサプライヤー説明会などのさまざまなの取り組みを通じて、サプライヤーがリスク内容を把
握、整理し、環境変 化において直面する課題を積極的に解決するよう支援し、サプライヤーとの共存共栄を図って
います。例えば「相互研鑽」活動とは、調 達 会社が中心となって推進し、富士ゼロックス深圳およびサプライヤー
双方の現場改善方法または経験をともに学び、双方のコスト削減と成長を実現しようとする活動です。

サプライヤーのストライキの予防と対応に
おける訪問診断の推進

2017年、あるサプライヤーが自社工場のある工業地域で改造工事が
あることを理由に、現在の場所から5km離れた場所への移転が必要
になりました。そのサプライヤーは調達会社に対して移転に伴うリ
スクは存在しないと報告しましたが、調達会社がその現場に対して
基礎訪問診断を実施した結果、そのサプライヤーの移転がサービス
に影響を及ぼすリスクが比較的大きいことが判明しました。そのた
め、私たちはサプライヤーに対して移転する前にすべての供給商品
の 2 週間分の在庫を確保し、工場から離れた倉庫に保管するよう要
求しました。

11社のサプライヤ

2018年1月、そのサプライヤーが移転する際に従業員が経済的補償
を要求するストライキが発生しました。供給商品を別の倉庫に事前
に保管する措置をしていたことから、当社の生産ラインが影響を受
けることはありませんでした。また、調達会社もストライキの処理
状況について積極的にフォローアップし、操業再開後にそのサプラ
イヤーのCSR の実施状況を調査し、サプライヤーの新工場に対して
専門訪問診断を実施、サプライヤーの労働・人権などの問題点に対
する整備および管理に関する意見を提出しました。

ーと「相互研鑽」活動
を実施し、総経理面談
を実施したサプライヤ
ーは

専門訪問診断の現場

事例

私たちはサプライヤーの全般的な状況について毎年点検を実施しています。例えばその年
に移転計画があり、あるいは直近の1-2年に専門訪問診断を実施していないサプライヤーに
対して基礎訪問診断を実施し、サプライヤーのリスク状況を把握しています。私たちはサ
プライヤーの過去のリスク発生状況、原因、具体的な経緯および対策に関する分析を通じ
て、リスクが発生した際に効果的に対応することができる仕組みやプロセスを制定し、リ
スクの回避・極小化を図っています。
——富士ゼロックスチャイナプロキュアメントサービス
( 深圳 ) 第二購買部電気購買課課長 鄭南

サプライヤーの CSR 経営に対する共鳴の喚起

2017 年に、調達会社があるサプライヤーに対してCSR訪問を実施した際、生産現場の電気配線が現行の電力安全に関
する国家規格に違反し、外部のメンテナンス担当者あるいは経験の浅い電気担当者に対する極めて大きな感電の危険
性を把握しました。もし電力調査員に発見されれば、「即刻操業停止・改善」命令を受けるレベルのリスクが存在し、
富士ゼロックス中国の部品供給に対しても大きな影響を及ぼす問題です。
調達会社C S R 訪問チームはこの問題を重点問題と判断し、サプライヤーの管理責任者に報告書を提出、サプライヤー
の電気担当者に改善内容を説明しました。そのサプライヤーはその後電力に関する規定に従い改善を実施しました。

サプライヤーの成長促進
従業員の声

サプライヤーのサステナビリティを支援するために、私たちはサ
プライヤーに労働・人権、健康安全、環境保全などに関する研修
教育を実施し、サプライヤーが従業員とのコミュニケーションを
強化し、労資間のリスクを解決するよう促し、対応する方法を提
供しています。2017年に、私たちはこれまでのサプライヤーに対
するC S R 研修の成果について検討し、サプライヤーに対するC S R
教育の改善計画を策定しました。

調 査 改 善 フ ォ ー ラ ム ：CSR
要求事項の共有

コミュ
二ケー
ション
形式

10 社以上

「相互研鑽」活動

従業員の声

中国の多くの工場経営者は、品質、納期、価格が最も重要かつ、
優先的に考慮すべき事項であり、C S R は今すぐ必要ないものと考
えています。また、富士ゼロックス中国がサプライヤーに提出す
るC S R 調達管理の要求事項に対して、一部のサプライヤーはその
要求事項が厳しく、現時点で基準を満たすレベルに達することが
困難であると考えており、C S R 活動に主体的に取り組む意思が強
くありません。

34

サプライヤー方針説明会：
重要サプライヤー向けの年次
総会
総 経 理 面 談 ： CS R 訪問実施=
後のリスクに関するサプライ
ヤーと総経理の面談

サプライヤーとのCSRに関するコミュニケーション
形式の重点

CSR 診断担当者は多岐に渡る専門知識を有するほか、日常業務においても豊富な実務経
験を蓄積しているため、CSR訪問活動において、サプライヤーの生産現場の問題点を正確
に指摘し、潜在的な問題の原因やリスクの予測、予防を実施しています。サプライヤーの
さらなる成長を促すとともに、富士ゼロックス中国とサプライヤーとの信頼関係を深める
ことで、富士ゼロックス中国のサプライチェーンの安定を図っています。
———富士ゼロックスチャイナプロキュアメントサービス
( 深圳 ) 上海支社 第二購買部企画課 胡雪梅
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バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

研究開発

グリーンな商品設計

富士ゼロックス中国は市場ニーズを基点とした商品設計と研究開発を継続的に推進しています。中国市場のニーズに
迅速かつ的確に応える商品開発を通じて、価値ある知識や情報の円滑なコミュニケーションを実現するオフィス空間
を創出する商品やサービスを継続して提供しています。
重点テーマ

2017 年実施状況

サブテーマ

主要実績指標

2017 年実績
66

研究開発チーム人数（人）
中国向け商品イ
ノベーション

現地ニーズの
理解

●

次世代「中国向け」商品の研究
開発

●

商品と「インターネット＋」機
能の融合

●

グリーンな商品
設計

商品の環境性
能

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

研究開発投資（万元）

「より環境にやさしく」、「より便利に」が富士ゼロックス中国が注力する2 つ の重要な商品開発のコンセプトで
す。私たちは効率的な省エネ型商品を提供し、社会全体のカーボンフットプリントおよび環境負荷の低減を実現し
たいと考えています。富士ゼロックス上海では業界で最も厳しい環境基準に基づき、エコ・環境保全の理念を商品
の設計、生産などの各段階に取り入れています。環境保全技術のイノベーションを絶えず模索しており、開発した
商品は中国環境ラベル低炭素商品認証、中国環境ラベル商品認証、省エネ商品認証を取得しました。2017年、富士
ゼロックス中国が発表したDocuCentre S2110は、エネルギー効率および超微小粒子の排出基準においてさらなる進
化を遂げました。

7,397

新規「中国向け」商品数（個）

1

知的財産権の増加件数（件）

3

中国環境ラベル低炭素商品認証、 グリーン調達の推進（％）
中国環境ラベル商品認証、省エ 財政部省エネと環境保全の政府調達リ
ネ商品認証を取得
ストに追加された商品数（個）

100

設計段階で商品のメンテナンス、組立および
分解工程を考慮し、再生利用、再分解しやす
いように、2 5 g 以上の部品には一部成分表示
を実施する

26
富士ゼロックスおよび国家安全環境部門の電
子デバイスエネルギー排出基準に従い、カス
タマイズ商品のエネルギー消費効率を設計し、
実現する

中国向け商品イノベーション

回収再利
用を見据
える

有害化学
物質の使
用を制限

環境影響の
最小化の実
現
エネルギ
ー消費基
準に適合

超微小粒
子（UFP）
基準を満
たす

グリーン調達基準に従い、含有物質に関する
基準を設定することによりサプライヤーを含
めた商品に含有する有害化学物質に対する全
過程を監視し、定期的な報告および実験室で
の検査を実施する
U F P に関する国際規格を導入し、0 . 2 5 ミクロ
ンの超微小粒子の排出基準を満たす商品を開
発すると同時に、国内の関連規格制定に参画
支援する

富士ゼロックス中国が設計・研究開発の初期段階から環境影響の最小化を実現する基準の一部

富士ゼロックス中国は「市場に根ざした」商品の開発理念に基づき、中国現地のエンジニアを中心とする商品設計・
研究開発チームを編成し、市場に深く入り込みエンドユーザーの使用習慣や用途ニーズを理解することにより、市場
のニーズを満たした、価値の高い印刷に関する商品およびソリューションサービスを提供し、高いレベルの「中国向
け」商品の開発に努めています。
長年にわたり、富士ゼロックス中国は代理店およびエンドユーザーに対する訪問調査を継続的に実施し、中小企業の
ための「中国向け」商品を生み出しています。2017年5月に、富士ゼロックス中国は中小企業向けインテリジェント
型デジタル複合機であるDocuCentre S2110を発表しました。中国市場における中小企業の真のニーズを把握し、インテ
リジェント化、効率性、および環境保全の観点から商品の体系的な高度化を図り、「中国向け」商品シリーズを充実
させるとともに、その提供範囲をアジア太平洋地域の新興国の市場に拡大しました。2017年9月に、富士ゼロックス上
海は中国6都市を訪問し、代理店およびエンドユーザーの商品の使用状況についてアンケート調査を実施、お客様の意
見を収集、分析し、さらなる研究開発の改善を進めました。

迅速でタイムリーな開発のレス
ポンス
● 国家一級エネルギー効率基準
をクリアし、T E C 値（国際エ
ネルギ ースタープログラムに
定められ た 測定方法に基づく
エネルギー消費量測定値）を
0.99kWhまで低減、電力消費
量を大幅に削減

実地調査、意見交換と情報収集
IDカードをコピーする場合の自動傾き補正お
よびサイズの異なる複数書類の同時コピーが
可能
● Mobile UIを採用し、スマートフォンのパネル
操作を実現
● ソフトウェアサポートにより、カラーモード
のネットワークスキャン機能を実現
●

●

使用習慣とニーズを開発にフィードバック
●

プリント／コピー速度が毎分21枚に高速化

●

ワンクリックでスリー プ解除、スピードイン
ストール、分かりやすいユーザー管理画面

超微小粒子（UFP）技術に対応
し、専門技術により超微 小粒
子の排出量を最適化

「中国向け」商品を毎年発表し、中国およびアジア太平洋地域の新興市場のニーズを満たす
インテリジェント化、効率性および環境への配慮が一体となった「中国向け」商品DocuCentre S2110

現地のお客
様ニーズを
具現化する
商品開発
実地調査、意見交換と情報収集

カスタマーフォーカスチーム（CFT）を組織
化、訪問調査を通じて、商品が市場に流通し
た後の品質問題を迅速に把握するとともに、
お客様ニーズを理解

お客様への
訪問調査

従業員の声
迅速でタイムリーな開発のレスポンス

現地開発チ
ームのサポ
ート

使用習慣とニーズを開発にフィードバック
富士ゼロックス中国が迅速かつ効果的にお客様ニーズを把握する過程

中国現地のエンジニアを中心とする商品設
計・研究開発チームを編成し、中国人の視
点、発想を活かして、現地のお客様ニーズ
を満たす

私たちは商品開発において、常に中国のお客様ニーズを満たすことを目標と し ています。
また設計段階から商品の使用が環境に及ぼす影響を考慮し、厳格な環境保全に関する要
求事項に従い商品開発を進めています。2017年に販売開始した「中国向け」商品には高
品質、エコで環境にやさしいなどの特徴があり、中国企業、特に中小企業の多様性のあ
るニーズを満たしており、高い販売業績を上げています。

———富士ゼロックス上海 商品開発部 企画開発推進経理 張国振
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製造
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38

商品の安全と品質

富士ゼロックス中国はC S R 理念を生産製造過程に取り入れ、責任ある商品生産活動を推進しています。生産過程に
おいて発生する環境影響をできる限り低減することで環境に対する責任を負い、安全で快適な労働環境を創出する
ことで従業員に対する責任を負い、さらに業界をリードする役割を継続的に果たすことで、サプライチェーンに対
するプラスの影響を絶えず拡大し続けています。

富士ゼロックス中国は商品安全問題の撲滅を目指し、クローズドループ型管理過
程において品質問題に対して有効な対応と継続的な改善を実施しています。私た
ちのすべての商品は中国品質認証センター、ベルギー経済省認定機関（BELAC）
およびISO9001品質マネジメントシステムの認証を受けています。

2017年に、富士ゼロックス
深圳は商品認証の一致性に

0

●
●

資源の持続可能な

水資源管理

利用

汚染防止

●

水の使用状況の追跡分析

●

節水措置の実施

用水総量（トン）

314,685

廃水排出量（トン）

283,217

化

●
●

工程技術の最適化

有害廃棄物排出量（トン）
廃棄物排出プロセスの最
一般廃棄物排出量（トン）
適化
温室効果ガス排出量（トン）

気候変動への対応

省エネ・排出
削減

●

技術高度化の推進

硫黄酸化物排出量（トン）

5.33

従業員安全訓練の実施
環境安全知識コンテスト
の開催

労働安全衛生と安
●

安全で信頼性
の高い仕事環
境

●

安全生産管理システムの
強化

36,277

安全生産投入（万元）

8,560.56

安全研修参加率（％）

100

生産安全改善プログラム 健康診断および健康記録カバー率（％）
の推進

において一致性の不適合ゼ
ロの成果を取得しました。
●

に

対

お客様および代理
店の意見調査

労災事故記録件数（件）
新規職業病罹患者数（名）

富士ゼロックス中国の生産工場が実施している品質管理会議
会議名

30,846
8.41

●

品質

連続で認証審査の対応業務

2,671.97

窒素酸化物排出量（トン）

修

全生産

110.29

排出削減設備の交換

●

ード

バッ

リスクの事前予防

1,395

●

電力使用量（千キロワット時）
従業員安全研

外部品質監査会議

ド 討
バ
ック

対する管理を強化し、2 年
●

富士ゼロックス中国の品質管理の継続的な改善の過程
循環および再利用水総量（トン）

廃棄物の減量

内部品質改善会議

理

前
の

ク

100

改善
な

す の取得
るフ
ィ

重大商品安全事故（回）

99.5以上

ー

品質研鑽会の開催

安全性の強化と改善

検

●

●

予

品質

品質検査の平均商品合格率（％）
商品品質管理システムの
整備・改善
品質研修参加率（％）

2017 年実績

お 防

スペリエンス

●

主要実績指標

あ
果の
効 よび事

カスタマー・エク

商品の安全と

2017 年実施状況

長期的
る管 な

の

サブテーマ

フィ

重点テーマ

継続
的

37

100
11
0

新商品会議

会議内容
新商品の品質状況の説明および改善状況の報告

朝会（SRM）

生産過程で発生した問題の迅速な解決および問
題の予防措置の推進

お客様中心会議（CFT）

市場の品質問題の迅速な解決および問題の予防
措置の推進

品質会議

毎月の工場内品質、市場品質管理プログラムの
目標達成状況の報告および品質改善の推進

ケアレスミスによる不良（IBP）
IBP 問題の発生原因の分析および予防措置の検討
会議
ロスコスト(Loss cost)会議

ロスコストの説明および改善の推進

SQA（サプライヤー品質保証） サプライヤーの品質保証システムおよび業務シ
／QPA（品質プロセス保証） ステムが当社の要求を満たしているか否かを評
品質監査活動
価するための監査活動

2017年に、富士ゼロックス
上海がお客様の意見や提言
をもとに新商品の品質改良
を 実 施 、 新 た に 発 表した
DocuCentre S2110の故障率
は

37
99.5

格率は

% 低下し、商品合
%を超え、

重大商品安全事故がゼロと
なりました。
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バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

2017年8月に、富士ゼロックスの海外工場が生産したApeosPort-V/DocuCentre - V シリーズデジタル複合機の火災事故
が中国で 1 件発生しました。富士ゼロックスの調査により、機械の入力電圧がその定格電圧より遥かに高かったこ
とが事故原因と確認されました。これを受け富士ゼロックス中国は、お客様の安全と利益を最優先に、速やかに当該
シリーズの商品を自主的に回収し、無償で訪問改修サービスを実施しました。

事例

品質研鑽会を開催し、リスクの事前予防を実現

品質リスクマネジメントを効果的に実施するために、2017年に富士ゼロックス上海は品質研鑽会を初めて開催しま
した。問題が発生した後に、原因を分析し、対策を講じる従来のやり方を変更し、品質研鑽会では、専任者が生産・
製造過程において蓄積した豊富な経験に基づき、日常の生産ラインの巡回および現場調査などを通じて、品質問題
の予防措置を事前に実施する活動です。この活動によりロスコストが効果的に低減され、その後毎月定期的に開催
されています。2017年、富士ゼロックス上海は重大品質問題によるクレームゼロを実現しました。

バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

低炭素・グリーンな運営の維持
富士ゼロックス中国は常に生産過程における環境影響の最小化を図り、環境管理システムを持続的に整備し、環境
の持続可能性に向けた課題の克服に取り組んでいます。

気候変動への対応
「地球温暖化の抑制」は富士ゼロックスが掲げた環境に関する3の柱の1つです。富士ゼロックス中国は体系的なエネ
ルギー管理を通じて、絶えずエネルギー利用効率の向上を図り、カーボンフットプリントを削減し、世界的な気候変
動に対応する環境責任を果たしています。
2017年に、富士ゼロックス深圳の炭素強度は

0.237トン/万元で、4年連続で期日通りに深圳市の年間義務の履

4,095 トンでした。富士ゼロックス上海のディーゼル油の実際消費量が予測消費
量を 17.18 トン/年下回り、CO2排出量が約 53.3 トン/年減少しました。

行を完了し、余った排出枠が

●

富士ゼロックス上海の品質研鑽会の現場

富士ゼロッ

富士ゼロッ

クス上海

クス深圳

可視化されたエネルギー管理システムの整
備を実施、設備稼働データをリアルタイム
で収集し、エネルギー消費設備の異常およ
び省エネの可能性を把握。電力使用設備の
管理責任制を強化。空調を使用する現場の
出入口にドアクローザーと標識を設置し、
エネルギーの浪費を防止など

●

エネルギー管理センターを新設
し、エネルギーの生産、供給お
よび消費に対して集中的なフラッ
ト型の動的な監視制御およびデ
ジタル化管理を実施、体系的な
省エネ•消費量削減を実現

富士ゼロック
スエコマニュ
ファクチャリ
ング(蘇州)
●

「水・電力使用管理手順」を制
定し、エネルギー使用に対する
管理を強化

富士ゼロックス中国の生産工場が2017年に実施した省エネ・排出削減の取組み

水資源の管理
従業員の声
私たちは常に国家の最も厳格な商品安全基準に従い、商品の安全と品質を極限まで追求
しています。私たちは毎年多大なコストを投入し、抜取検査やさまざまな情報化手段を
通じて安全にかかわる潜在的な問題を特定するためのテストを実施し、テスト結果に基
づき改善措置を講じています。また、私たちは安全にかかわるリスクを事前に予防し、
新入社員からエンジニアに至るすべての従業員が品質安全管理業務に参加することを奨
励し、富士ゼロックスの商品の品質安全水準の全面的な向上を図っています。
———富士ゼロックス上海 品質保証統括部 副総経理 李傑華

富士ゼロックス中国は水環境の保護および水資源の節約を重視し、水の使用状況を毎月統計分析し、地下給水配管、
水道の蛇口および給水バルブなどの設備に対して定期的に検査・メンテナンスを実施しています。また、私たちは水
資源の循環利用にも積極的に取り組んでおり、従業員に対する節水教育活動などを実施しています。

従業員の環境意識
の向上
私たちは環境に配慮した
オフィスおよび環境に配
慮したモビリティの理念
を積極的に広め、電子廃
棄物の回収、省エネ・排
出削減の啓発などのさま
ざまな環境保全活動を実
施し、従業員の環境意識
の向上を継続的に進めて
います。

富士ゼロックス深圳の2017年「第5回環境安全知識コンテスト」
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環境影響の最小化

労働安全衛生と安全生産

富士ゼロックス中国は厳格な環境基準を遵守し、生産・経営過程における環境へのマイナス影響をできる限り回避し、
環境負荷を低減するためのさまざまな活動に取り組んでいます。

富士ゼロックス中国は従業員健康安全保障システムを構築し、全従業員を対象とする安全研修の仕組みを整備、従業
員の安全と健康を脅かすさまざまなリスクの排除、低減に努めています。

廃棄物の管理
富士ゼロックス中国は生産過程における廃棄物の管理を重視し、特に有害廃棄物に対して無害化、減量化処理を厳格
に実施しています。2017年に、富士ゼロックス中国の3社の生産工場はいずれも廃棄物に関する改善活動を実施しま
した。
富士ゼロックス中国

生産工場の廃棄物管理および2017年の排出量

労働安全衛生管理
富士ゼロックス中国はOHSAS 18001労働安全衛生マネジメントシステムに基づき、安全生産責任体制を構築、董事長、
総経理を最高管理者とする安全管理委員会を設置し、安全にかかわる重要投資プロジェクトの審査承認、労災事故の
確認および会社の安全管理システムの運営管理を実施、各関係部門の責任者を直接管理者に任命し、体系的で全面的

2017年排出量（トン）

分類

組成

管理方法

有害廃棄物の排出量

廃液、廃油、廃トナー、使用済み包装
容器、化学物質を含む使用済みウエス
および廃蛍光灯、廃電池など

管理の改善を強化、処理要件を満たした
第三者機関に委託して無害化および減量
化処理を実施

110

一般廃棄物の排出量

主に紙類、金属およびプラスチック類
の使用済み梱包材および生活ゴミ

要件を満たした第三者機関に委託して焼
却または回収処理を実施

2,672

な安全生産管理システムを構築しています。
2017年、富士ゼロックス深圳は防爆エリアの電気設備、排気換気措置、静電防止措置および応急措置に対するセルフ
チェック・改善活動を実施し、リスクの高い場所の安全に関わる潜在的な問題を解決しました。また、社内の特定エ
リアに非常灯、消火器、非常口ラベル、消火砂などを設置し、リスクの高いエリアの管理を強化、社内の緊急対応能
力を強化し、従業員のために安全な労働環境を創出しました。

従業員安全研修
廃ガスの管理

私たちは安全研修システムを継続的に整備し、従業員に対し

2017年に、富士ゼロックス中国は新入

空気は人類の心身の健康および生活の質に直接影響を及ぼします。2017年、富士ゼロックスの生産工場は排出削減設

て消防応急訓練、化学物質漏洩応急訓練などの安全研修活動

社員全員

備の交換および技術の高度化などの対策を通じて、生産・運営過程における廃ガスの排出量の削減に努めました。

を定期的に実、環境安全知識の普及と啓発を進めています。

級安全教育」を実施しました。

100%に対して「新人三

化学物質の管理
富士ゼロックス中国の生産工場は化
学物質に対して厳格な管理制度およ
び管理手順を制定し、化学物質のラ
イフサイクルを出発点として、購入、
使用、保管、輸送、廃棄の全プロセ
スにおける化学物質管理体制を構築
しました。2017年に、富士ゼロッ
クス深圳は有害化学物質在庫の削減
活動を推進し、化学物質の在庫量を
削減、化学物質の管理上のリスク低
減に努めました。

富士ゼロックス中国

特殊な職務のリスクマネジメント

生産工場の化学物質管理

化学物質の分類

対策

使用量が比較的多い輸入有害化
学物質

国内調達を推進

環境および健康安全リスクが比
較的高い化学物質

生産基準に適合し、安全性能が高く、環境影響
がより小さい代替品を検討

使用量が比較的多く、代替不能
な輸入有害化学物質

有害化学物質専門倉庫を保有するサプライヤー
を選定、リスクを低減し、コンプライアンスを
保障

従業員の声
有害化学物質の不適切な管理は環境および安全に著しいマイナス影響を及ぼします。環
境保全に関する要求事項が厳しくなるにつれて、私たちは最も厳しい基準を遵守し、最
新の国家有害廃棄物リストに基づき廃棄化学物質成分の識別、部門を超えたチームの編
成、規制値を超えて保管している化学物質の分析、代替品の国内調達の可能性を探るな
ど、さまざまな施策を講じています。。さらにサプライヤーとの連携により、使用量に
基づき毎日納入することで、廃棄物の減量化を最大限に実現しました。
———富士ゼロックス深圳 CSR 部環境安全課 金風鶴

富士ゼロックス中国は特殊な職務につく従業員が直面する可能性のある粉じん、騒音、有害化学物質などによる健康
リスクを重視し、労働安全衛生管理システムを構築しています。関連の法律法規を厳格に遵守し、従業員の労働安全
衛生に関わるリスクの管理プロセスおよび対策を整備しています。
業務上の有害因子に接触する全従業員に「職務
前、職務中、職務後の3段階」における健康診
断の受診を義務付け、業務上の禁忌事項がある
従業員をその禁忌事項に該当する職務に就かせ
ない。業務中の作業者の身体の異常を速やかに
発見し、処置を実施、従業員が業務上の有害因
子が存在する職務を離れるときにその有害因子
による傷害を受けないことを保証する
厳格な安全衛生保護用品管理制度を制定し、調
達、配布、使用に関する要求事項などの面から
全面的な管理を実施し、職業病の発生を防止し、
業務上の有害因子に接触する従業員が有効な保
護を受けることを確保する
富士ゼロックス中国

労働安全
衛生健康
診断制度
を厳格に
執行

作業の定
期的な検
査および
継続的な
改善

業務上の有害因子が存在する職務に対し
て検査を実施し、日常業務において、隔
離措置の強化、作業者の騒音障害防止な
どの労働安全衛生に関わるリスクの予防
措置を積極的に講じる

専門研修

業務上の有害因子が存在する職務の従業
員に対して、専門の第三者機関と協力し
て、職業病の防止と治療に関する研修を
実施する

労働者の
保護の強

職業病の発生を予防する取り組み

化
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バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州)の3K改善

3Kとは生産業務における危険（Kiken）、汚い（Kitanai）、きつい（Kitsui）状況をいいます。富士ゼロックスエコマニュ
ファクチャリング(蘇州)は2017年に実施した3K改善プログラムにおいて、従業員の労働安全衛生に関わる作業に対
して改善を実施しました。
商品の部品を分解する時に、ドライバーとエアガンの代わりに治具と集塵管を用いてトナー洗浄作業を実施し 、トナ
ーの飛散状況および作業の危険性を効果的に排除し、さらに作業の衝撃を軽減し、作業効率が 52％向上しました。

改善前
ドライバーの使
用は危険であり、
エアガンの作業
の際の衝撃が比
較的高く、トナ

改善後
金型を設置し、
エアモーター
を 稼 働 さ せ、
集塵管を用い
て吸い取る。

ーの飛散が比
較的激しい。

回収作業を行うときに、腰を曲げて行う代わりに専用の台車により部品を運搬し、さらに作業強度が高く汚い巻き取り
作業を治具を使用して改善することにより、作業の生産性が120％向上、処理後の容積も67％減少し、作業の衝撃が効
果的に吸収されました。

Webの巻き取
り作業は、体
力の消耗が激
しく、水に油
分が混ざって
おり、汚れて
いる。

改善後
専用の台車に
より部品を運
搬し、治具を
用いて直接巻
き取り、また
同時に3つの
巻き取りが可
能である。

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

業界の発展促進
富士ゼロックス中国は、お客様の経営課題を解決し、価値創造に貢献する商品およびソリューションを提供するとと
もに、中国の印刷規格の制定業務に積極的に参加しています。業界の交流のためのプラットフォームを構築すること
を通じて、業界団体、印刷関連の教育機関などとの長期的で全方位的な提携を進め、経験をともに分かち合い、印刷
に関するプロフェッショナルな人材を育成し、印刷の標準化の普及および中国のデジタル印刷業界の国際化を推進し
ています。
2017年、富士ゼロックスチャイナはデジタル印刷機器メーカーとして初めて全国印刷標準化技術委員会のオブザーバ
ー企業に就任し、「デジタルハードコピープルーフシステムの品質に関する要求事項及び検査方法」および「デジタ
ル印刷の品質に関する要求事項及び検査方法」の2 件の国家印刷規格の起草、公布に参加しました。2018年に、富士
ゼロックス上海は全国複写機標準委員会（以下、全国複標委とする）の副主任委員企業として、中国国家実験室と海
外の先進的な試験所による比較試験に協力し、中国の最新環境ラベル商品の超微小粒子の標準的な測定方法の実施を
支援しました。全国複標委が制定した123件の規格のうち、富士ゼロックス上海はその70％の業務に参加し、4年連続
で「全国複標委規格制定集団/個人」に選出されました。
2017年に富士ゼロックス上海が制定に参加した業界規格（抜粋）
規格番号

商品の分解清掃作業の3K 改善

改善前

バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

規格名

制定／改訂

GB/T 34868-2017

使用済み複写機、プリンター及び高速プリンターの再製造に関する一般規定

制定

GB/T 34970-2017

カラーレーザープリンター印刷品質試験方法

制定

JB/T 13028-2017

制定

GB/T 34963-2017

静電式複写機（プリンター、複合機）用感光ドラムの表面電位の均一性の測定
方法
静電式複写機（プリンター、複合機）用マトリックス樹脂定着フィルムスリー
ブに関する技術規格
ハードコピー出力時の複写機の実効解像度の品質に関する要求事項及び試験方
法
カラーレーザープリンター用有機感光ドラム

GB/T 33874-2017

トナー製造過程及び商品の環境保全に関する要求事項

制定

JB/T 13029-2017

静電式複写機（プリンター、複合機）用感光ドラムの光電特性の測定方法

制定

GB/T 17540-2017

デスクトップ型レーザープリンターに関する一般規定

改訂

GB/T 34969-2017

カラーレーザープリンターテスト版

制定

GB/T 34970-2017

カラーレーザープリンター印刷品質試験方法

制定

GB/T 34988-2017

情報技術
定

制定

JB/T 13030-2017
GB/T 35584-2017

モノクロレーザープリンター用トナーカートリッジに関する一般規

制定
制定
制定

Web 回収作業の3K 改善

ステークホ
ルダーの声
富士ゼロックス中国は常に技術革新の姿勢を崩すことな
く、中国の複写機界の標準化業務への参加を大いに重視
しており、中国の業界規格の制定および検査技術などの
面で突出した貢献を果たしています。世界で公認されて
いる環境ラベルのドイツのブルーエンジェルの認証機関
および検査機関として、定期的な相互間の訪問や交流を
通じて、富士ゼロックス中国は、私たち
が環境検査水準の著しい向上を実現し、
中国のオフィス機器の低炭素、エコ、回
収利用などに関する規格が国際先進水準
に達するための後押しをしてくれていま
す。

従業員の声
今回の回収作業の3K改善において、防爆および電力使用に関する厳しい要求に基づき、最
終的にエアモーターを採用しました。まず、電力を使用しないことにより、防爆の問題を
解決することができます。次に、エアモーターは拘束トルクが低く、操作が便利で、作業
中の安全事故を防ぐことができます。また、実施過程における技術要件も高くなく、故障
率も低く、作業が比較的簡単です。3K改善を実施する中で、課題が存在し方策がなく窮地
に陥った状況を解決するための最も重要な方法は「方策を考え、探す」ことであり、対策
を思い付いたら検証し、問題にぶち当たってもあきらめずチャレンジし続ければ、最終的
に優れた対策を見つけ出し、労働環境の衛生と安全を実現することができると思います。
——富士ゼロックスエコマニュファクチャリング
(蘇州) 施設管理課 蔡世明
富士ゼロックス本社社員と富士ゼロックス上海による天
津複写技術研究所の訪問

——国家事務機器・消耗品品質監
督検査センター 常務副主任
鄺亜明
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バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

バリューチェーン全体を通じたCSRの実践

お客様の使用時

コアチームの育
成
インテリジェ
ントソリュー 革新的なソリュ
ション
ーション
お客様の要請へ
カスタマー・ の対応
エクスペリエ
ンス
お客様サービス
水準の向上

パートナーの
成長支援

2017 年実施状況

サブテーマ

代理店研修

販売サポート

●

お客様サービス能力の向上

インテリジェントソリューションの応用範
囲の開拓
● 業界パートナーとの協力の深化
●

●

お客様からのフィードバック処理プロセス
を標準化

ソリューションの販売とサー
ビスにかかわる社員のI C T 研
修実施率（ ％）

100

●

ワークシートの電子化を推進

●

教育、金融、不動産、インターネットの4業種向けのカ
スタマイズソリューションを開発

●

中央企業のお客様のための情報セキュリティ監査支援お
よびモバイルサービスによるサポートを提供

●

プリントサービスを全面的なスマートオフィス管理に拡張

100

お客様クレーム解決率（ ％）

97

●

クラウドサービスなどのソリューション能力の育成を強化

91.5

●

専門エンジニアによるクラウドサービスに関するサポー
トを提供

代理店研修システムのさらなる強化

代理店研修実施回数（回）

●

为重点代理店に対するインテリジェントソ
リューション研修を実施

代理店研修参加延べ人数（人）

代理店と複数のチャネルを通じて多層的な
協力を実施

戦略的提携代理店数（社）

——富士ゼロックスチャイナ
ソリューション事業部総
監 孫翀

1
300

●

今年以降、私たちは主に中小企業、大企業および
チャネルパートナーをターゲットとしたスマート
ワークソリューションの取り組みを強化していま
すが、これらはいずれもお客様のビジネスモデル
の変化に関わるものであり、私たちにとって大き
なチャレンジとなっています。
私たちはなぜソリューションに取り組む必要があ
るのでしょうか。それは短期的なリターンを得る
ことを考慮する必要があるだけでなく、それ以上
にお客様と業界の持続的な成長ニーズを満たすた
めに事前に計画を立て、勇気を持って変革し、一
人ひとりが創造性を発揮でき、新
しいワークスタイルを具現化する
ことができる社会の構築に努める
ことを望んでいるからです。

チャネルパー
トナー向け

「思いやりとスマイル」関連活動の推進
業界お客様満足度順位（No.）

●

クラウドサービスの推進を強化し、ワークフローにおけ
るドキュメント管理を拡張

お客様クレーム24時間以内対
応率（ ％）

お客様満足度（ ％）
●

●

大型企業向け

2017 年実績

主要実績指標

46

従業員の声

中小企業向け

富士ゼロックス中国は、お客様の多様化するニーズに持続的に応えていくことに重視し、イノベーションおよび信頼
性の高い便利で安定した商品と革新的な高付加価値のソリューションの提供に常に挑戦しています。絶えずお客様サ
ービスの充実を図り、協力パートナーと良好な信頼関係を築き、お客様やパートナー企業の価値を創造することに努
め、「知の創造と活用をすすめる環境の構築」を目指しています。
重点テーマ

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

Smart Work Gatewayは異なる規模、業界企業のデジタル化のニ
ーズを満たすことが可能

3,000
36

カスタマー・エクスペリエンスの向上
富士ゼロックスチャイナは「お客様本位」のサービス理念のもと、お客様の要望に真摯に耳を傾け、絶えずお客様サ
ービス能力の向上を図り、お客様のために高品質のサービス体験を継続的に提供しています。

革新的なインテリジェントソリューション
富士ゼロックスチャイナは各業界および業務
に適応したソリューションを開発、提供し、

富士ゼロックスチャイナの異なる企業および業務類型に対する革新的
なソリューションの開発

お客様の経営課題や社会課題の解決、お客様

セキュリ
ティソリュ
ーション

の働き方改革を支援、推進しています。

2017年、富士ゼロックスチャイナは「Smart
Work Gateway」を発表し、あらゆるお客様ニ
ーズに合致した、企業レベルのセキュアでオ
ープンなコミュニケーション環境を提供、ク
ラウドサービス、モバイルソリューションな
どとシームレスに接続し、効率的な業務運用
・管理を実現します。同年、富士ゼロックス
チャイナは「企業スマートワークアップグレ
ードプログラム」を始動し、ニーズのある企
業のためにスマートワークアップグレードサ
ービスおよびソリューションを無償で体験す
る機会を提供しました。

I C カー
ド認証ソ
リューショ
ン
コスト・
出力管理
ソリュー
ション

ソリュー
ション

ドキュメ
ントプロ
セス管理
ソリュー
ション

カスタム
UIソリュ
ーション
プロダク
ションサ
ービス関
連ソリュ
ーション
ドキュメ
ント管理
ソリュー
ション

バリアブ
ルプリン
トソリュ
ーション
カラーマ
ネジメン
トソリュ
ーション
One to One
コミュニケ
ーションソ
リューショ
ン

ソリューションについて富士ゼロックスチャイナ公式
HPで紹介
http://www.fujixerox.com.cn/solutions

革新的なお客様サービス
富士ゼロックスチャイナは積極的に革新的なお客様サービスの開発に取り組んでおり、
アフターサービスチームに技術研修、資格認証およびスマートデバイスサポートを提
供するサービス能力の向上を通じて、お客様サービスエンジニアからお客様ソリュー
ションエンジニアへの転換を加速し、効率的でスマートなサービス体験をお客様に提
供しています。
●

動画閲覧を含む多様な技術研修、リアルタイムの技術フォーラムなどの機能を含む携帯アプリ
のオンライン学習プラットフォームのインタラクティブ機能を最適化

●

オンライン研修および会議システムの仕組みを整備、全国に18の遠隔学習教室を開設

●

技術サービスエンジニア／技
術サポート専門スタッフへの
レベルに応じたオンライン学
習などの研修を通じて国際IT
職業資格認証を取得

革新的な
オンライ
ン研修形
式
ICT技術
認証

スマート
デバイス
によるサ
ポート

●

カスタマイズされたスマー
トグラスを技術エンジニア
に支給、技術サービスの提
供時に遠隔技術サポート、
オンライン指導および電話
によるメンテナンスサポー
トを提供することにより、
エンジニアの専門能力とサ
ービス効率を向上

富士ゼロックスチャイナのチーム能力・サービス能力を高めるための施策

2017年から、富士ゼロッ
クスチャイナは先行

10

都市でスマートグラスの
試験的な普及活動を実施、
ス マー ト グ ラ ス の 利用
によりエンジニアのメン
テナンスサービス効率を
高め、技術サポート専門
スタッフの現場での作業

100 %

回数を低減し、

の遠隔技術によるサポー
トを実現しました。
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代理店の成長支援

お客様満足度の向上
商品納入後1年経過追跡調査

商品初回納入後90日追跡調査
商品の初回納入から90日のお客様に対して調査を
実施。販売、サービス、物流などに関する満足度
を把握

X90

X360

CBS

VOC

競合ベンチマーキング調査

商品の使用開始から 1 年以上、5 年以下のお客様
に対して調査を実施。商品の使用期間における販
売、サービス、商品、物流、領収書類の発行とホッ
トラインなどに関する満足度を把握

お客様フィードバックシステムVOC お客様の声

毎年1回主要な意思決定者および意思決定関与者
の満足度および顧客ロイヤリティに対する調査を
実施

一般的なサービスに対する要望、問合せ、意見と
提言、クレームなどを含む、日常のお客様のさま
ざまな要望の受理および処理

富士ゼロックスチャイナの「お客様本位」のサービス対応

また、富士ゼロックスチャイナは ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム認証を取得しているプロバイダ
を優先的に選択し、情報セキュリティを確保した
ソリューションサービスを提供し、お客様が安心して利用でき
る環境を構築します。
事例

「至るところに思いやりとスマイルを」

2017年 に、富士ゼロックスチャイナは「思いやりと
スマイル」をテーマとするお客様満足度活動（Caring
and Smiling、以下、C &Sとする）を正式に開始、誠実
なサービス提供の価値観を従業員に浸透させ、新しい
お客様サービスのイメージを定着させることにより、
従業員の主体的なサービスの意識と理念の向上を図り
ました。今後は、この活動の具体的な実績考課指標の
運用をさらに進め、お客様満足度に関する内部調査を
実施する計画です。

●

が

80% 減少し、賛辞が10%増加

上海市、北京市、広州市、
成都市で「思いやりとスマ
イル」現場交流活動を実施。
各地の従業員に思いやりと
スマイル活動の意義を啓発
し、50％を超える従業員が
参加
インタラクティブな交流
C&S 表彰活動

●

C&S活動の実施以来、富士ゼロックス
チャイナの態度に関するクレーム件数

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

全従業員が誓約書に署名、
インセンティブ制度を導入
し、会社の年度表彰にC&S
賞を追加し、従業員のモチ
ベーションと積極性を喚起

●

C&Sコンテストを開催し、
働き方変革の意義に対す
る従業員の理解を深め、従
業員によるカスタマー・
エクスペリエンスの改善
のための新たなアイデア
提案を奨励

販売代理店は富士ゼロックスチャイナがエンドユーザーのお客様との双方向のやり取りを実現するための重要なチャネ
ルパートナーであると同時に重要なバリューチェーンパートナーでもあります。富士ゼロックスチャイナは研修および
販売サポートなどを通じてチャネルパートナーである販売代理店のサービス水準と収益能力の向上を図り、代理店がお
客様との間に良好な基盤および信頼関係を築くことを支援し、協力パートナーの事業および社会の持続可能な発展に貢
献しています。
2017年、富士ゼロックスチャイナは重要チャネルパートナークラブ（VICP Club）を発足し、重要販売代理店とのソリュ
ーションに関する協力の枠組みの構築を開始しました。体系的な研修システムを構築し、重要販売代理店のソリューショ
ンサービス能力の向上を支援し、販売代理店と連携してソリューションとサービスの転換に共同で取り組み、お客様お
よび多くの販売代理店と持続可能な発展のモデルの実現を図りました。
オンライン研修、オフライン認証
および外部研修を通じて代理店に
対してIT基盤、ソリューション販
売、ソリューションサービスに関
する研修と認証、IT認証を含むさ
まざまな研修を実施し、代理店の
ソリューションとサービス能力を
継続的に向上

ソリューショ
ン協力パート
ナー研修シス
テム

共同で
の転換

スマート「ク
ラウド」サー
ビスサポート

スマート IoT クラウドサービスプ
ラットフォーム「雲掌櫃」機能を
発表し、販売代理店による顧客デ
ータのネットワーク管理を支援し、
業務プロセスをの変革により収益
能力を向上

富士ゼロックスチャイナの販売代理店の転換への支援

ソリュ
ーショ
ン販売
研修認
証

IT 基盤

C&S コンテスト

ソリュ
ーショ
ンサー
ビス研
修認証

IT 認証

お客様満足行動規範
●

お客様満足行動規範を制
定し、お客様満足総則を
公布

オンラ
イン研修

オフラ
イン認証

外部
研修

研修認証システム

2017年の富士ゼロックスチャイナのC&S活動の歩み
富士ゼロックスチャイナの協力パートナーソ
リューション研修システム

従業員の声
2016年から、私たちは「思いやりとスマイル」のスローガンに掲げ、一連の活動を実施
してきましたが、私は同僚と共に積極的に参加し、実践しています。私たちはお客様の
ニーズを念頭に置いて、確かな商品の専門知識、迅速な対応および親切で行き届いたサ
ービスによりお客様が一つひとつドキュメント管理の課題を解決するお手伝いをしてい
ます。私は幸運にも2017年の「お客様満足優秀賞」受賞者の一人に選ばれましたが、
これは私のサービス品質が認められた証であり、サービス意識とサービス能力を今後も
絶えず高めていく気持ちが一層強くなりました。富士ゼロックス中国の一員として、私
はこれからも友好的で親切な態度を維持し、専門的で心のこもったサービスでお客様の
真の信頼を勝ち取りたいと思います。
——富士ゼロックスチャイナ広州支社PCOチーム／お客様満足優秀賞受賞者 寧毅

富士ゼロックスチャイナが2017年代理店会議を開催し、販売代理店と共に成果を
分かち合い、課題に挑む

代理店の声
富士ゼロックスは常に私たち販売代理店の成長を支え、私たちと緊密なコミュニケー
ションと協力を維持しています。例えば私たちと一緒にお客様を訪問し、四半期ごと
に展示会を開催するなど、私たちの商品に対する理解およびお客様へのサービス能力
の向上を心から支援してくれています。また、富士ゼロックスは私たちの販売員全員
を対象として商品とソフトウェアの技術と能力に関する研修を実施しています。この
3 年間、私たちの富士ゼロックス商品の売上高は毎年30％伸長を維持しています。私
たちは富士ゼロックスの下で、いかにしてお客様のためにより多くの価値を創造する
かを学ぶとともに、富士ゼロックスとの協力により実現した「1+1>2」の力により、
私たちはより強くなることができたと深く感じています。
——江蘇科嘉情報科技有限公司 総経理 蒋潔誉
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再資源化

従業員と地域社会

商品回収および再資源化は富士ゼロックス中国が商品ライフサイクル全体を管理する上で重要な段階であり、環
境保全に関して、持続可能な価値創造だけでなく、精密機器メーカーとして果たすべき使命でもあります。富士
ゼロックス中国は国内向けに販売しているデジタル複合機、プリンターおよび消耗品に対して、再利用価値のあ
る資源を新たな商品のライフサイクルに再投入する回収と再利用および再資源化に積極的に取り組んでいます。

従業員の満足と地域社会への貢献は富士ゼロックス中国が変革を加速するためになくてはならない重要なエッセンス
です。富士ゼロックス中国は卓越した能力開発プラットフォームを構築し、従業員にさまざまなキャリアップの機会
を提供するとともに、企業と地域コミュニティの調和のとれた共生の促進に努めています。

重点テーマ

使用済み商品の
再生

2017 年実施状況

サブテーマ
使用済み商品の回収

●

梱包プロセスの改善

使用済み商品の再
資源化

●

処理プロセスの最適化

使用済み商品の再
生

●

70

梱包作業における割合（％）

99.99

使用済み商品の再資源化率（％）

再生型機の拡大

2017 年実施状況

重点テーマ

サブテーマ

従業員の研
修と能力開
発

研修の仕組みの整
備

2017 年実績

主要実績指標

新たに増えた再生材料（種類）

4

新たに追加した再生型機（種類）

2

新たに追加した再生型機の種類（種類）

8

能力開発の充実

●

ICT関連研修の実施

●

中長期人材戦略の制定

●

指導力開発の枠組みを構築

●

キャリア開発の整備

1人当たり平均研修時間（時間）

ワークライフバラ
ンス

15.74

実績とキャリア開発について定期的なレビュ
ーを受けている従業員の割合（％）

従業員ケア(EAPプログラム)
の継続的な実施
● 文化・スポーツ活動の実施
●

働き方変革

2017 年実績

主要実績指標

教育支援

希望小学校への継続的な援
助
● 再生型プリンターの寄贈

社会的弱者への教
育支援

●

「拡大教科書」活動の実施

ボランティア活動

●

ボランティア活動の実施

100

EAP プログラム参加延べ人数（人）

3,407

1人当たり平均有給休暇取得日数（日）

10.7

●

2017年、富士ゼロックス中国は回収再利用の範囲を拡大するとともにその取り組みを強化し、回収プロセスと改修品
質の改善、整備を図りました。例えば富士ゼロックスチャイナは回収範囲を国内のより広範な地域にまで拡大し、消耗品の
回収率を段階的に引き上げました。富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州)は科学的な評価技術および検査
手段を採用し、再生回数が増加しました。また、富士ゼロックス上海、富士ゼロックスエコマニュファクチャリング
(蘇州)が参加した再生型機器に関する国家規格である「GB/T 34868-2017 使用済み複写機、プリンター及び高速プリ
ンターの再製造に関する一般規定」が正式に公布されたことにより、中国の複写機、プリンター分野における再生
に関する標準規格の制定が進展しました。
カスタマイズ再生型機市場の拡大
再生型機の高いコストパフォーマンスの 優 位
性を活かし、お客様にカスタマイズされた再生
型機を提供し、多様化するお客様ニーズを充足

教育と文化

地域社会へ
の参加と発
展

164.87

寄付総額（万元）

1,385

拡大教科書印刷数（部）

39

ボランティアプログラム数（件）

1,797

従業員ボランティア参加延べ人数活動（人）

地域を超えた協力の強化

回収率を上げ
る新たな取り
組み

富士ゼロックス本社との再資源化事業に関する連
携を強化し、中国で高い再生技術で再処理したチッ
プ、消耗品を日本に送付することで再利用範囲を
拡大

梱包プロセスの改善

従業員の基本的な権利

8,865 名
少数民族従業員 989 名
新入社員数 1,225 名
総従業員数

回収プロセスの改善

開梱作業時に、再利用可能な梱包材を区分して
保管することにより、梱包された商品回収率が
以前の40％から70％に向上し、作業時間が効果
的に短縮されるとともに、回収材料 の表面の摩
耗が減少したことにより、再利用率が向上

代理店に対して統合リサイクルシステム工場の
現場視察および紹介説明を定期的に実施し、代
理店との資源回収に関するコミュニケーション
と理解を強化

富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州) 回収効果向上に向けた新たな取り組み

従業員の声
使用済み商品の再生および再資源化能力のさらなる強化に伴い、私たちのエンジニアも主
体的に任務を達成することができるようになりました。今後も、私たちは回収消耗品の種類
と数量および再生型機の数量を継続的に増加させ、自社のイノベーション能力の向上、
リサイクル分野のパートナーとの協力を強化し、中国の再資源化事業の発展に貢献してい
きます。
——富士ゼロックスエコマニュファクチャ
リング(蘇州) 製造部部長 張林中

従業員の学歴
構成（%）

1.61

2.59

20.20

12.61

10.97

38.65

2017 年

外国人従業員

1.5

男性従業員の女性従業員に対する割合

13 名

障がい者従業員

46.15

従業員の年齢
構成（%）

67.32

■ 修士以上

■ 4年制大学卒

■ 短大・専門学 ■ 高卒以下
校卒
富士ゼロックス中国の2017年の従業員の概要

88 名

90.50%

89.10%

27.90%

2016
■ 29 歳以下

■ 30-39 歳

■ 40-49 歳

■ 50 歳以上

■ 現地管理職の
割合

92.90%

28.00%

2017

29.60%

2018

■ 女性管理職の
割合
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従業員の能力開発
私たちは中国の法律法規、国際人権宣言および国際労働基準を厳格に遵守しています。従業員の性別、年齢、学歴、
民族および国籍等に起因する差別待遇を根絶し、平等な就業を提唱、公平な能力開発と昇進の機会を提供していま
す。富士ゼロックス中国は全社員を対象とする従業員満足度調査を毎年実施し、従業員の合理的な要望への対応、
合法的権益の保障を尊重し、すべての従業員に、多様で公平な発展環境を創造します。

従業員の変革能力の育成

2017 年
2017年、労働契約締結率・社会保険加入率
・従業員の労働組合加入率は

100 %

出産休暇／配偶者出産休暇取得者が

685

名、出産休暇／配偶者出産休暇からの職場復
帰者が

561名

富士ゼロックス中国は従業員とのコミュニケーションの場を絶えず拡大し、従業員が民主的に経営に関与する権利を
遂行しています。2017年に、当社は労働組合と集団契約、女性従業員保護契約および賃金交渉協議書などの契約を
更新しました。また、当社は労働組合代表総会を開催し、従業員と管理職のコミュニケーションと交流を実施し、残
業に関する方針、地域ごとの暖房手当など、従業員と密接な関係がある領域のニーズについて協調的に解決を図り、
従業員の権利と利益の最大限の保障に努めました。
事例

富士ゼロックス中国は研修管理プロセスおよび詳細な研修計画を制定し、多様な職務に応じた的確な研修カリキュラ
ムを設定することにより、従業員の専門技能とプロフェッショナル意識の継続的な向上を図り、従業員が自己の潜在
能力を最大限に発揮し、積極的に業務に取り組み、成長することができる環境の創出に努めています。

従業員満足度調査を継続的に実施

会社の経営管理、福利厚生などに対する従業員の意見や提言に耳を傾け、経営方針、福利厚生などに的確で継続的な
改善を図るために、富士ゼロックス中国は従業員満足度調査を実施、詳細で厳格な計画を制定し、フィードバックさ
れた問題を速やかに改善していくことで、従業員の帰属意識と満足度および会社の変革に対する認知度を高めました。

2017年、富士ゼロックスチャイナは人的資源管理システムの継続的な強化を図り、文化、タレントマネジメントおよ
び能力向上を3つの柱として、会社事業の急速な転換を実行する従業員の主体性および技能能力を上げ、従業員の変革
に適応する能力および職業価値観の向上を図りました。
新しい働き方プログラム
2017年下半期に始動した新しい働き方創造プ
ログラムは、企業文化を切り口として、現行
の企業文化を分析、整理し、理想的な新しい
文化を段階的に構築することにより業務のビ
ジネスモデル転換を促進し加速する活動であ
り、2018年も継続予定

従業員満足
度調査の取
組み

調査結果に基づき従業員の関心が高い項目を各部門にフィードバックして改善
を推進し、各部門の改善の方向性と対策を全員に告知

改善施策を重要な実績考課指標とし、また従業員間の日常のコミュニケーショ
ンや話し合いの手順に関する文書を発行し、日常のコミュニケーションを強化
するなど、仕組みを構築
2017 年に富士ゼロックス中国が実施した従業員満足度調査

変革能力
の育成

能力
向上

上級管理職人材の育成
人材評価ツールを用いて 300 名のマネジャー
職を選抜し 、指導力開発プログラムを実施し、
企業のビジョンを日常管理に取り入れ実行する
管理者を育成する人材管理システムを構築

タレン
トマネ
ジメン
ト

従業員のICT 能力とソリューション販売能力
に関する研修の継続的なレベルアップを図
り、2018年にICT学院を設立

一般的なスキル研修
2017年に「従業員のスキル向上と自己変革」
カリキュラム内容を刷新、従業員が実用的な
業務スキルを学び、変革の必要性を理解し、
自己改革を加速するようプログラムを展開

富士ゼロックスチャイナの従業員の変革能力を支援、育成するための取り組み

事例
WeChat などの SNS 手段を通じて匿名形式の従業員満足度調査を実施

ICT研修（ICT認証プログラム）

文化

上海外国語大学と協力して「クロスカルチャーマネジメント実践基地」を構築

2017年12月、富士ゼロックスチャイナと上海外国語大学国際工商管理学院が戦略的提携に関する合意書を正式に締結
し、「クロスカルチャーマネジメント実践基地」のプレート除幕式を開催しました。この協力プロジェクトでは両者
が協力して1つのプラットフォームを構築し、人的資源、企業文化、ボーダーレスマネジメントなどに関するテーマ
について共同で探求し、学生の実務能力の育成およびキャリア開発を強力にサポートするものです。この産学連携プ
ロジェクトは、富士ゼロックスチャイナが新たな企業文化の構築および市場への適応を探り、サステナビリティを実
現し、学習型企業文化を構築することにより、会社の急速な戦略転換への適応を図るうえで重要な取り組みです。

従業員の声
従業員に有意義かつ楽しい仕事環境を創出する企業のビジョンを実現するために、私た
ちは今まで培った経験を踏まえて、人材開発戦略の中長期計画を制定しました。従業員
に対してボトムアップ型の主体的な学習姿勢を身に付けることを提唱し、富士ゼロック
スの事業転換による成長を具現化する人材の育成を支援しています。
——富士ゼロックスチャイナ人的資源部 副総裁
朱徳康
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調和のとれた仕事環境
体系的な研修システム
富士ゼロックス中国は従業員研修システムを絶えず整備し、体系的な研修管理プロセスを構築、従業員の多様化する
研修ニーズを満たす研修を計画的に提供しています。さらに従業員に本社研修、外部研修およびジョブローテーショ
ン制度などのさまざまな機会を提供し、従業員の能力開発の促進を図っています。
富士ゼロックスチャイナは教育・研修センター（Learning & Development Center）を通じて、すべての従業員に共通ス
キル研修、マネジャー研修および販売研修などを実施しています。研修システムでは従業員のキャリアに応じて個別
の研修内容が整備されており、カリキュラムには環境、コンプライアンス、品質、お客様サービス、さらにCSR理念が
取り入れられています。現在、富士ゼロックスチャイナに は3つの研修チームがあり、10名の専任の内部講師が在籍、
オンラインおよび教室型研修などを実施しています。2017年、富士ゼロックスチャイナの研修参加人数は1,693名、研
修時間は 4万7,731時間に達しました。
事例

私たちはワークライフバランスを実現する本質は「働き方を変えること」であり、メリハリのある働き方が従業員の
能力向上および組織全体の生産力の改善につながると考えています。富士ゼロックス中国は福利厚生の仕組みの整備、
福利厚生水準の向上を図り、従業員の個々の要望を聞き、それに応え、従業員が成長と喜びを深く実感できるよう支
援しています。従業員が広く関心を持つ身体の健康問題に対して、会社は健康をテーマとしたランチタイム講座を全
国で広く実施しています。2017年に、富士ゼロックスチャイナが全国で実施した健康に関する講座は計30回で、参加
した従業員は延べ880名に達しました。

変革に適応する従業員研修システムの構築

2017年に、富士ゼロックスチャイナ教育・研修センターは指導力開発の枠組みを再構築し、異なる職務・職責に応じ
たコンピテンシーモデルを制定し、これをベースに将来の指導者候補に対する研修および開発業務を実施、従業員の
変革に対応する能力養成の加速を目指しています。指導力開発研修システムには管理能力と指導力開発、販売、ICT研
修と共通スキル研修が含まれ、座学研修およびオンライン／モバイル端末を活用した学習を通じて、異なる学習目標
に応じて最適な学習方式を選択することができます。例えば新入社員の販売担当者には新人販売研修を実施し、経験
のある販売担当者にはお客様本位研修およびICT認証プログラムなどを実施しています。

従業員の声
企業の転換・変革が進む背景の中で、私たちは従業員の成長過程に応じた段階的な教育
体系に注力し、従業員のニーズに合った研修カリキュラムを作成・展開しています。イ
ンテリジェントソリューション&サービスに関する知識をオンライン学習に取り入れる
など、研修スタイルの充実を図っています。私たちは人を育てることに喜びを感じる内
部講師の育成を目指しており、また、一人ひとりが主体的に学び、成長する姿を見たい
と考えています。
——富士ゼロックスチャイナ教育・研修センター総監
内野美弥子

2017 年の富士ゼロックス中国の多彩な従業員活動

事例

EAP（従業員支援）プログラムの推進

富士ゼロックス深圳はコミュニケーション、交流、研修、
健康診断の4つのテーマに着目し、 従業員のメンタルヘル
スケアを効果的に実施しています。従業員の声に耳を傾け、
従業員が心理、行為、業務などに関するさまざまな問題を
解決できるよう支援し、従業員の会社に対する帰属意識の
向上を図っています。富士ゼロックス深圳が E A Pプログラ
ムの実施を開始して以来、常に従業員の自己実現と企業の
成長を有機的に結び付け、速やかにかつ効果的に協力およ
び支援を実施しています。
2017 年に富士ゼロックス深圳のEAPプログ

3,407名、従
業員支援のために投入した資金は
54.2
ラムに参加した人数は延べ

万元
●

充実したキャリア開発
富士ゼロックス中国は昇進インセンティブ制度を絶えず整備し、従業員の職種や経験に応じたキャリア開発を制定
し、職位、地域を超えた幅広い配置転換の機会を提供しています。今後も従業員のキャリア開発の機会を増やし、
好ましい学習型企業文化・社風を醸成していくことで、従業員の能力開発と企業の成長の融合の実現を目指します。

●

従業員がその場でQRコードを読み取りEAPクイズに解答

CSR意見箱、交流会、従業員面談、CSR
WeChat プラットフォーム、経営陣と班
長組長の交流会など、多くのルートを
通じて、全 従 業 員 を対象とする社内コ
ミュニケーションの場を提供

コミュニ
ケーショ
ンと交流

メンタル
ヘルス健
康診断

メンタルヘルス講座を実施し、従業員の
家族関係の改善を支援し、新しい形の家
庭教育、管理能力の向上に対応し、前向
きな価値観を醸成

メンタル
ヘルス研
修

啓発と普
及

2017 年の富士ゼロックス深圳 EAP プログラムの実施状況

●

メンタルヘルス診断プログラムを実施し、
健康診断の対象範囲に第一線の管理職を加
え、健康診断の終了後に心理カウンセラー
が診断結果を説明し、さらに1対1のカウン
セリングを実施

●

大型の EAP 啓発活動を毎年実施

●

WeChat 公式アカウントを開設し、従業
員にEAP 関連情報を定期的に配信
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地域社会への参加と発展

事例

企業の健全な成長は地域社会からの支持と切り離すことはできないものであり、地域社会と共に発展していくことは
現地化の推進を実現するための重要なことと私たちは考えています。当社のコンピテンシーを積極的に活かして、地
域社会の課題解決に貢献し、従業員ボランティアの地域社会への参加を積極的に進め、従業員の CSR 意識の継続的
な向上を図り、地域社会の調和のとれた発展に貢献していきます。
事例

教育を通じて夢のある成長を支援

富士ゼロックス中国は中国の児童教育
事業の発展を重視し、将来世代が自己
の価値を発揮できるよう育成するため
に、積極的に支援しています。富士ゼ
ロックスチャイナは長年にわたり拡大
教科書印刷活動を実施し、また社会的
弱者の教育事業に積極的に取り組んで
います。

富士ゼロックス深圳

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

灤平ゼロックス生態サービス社（施楽生態服務社）

2016年12月に、富士ゼロックス深圳が出資、
設立した灤平ゼロックス生態サービス社が、
各界からの参加を取りまとめ、「企業が投資、
環境保全当局がプラットフォームを構築、メ
ディアが加入、一般市民が参加する」環境保
全の新しい活動をモデル化・構築しました。
2017年6月に、生態サービス社は環境保全啓
発資料を 2,000 部製作、印刷、配付しまし
た。学校に分別ゴミ箱を設置し、図画用とし
て再生紙を購入するなど、環境保全に関する
知識を学生の日常学習に徹底的に取り入れま
した。またゴミの分別、減量化に関する優秀
な取組みを行った人材を奨励し、当地の環境
保全事業のサステナビリティを推進するため
の模範として表彰しました。2017年11月に、
灤平ゼロックス生態サービス社は河北省灤平
県第三中学校で灤平県学校環境保全兼ゴミ分
別交流推奨会を開催し、当地の生態系保護に
対する同社の影響力を継続的に拡大しました。 灤平ゼロックス生態サービス社が学校で学生と交流

2017年に富士ゼロックスチャイナが印刷

1,385 部、その累
計は11,095 部

事例

した拡大教科書は

希望を与え、成長を温かく見守る——「愛の貯金箱プロジェクト」
富士ゼロックス深圳は2015 年から「愛の貯
金箱プロジェクト」を開始しましたが、この
基金の財源は従業員が毎月の給与から 1 元 に
満たない端数部分を寄付したものと、会社が
その金額と同額分を寄付したものにより構成
されています。これは地域社会に還元し、留
守児童を抱える従業員や社会的弱者を支援す
るために用いられています。2 0 1 7 年 に 、 富
士ゼロックス深圳は離れて暮らす親子の間に
家庭教育の問題を持つ一部の従業員が存在す
る状況を把握し、「遠い距離、近い愛情」教
育活動を実施しました。実家に留守児童を残
している従業員が子供の心理的特徴を理解し、
より良い教育方法を共有できるよう支援し、
30名の従業員がこの研修に参加しました。ま
た2018年1月に、広州市の流動児童（出稼ぎ
労働者の親と 一 緒 に 都 市 部 に 流 入 し た 児 童
——訳注）の学校に2 0 0 個 の 保温ボトルを寄
贈し、流動児童の成長を応援しました。

2017年8月の拡大教科書印刷活動

富士ゼロックス深圳は
貧困地域の希望小学校
の教育を継続的に支援
し、積極的に学校側と
コミュニケーションを
図りながら、そのニー
ズの理解に努めていま
す。2017年6月に、富
士ゼロックス深圳は敦
煌希望小学校を訪問し、
学生たちとの交流活動
を実施、ノートパソコ
ン、学生用タブレット
端末、本棚、書籍など
を寄贈しました。
富士ゼロックス深圳が敦煌希望小学校を訪問

当社の寄贈した保温ボトルを手にする学生たち
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女性管理職の割合（単位：%）
定義 : 管理職に占める女性の割合(管理職とはマネジャー以上の役職をいう)

お客様

対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

富士ゼロックス中国

27.9

28.0

29.6

31.1

2017 年実績の説明：過去3 年間、女性管理職数は増加し続けており、富士ゼロックス中国の女性管理職の割合は安定
して上昇しています。

重大商品事故の発生件数（単位：件）
定義：年間の商品事故のうち、死傷・火災などの重大な障害またはその他の危険な事故の発生件数。
対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

富士ゼロックス中国

0

0

0

0

2017年実績の説明：富士ゼロックス中国は効果的な商品安全・品質管理及び監査対策を講じて、年間を通して、当社
商品に起因する重大商品事故は発生していません。

取引先
調達現地化比率（単位：％）
定義 ：調達総額に占める現地調達部品の金額の割合。

お客様満足度（単位：％）

対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

調達会社

67.9

71.6

73.0

76.7

定義：機械据付90日後に実施したお客様満足度調査の結果。
対象範囲
富士ゼロックスチャイナ

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

92.6

92.9

91.5

93

2017年実績の説明：富士ゼロックスチャイナは長年にわたって、90点以上の高いサービス品質を維持しており、2017
年度は正常範囲内で推移しました。

2017 年実績の説明：富士ゼロックス中国の中国国内からの調達割合が毎年増加しているのは、中国での部品調達が進
んだ結果です。今後も引き続き中国国内調達を拡大していきます。
契約履行率（単位：％）
定義：取引先・代理店と締結した契約の履行率。

従業員

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

調達会社

100

100

100

100

2017 年実績の説明：富士ゼロックス中国は各種の契約および取り決めを厳格に遵守し、100%の契約履行率を確実に
保っています。

従業員1人あたり有給休暇日数（単位：日）
定義 : 1人あたり年間に使用できる有給休暇日数。
対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

富士ゼロックス中国

9.4

10

10.7

11.2

2017年実績表明：富士ゼロックス中国は従業員への持続的な福利厚生の提供により、一人当たりの有給休暇の取得日
数が増えました。
従業員流失率（月次）（単位：%）
定義 : 離職した社員数の同一時期の従業員総数に対する割合
対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

生産会社

1.5

2.0

2.3

2.18

調達会社

1.9

1.0

1.2

1.14

2.1

2.1

2.1

1.99

富士ゼロックスチャイナ

対象範囲

2017 年実績の説明：富士ゼロックスチャイナの離職率は正常レベルで安定しています。富士ゼロックス中国の生産会
社および調達会社の離職率は企業変革と組織変更を背景に変動しました。

環境
エネルギー/資源使用量
定義 : 生産運営におけるエネルギーや資源の使用量。
指標

対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

生産・生活用水（t）

生産会社

389,829

349,554

314,685

298,950

電気使用量（MWh）

生産会社

40,555

39,375

36,277

34,463

ディーゼル使用量（kL）

富士ゼロックス深圳、富士ゼ
ロックス上海
富士ゼロックス深圳、富士ゼ
ロックス上海

317

275

303

288

52

53

53

50

生産会社

2

0

0

0

428

429

448

426

ガソリン使用量（kL）
液化石油ガス使用量（t

天然ガス使用量（1,000m3） 富士ゼロックス深圳、富士ゼ
ロックス上海

2017 年実績の説明資源保護、省エネ、排出削減という環境目標を掲げ、富士ゼロックス中国の3 工場は水や電気の使
用量を削減し、クリーンエネルギーの使用量が着実に増えています。
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主要な CSR 指標

富士ゼロックス中国

富士ゼロックス中国

廃棄物排出量（単位：トン）
定義:

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

生産過程における廃棄物排出量
指標

対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

危険廃棄物排出量

生産会社

167

160

110

105

一般廃棄物排出量

生産会社

1,661

1,914

2,672

2,538

廃水排出量

生産会社

350,847

315,256

283,217

269,055

2017 年実績の説明：富士ゼロックス中国の生産会社は廃棄物管理を強化し、危険廃棄物及び廃水排出量を毎年削減し
ています。すべての廃棄物は資格を有する外部業者にてリサイクルあるいは無害化処理を依頼し、廃棄ゼロを実現し
ています。
回収された使用済み商品の再資源化率（単位：％）
定義：国内で回収された複合機とプリンターの機械本体（消耗品を除く）において再利用した部品または資材・熱な

会社概況
富士ゼロックス株式会社概要
富士ゼロックス株式会社は、富士フイルムホールディングス株式会社とゼロックス・リミテッドが出資して設立
し た 合 弁企業で す。世 界 にお ける 情報 コミュニケー ション技術のリー ディングカンパニ ー として、世界ト ップ
レベルの文書管理機器やデジタル印刷システム等の開発、製造、販売を手がけ、お客様に価値をもたらす文書管
理ソリューションとサービスを提供しています。富士ゼロックスは日本と海外に約70社の関連会社を有し、なか
でも富士ゼロックス深圳は富士ゼロックスの最も主要な生産拠点となっています。

どに再資源化した割合。
名称：富士ゼロックス株式会社（Fuji Xerox Co.,Ltd）
対象範囲
富士ゼロックスエコマニュ
ファクチャリング(蘇州)

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

99.99

99.93

99.99

99.99

2017 年実績の説明表明：富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州)の再資源化率はほぼ100％に達して
おり，再生型機の数も継続的に増加しています。

本社：日本・東京
成立：1962 年2 月20 日
資本金：200 億円
出資者：富士フイルムホールディングス（75 ％）、ゼロックス・リミテッド（25 ％）
従業員数：44,596 名（2018 年3 月期連結）

温室効果ガス排出量（単位：トン）
定義：温室効果ガス（主に二酸化炭素）の排出量。

調達

対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

生産会社

32,861

31,938

29,392

27,922

富士ゼロックスチャイナ

1,681

1,517

1,454

1,381

2017 年実績の説明：富士ゼロックス中国は省エネ・排出削減やグリーンオフィスなどの対策に継続的に取り組ん
でおり、生産会社と富士ゼロックスチャイナの温室効果ガスの排出量は年々減少しています。

調達会社

研究開発/製造
製造工場

お客様の使用時

再資源化

販売会社

再資源化工場

富士ゼロックスチャイナ

富士ゼロックスエコマニュ
ファクチャリング(蘇州)

富士ゼロックス上海
富士ゼロックスチャイナ
プロキュアメントサービ
ス(深圳)
創立2009 年

創立 1987 年

従業員数：194 名

創立 1995 年

従業員数：1,381名
富士ゼロックス深圳

創立 1995 年
従業員数：2,032 名

創立 2006 年
従業員数：141 名

従業員数：5,117 名

社会
ボランティア延べ人数(単位:

2018 年 3 月末時点で、富士ゼロックスチャイナは中国で 28 の支店/サービス拠点を有し、43 の都市にエンジニアを

人)

駐在させ、サービス対象は約400都市をカバーしています。

定義： 1 年間にボランティア活動に参加した社員数。
対象範囲

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年目標

富士ゼロックス中国

8,516

3,930

1,797

1,887

2017 年実績の説明表明：富士ゼロックス中国の総従業員数の減少に伴い、ボランティア参加人数も減少しました。
注：主要なCSR 指標において、生産会社とは、富士ゼロックス中国の3 工場、富士ゼロックス深圳工場、富士ゼロッ
クス上海工場、富士ゼロックス蘇州工場を指します。
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富士ゼロックス中国

付録

富士ゼロックス中国の発展の歩み
●

上海ゼロックス複写機創立

1987

1993

●

●

ゼロックス（中国）創立（文書事業を正式
に開始）

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

付録
第三者意見

●

上海ゼロックスと米国ゼロックスが 5416
型複写機の共同開発に成功

●

ゼロックス実業発展（上海）創立

●

ゼロックス（中国）が富士ゼロックスチャ

1995

深圳ゼロックス創立

陳元橋
1996

●

富士ゼロックスがゼロックス社から中国の
事業権を取得

2000

イナに社名変更
2001

●

上海に社名変更
●

●

富士ゼロックスエコマニュファクチャリン
グ（蘇州）創立

●

深圳ゼロックスが富士ゼロックス（深圳）
に社名変更

2006

2009

上海ゼロックス複写機が富士ゼロックス

●

富士ゼロックスチャイナプロキュアメント
サービス（深圳）創立

「富士ゼロックス中国Sustainability Report2018」では企業のCSR理念と実践についてよくまとめられており、優れた
レポートであると言えます。レポートを読み終えて、私個人としての感想および印象深い点について述べたいと思
います。
レポートの文章は理路整然として、とても読みやすくなっています。レポート全体の構造は明快であり、つまり富士
ゼロックス中国のバリューチェーンにおけるステークホルダーおよび重点テーマを特定することにより、企業の理念
と戦略、持続可能な開発目標への貢献、従業員のCSR意識の向上、内部・外部のステークホルダーとのコミュニケー
ション、企業運営の各段階へのCSRの導入・浸透など、CSR理念と実践の内容について順を追って紹介しています。
このレポートの各所で、富士ゼロックス中国が、企業の意思決定および活動が社会や環境に及ぼすプラス影響の最
大化、マイナス影響の最小化など、サステナビリティの実現のために最大限の努力していることをわかります。例
えば、スマートワークソリューションの提供を通じて、より便利で、効率的な企業の働き方を推進し、サプライヤ
ーへのCSR教育の普及を促進し、従業員の転換・変革に適応する能力を開発し、低炭素でグリーンな運営を実施し
て環境負荷を低減するなどが挙げられます。

「中国向け」をコンセプトとする初のモ
ノクロデジタル複合機 DocuCentre S1810/

2011

S2010 シリーズの発売を開始

2012

●

中国標準化研究院研究員

「Smart Work Gateway」およびシリーズ新
商品の販売を開始し、新しいブランドキャッ
チコピー「変われば、変われる（去改変,才会
変）」を発表し、ソリューションとサービス
の提供への転換を加速

2017

●

富士ゼロックスが中国総代表室を設置、製

中国で事業に取り組む外資企業として、いかにしてCSRの現地化を実現するのかが重要な意味および価値を持つ課題
の1つです。富士ゼロックス中国はこの点においてすでに中国の他の外資企業に先んじていると考えます。例えば、
十数年前に蘇州市に設立したリサイクル工場では、使用済み商品の回収再利用をほぼ完全に実現しました。また、
CSR調達活動の実施は、中国企業のCSR意識の向上を推進するのに役立っています。さらに、国内市場において発表
した「中国向け」商品は、顧客の業務効率の向上、エネルギー消費量の削減の面で大きな役割を果たしています。

販一体となった中国事業の推進を強化
また、優れたCSRレポートとは企業のサステナビリティが進んでいることを示すものでなければならないとともに、
ステークホルダーとのコミュニケーションのための優れた手段でなければならないと考えます。富士ゼロックス中
国はレポートで従業員の声を紹介することを重視しており、これは会社が従業員とのコミュニケーションや交流を
重視していることを示す重要な証です。今後のレポートでは外部のステークホルダーとのコミュニケーションに関
するより多くの会社の取り組みについて紹介されることを期待します。これによりレポートの信頼性を高めること
ができるとともに、中国におけるCSRの普及の促進にとってもプラスの影響を及ぼします。
富士ゼロックス中国が事業転換による成長を遂げるとともに、中国の経済、社会および環境のサステナビリティを
導き、推進するためにより多くの貢献を果たすことを期待します。
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付録

第三者意見

付録
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GRI スタンダード内容索引
開示事項

説明

掲載場所

ページ数

本レポートは、GRI スタンダード( GRI Standards )に準拠しています
GRI 102：一般開示事項 2016
組織のプロフィール
102-1

郭毅
北京工商大学経済学院教授、企業ビジネス環境研究センター主任

総体的に見て、「富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018」について印象深い点は次のとおりです。
第1に、富士ゼロックス中国が掲げている「CSR は経営そのものである」との理念です。特にこのような先見的なCSR
理念を調達から再資源化に至るバリューチェーン全体で実践するには、会社の経営陣が CSR 意識を深く理解し、従
業員が CSR 理念を受け入れる必要があります。

組織の名称

このレポートについて

1

102-2

活動、ブランド、製品、サービス

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-3

本社の所在地

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-4

事業所の所在地

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-5

所有形態および法人格

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-6

参入市場

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-7

組織の規模

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-8

従業員およびその他の労働者に関する情報

従業員の基本的な権利

50-51

102-9

サプライチェーン

調達

32-34

102-10

組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化

コーポレートガバナンス

9

102-11

予防原則または予防的アプローチ

企業倫理

9-11

102-12

外部イニシアティブ

CSR 業界の発展促進

14

102-13

団体の会員資格

業界の発展促進

44

102-14

上級意思決定者の声明

トップコミットメント

5-8

戦略

第2に、富士ゼロックスの「レポート」に示されている CSR に関する情報開示の構造です。「レポート」では富士ゼ
ロックス自身の業界における特徴、および経済、社会、環境などに及ぼす可能性のある影響に基づき、テーマの整理
と優先順位付けを実施し、これに基づき各テーマの CSR に関する情報開示を的確に実施し、重点的に、レベルに分け
て、企業の CSR 情報に関するステークホルダーの要望に応えています。

倫理と誠実性
102-16

CSR 理念

価値観、理念、行動基準・規範

富士フィルムグループ CSR 計画

12、15-16

ガバナンス

第3に、富士ゼロックスエコマニュファクチャリング(蘇州)の非凡な業績です。知るところでは、富士ゼロックスエコ
マニュファクチャリング(蘇州)は電子廃棄物の汚染問題を真の意味で解決することができる業界唯一の統合リサイク
ルシステム工場であり、2017 年の使用済み商品の再資源化率が 99.9％ に達しています。このことは回収したほぼ
すべての使用済み商品を成熟した分解、処理およびリサイクル過程を通じて、再び新たなライフサイクルに投じる
ことができることを意味します。これは富士ゼロックス中国が循環経済の発展のために実施した優秀事例であり、ベ
ンチマークレベルの価値があるものです。
第4 に、レポートで示されている各種データです。レポート各章の最初に当年の実績が示されているだけでなく、最
後にも過去3 年の実績推移や翌年の目標もあります。これらの豊富なデータには非常に高い具体性があり、富士ゼロッ
クス中国の生産・販売・経営における CSR の実践状況が十分に反映されています。

最後に、富士ゼロックス中国が「志を高く持つとともに、堅実である」ことを期待します。富士ゼロックス中国はビ
ジョンがあり、思いやりがあり、実践を重視する会社ですが、高い志を実現するには、継続的で、体系的な計画を策
定する必要があります。したがって富士ゼロックス中国が業績目標を制定するにあたり、中長期的な計画や目標実現
のためのロードマップを作成することを期待します。堅実であるという観点から言うと、富士ゼロックス中国が真の
意味でCSR 理念を企業戦略に取り入れ、自身の優れた CSR 管理の現地化に関する経験を整理、総括し、または関連の
管理マニュアルを作成し、これらを外部と共有し、交流することにより、中国の CSR 事業の発展を共同で促進してい
くことを期待します。

102-18

ガバナンス構造

102-40

ステークホルダー・エンゲージメント
ステークホルダーとのコミュニ
ステークホルダー・グループのリスト
ケーション
従業員の基本的な権利
団体交渉協定

102-41

コーポレートガバナンス

102-42

ステークホルダーの特定および選定

102-43

ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ
方法

102-44

提起された重要な項目および懸念

ステークホルダーとのコミュニ
ケーション
ステークホルダーとのコミュニ
ケーション
ステークホルダーとのコミュニ
ケーション

9、13
22
50
22
22
22

報告実務
102-45

連結財務諸表の対象になっている事業体

富士ゼロックス中国会社概況

60

102-46

報告書の内容および項目の該当範囲の確定

重点テーマの分析

19-20

102-47

マテリアルな項目のリスト

重点テーマの分析

20

102-48

情報の再記述

/

情報の再記述なし

102-49

報告における変更

このレポートについて

1

102-50

報告期間

このレポートについて

1

102-51

前回発行した報告書の日付

このレポートについて

1

102-52

報告サイクル

このレポートについて

1

102-53

報告書に関する質問の窓口

このレポートについて

1

102-54

GRI スタンダードに準拠した報告であることの主張

このレポートについて

1

102-55

GRI 内容索引

GRI スタンダード内容索引

64

102-56

外部保証

/

外部保証なし

64
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開示事項

付録

付録

説明

掲載場所

ページ数

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

中国向け商品イノベーション

直接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ1）

主要な CSR 指標
主要な CSR 指標

59

35

305-5

温室効果ガス（GHG）排出量の削減

気候変動への対応

40

GRI 306： 排水および廃棄物 2016

マネジメント手法とその要素

中国向け商品イノベーション

35

マネジメント手法の評価

中国向け商品イノベーション

35

202-2

地域コミュニティから採用した上級管理職の割合

従業員の基本的な権利

50

GRI 205： 腐敗防止 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

反賄賂・反腐敗

10

103-2

マネジメント手法とその要素

反賄賂・反腐敗

10

マネジメント手法の評価
腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと
205-2
研修
GRI 206： 反競争的行為 2016

反賄賂・反腐敗

10

企業倫理

9-10

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

公平な競争

10

103-2

マネジメント手法とその要素

公平な競争

10

206-1

マネジメント手法の評価

企業倫理

反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた
法的措置

9-10

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

103-2

マネジメント手法とその要素

103-3

マネジメント手法の評価

反トラスト、独占的慣行によ
り受けた法的措置なし

103-2

マネジメント手法とその要素

103-3

マネジメント手法の評価

301-2

使用したリサイクル材料

301-3

再生利用された製品と梱包材

人類と地球を守るための貢献
環境影響の最小化
人類と地球を守るための貢献
環境影響の最小化

26-30、41
26-30、41
26-30、41

排水の水質および排出先

主要な CSR 指標

58

種類別および処分方法別の廃棄物

廃ガスの管理

41

GRI 307： 環境コンプライアンス 2016
人類と地球を守るための貢献
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

低炭素・グリーンな運営の維持

26-30、40-41

環境影響の最小化
人類と地球を守るための貢献
103-2

マネジメント手法とその要素

低炭素・グリーンな運営の維持

26-30、40-41

環境影響の最小化
人類と地球を守るための貢献

GRI 301： 原材料 2016
マテリアルな項目とその該当範囲の説明

環境影響の最小化

306-1

環境

103-1

人類と地球を守るための貢献

59

306-2

報告期間内に反競争的行為、
/

ページ数

間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ2）

103-2

103-3

掲載場所

305-1

103-3

103-3

説明

305-2

経済
GRI 202： 地域経済での存在感 2016
103-1

開示事項

富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018

人類と地球を守るための貢献
再資源化
人類と地球を守るための貢献
再資源化
人類と地球を守るための貢献
再資源化
再資源化
再資源化

103-3

マネジメント手法の評価

26-30、49
26-30、49

低炭素・グリーンな運営の維持

26-30、40-41

環境影響の最小化
307-1

環境法規制の違反

/

報告期間内にいかなる環境に
関する法律および/または法規
の違反なし

調達

32-34

GRI 308： サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
26-30、49
49
49

GRI 302： エネルギー 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

低炭素・グリーンな運営の維持

40

103-2

マネジメント手法とその要素

低炭素・グリーンな運営の維持

40

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

103-2

マネジメント手法とその要素

調達

32-34

103-3

マネジメント手法の評価

調達

32-34

308-1

環境基準により選定した新規サプライヤー

/

308-2

サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクト 調達
と実施した措置
社会

103-3

マネジメント手法の評価

低炭素・グリーンな運営の維持

40

302-1

組織内のエネルギー消費量

主要な CSR 指標

58

302-3

エネルギー原単位

主要な CSR 指標

58

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明
マネジメント手法とその要素

すべての新規サプライヤーに
対して環境基準による評価を
実施
32-34

GRI 401： 雇用 2016
従業員と地域社会

50-56

従業員と地域社会

50-56

302-4

エネルギー消費量の削減

気候変動への対応

40

103-2

302-5

製品およびサービスのエネルギー必要量の削減

グリーンな商品設計

36

103-3

マネジメント手法の評価

従業員と地域社会

50-56

401-1

従業員の新規雇用と離職

主要な CSR 指標

50

401-2

正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 従業員と地域社会

51

育児休暇

従業員の基本的な権利

51

GRI 303： 水 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

水資源の管理

40

103-2

マネジメント手法とその要素

水資源の管理

40

401-3

103-3

マネジメント手法の評価

水資源の管理

40

GRI 403： 労働安全衛生 2016

303-3

リサイクル・リユースした水

水資源の管理

40

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

労働安全衛生と安全生産

42-43

103-2

マネジメント手法とその要素

労働安全衛生と安全生産

42-43

103-3

マネジメント手法の評価

労働安全衛生と安全生産

403-2

傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤 製造

GRI 305： 大気への排出 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

103-2

マネジメント手法とその要素

103-3

マネジメント手法の評価

人類と地球を守るための貢献
気候変動への対応
人類と地球を守るための貢献
気候変動への対応
人類と地球を守るための貢献
気候変動への対応

26-30、40
26-30、40
26-30、40

403-3

疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している 労働安全衛生と安全生産
労働者
GRI 404： 研修と教育 2016

42-43
37
42-43

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

従業員の能力開発

52-53

103-2

マネジメント手法とその要素

従業員の能力開発

52-53

66
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開示事項
103-3

付録

付録

説明

掲載場所

ページ数

従業員の能力開発

52-53

404-2

従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム 従業員の能力開発

52-53

404-3

業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けて
従業員と地域社会
いる従業員の割合

50

マネジメント手法の評価
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68

読者アンケート

GRI 413： 地域コミュニティ 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

地域社会への参加と発展

55-56

103-2

マネジメント手法とその要素

地域社会への参加と発展

55-56

103-3

マネジメント手法の評価

地域社会への参加と発展

55-56

413-1

地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評
地域社会への参加と発展
価、開発プログラムを実施した事業所

55-56

413-2

地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト（顕在 /
的、潜在的）を及ぼす事業所

富士ゼロックス中国Sustainability Report

2018

報告期間内に地域コミュニティ
に著しいマイナスのインパクト
（顕在的、潜在的）を及ぼした
事業所なし

GRI 414： サプライヤーの社会面のアセスメント 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

調達

32-34

103-2

マネジメント手法とその要素

調達

32-34

103-3

マネジメント手法の評価

調達

32-34

/

すべての新規サプライヤーに対
して社会的基準による評価を実
施

414-1

社会的基準により選定した新規サプライヤー

414-2

サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクト 調達
と実施した措置
GRI 416： 顧客の安全衛生 2016
103-1
マテリアルな項目とその該当範囲の説明
商品の安全と品質

38-39

103-2

マネジメント手法とその要素

商品の安全と品質

38-39

103-3

マネジメント手法の評価

商品の安全と品質

416-1

製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生イン

/

パクトの評価

32-34

38-39

読者の皆様へ：

報告期間内にいかなる商品およ

「富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018」をお読みいただき、ありがとうございまし
た。

びサービスのカテゴリーに対す
る安全衛生インパクトなし

GRI 418： 顧客プライバシー 2016
103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

情報セキュリティ

11

103-2

マネジメント手法とその要素

情報セキュリティ

11

103-3

マネジメント手法の評価

情報セキュリティ

11

/

報告期間内にいかなる顧客プラ
イバシーの侵害および顧客デー
タの紛失に関して具体化した不
服申立なし

418-1

顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関し
て具体化した不服申立
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私たちは、富士ゼロックス中国のサステナビリティとこのレポートに対する皆様からの貴重
なご意見をぜひお聞かせいただきたいと思っています。皆様からのご意見やご提案は、私た
ちがサステナビリティの成果を高める上で大切なよりどころとなります。
以下のアンケートにお答えいただき、郵便または電子メールでお送りいただければ幸いです。

地域企業持続可能な発展メンバー
富士ゼロックスアジアパシフィックは、ドキュメントソリューションとサービス分野において初のグローバル・レポー
ティング・イニシアチブ（GRI）のゴールドメンバーです。Sustainability Report の国際標準である GRI の使命に賛同し、
ゴールドメンバーとして、GRI の活動に参加しています。

アンケート送付先
電話：+8610-58245000-5418
電子メール：fxcl.csr@chn.fujixerox.com

富士ゼロックスは中国（香港、台湾を含む）、韓国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、タイ、マレー
シア、シンガポール、インドネシア、オーストラリアとニュージーランドなどのアジア太平洋地域において事業を展開
しています。
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付録

読者アンケート
1．どのような形で「富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018」を入手されましたか？
□ 営業担当に □ 展示会・展
よる事務所
覧会にて
訪問にて

□ 業務交流にて □ ウェブサイ
トからダウ
ンロード

□ 当社からの送付

□ その他

2．CSR 情報の開示の面で、どのようなテーマに最も関心がありますか？ ( 複数選択可 )
□ コンプライ □ CSR 経営のマ
アンス経営
ネジメント
□ 製造
□ お客様使用時

□ 特集「共に変わり、価値を創造
する」
□ 従業員と地域社会

□ 調達

□ 研究開発

理由：

3．あなたの関心のある情報はテーマの中でどの程度開示されていましたか？
□ 全て開示 □ ほぼ全て開示 □ ある程度開示 □ ほぼ不開示 □ 全く不開示

4．「富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018」はどの面で優れているとお考えですか？ ( 最も満足さ
れた 2 項目をお選びください )
□ デザイン・レイアウト

□ 情報の質

□ 文章表現

□ レポートの構成

5．「富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018」がコミュニケーションの役割をより良く発揮するため
にはどうするべきだとお考えですか？ ( 複数選択可 )
□ レポートの WeChat 版を作成する
□ 動画版を作成する

□ レポートの簡易版を作成する

□ 複数の言語で作成する ( 英語版、日本語版 )

□ レポートの発表会およびステークホルダーとの交流会を開く

□ その他

6．あなたと富士ゼロックス中国との関わりは？
□ 富士ゼロックス商品のユーザー
□ 研究機関、高等教育機関

□ 政府関係者

□ 関連分野の識者

□ 従業員

□ サプライヤー

□ メディア関係者

□ 非政府組織

□ その他

7. 前述のご意見以外に、「富士ゼロックス中国 Sustainability Report 2018」の編集と内容について、何かご意
見はございますか？ ( 簡潔にご回答ください )

お名前：

お勤め先：

ご連絡先 :
本報告書は FujiXerox Color 1000i Pressを使って印刷されており、再生紙を使用して印刷しています。

