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VISION2016 VISION2019 VISION2023

計画の骨子

「中長期的に安定成長できるビジネス
ポートフォリオの構築」と「株主還元の
強化」によって、過去最高益の達成と
ROEの向上を実現する。

前中期経営計画で構築した事業ポート
フォリオを、各事業を深化させることで
より強固なものにし、M＆A投資と株主
還元の強化を加えて「過去最高益」の
達成とROEの向上を実現、一層の飛躍
へつなげる。

ヘルスケア・高機能材料の成長を加速
するとともに、持続的な成長を可能と
するさらに強靭な事業基盤を構築し、
営業利益・株主帰属当期純利益で過去
最高益を達成する。

 重点課題・
取り組み

● コア事業の成長加速：ヘルスケア、高
機能材料、ドキュメント事業を成長ド
ライバーとし、拡販や新製品の市場
投 入、M&Aの 活 用で売 上・シェア・
利益を拡大

● 全事業の収益性向上：ビジネス規模と
優位性を維持しつつ、全事業で生産
性向上・効率化を進め収益性を向上

● ROEおよび株主還元額（2,000億円
強）の目標値を定め開示

● 各事業を成長段階に応じて「収益力
の向上」「さらなる成長の加速」「未来を
創る投資」の３つのステージに位置づ
け、成長過程に合わせた施策を展開

● 基盤となるガバナンスの強化とグロー
バル展開の加速

● 株主還元総額 3,000億円

● M&A投資総額 5,000億円

● 事業ポートフォリオマネジメントの
強化、3年間で1兆2千億円の成長
投資を実施

● キャッシュフローマネジメント強化、
ROICとCCCの目標値を定め開示

● さらなる成長に向けて新規市場に参入

● ヘルスケアとビジネスイノベーション
で、M&Aにより強化した事業の統合
効果を創出

● 事業を通じた社会課題への取り組み
状況を示す指標を定め、目標値を開示

成果／進捗

● ヘルスケアは、バイオCDMO事業
でKalon Biotherapeutics（テキ
サス拠点）の買収。再生医療事業で
Cellular Dynamics International
の買収を実施するなど、先端医療領域
への投資を推進

● 高機能材料は、電子材料事業、ディス
プレイ材料事業での拡販により収益
性を向上

● イメージングはインスタントフォトシ
ステムの成長が牽引するフォトイ
メージング事業と、ミラーレスデジタ
ルカメラのハイエンド機へのシフト
を進める電子映像事業がそれぞれ収
益性を大幅に向上

● ヘルスケアは、日立製作所の画像
診断関連事業の買収決定やバイオ
CDMO事 業にお けるデンマ ーク
拠点買収・大型設備投資、和光純薬
の 買 収 など積 極 的 な 投 資 の 意 思
決定・実施

● 高機能材料は、電子材料事業が売上・
利益の成長を牽引

● ドキュメントは、最終年度に営業利益
率10%以上を達成、富士ゼロックス
の完全子会社化による意思決定の
迅速化と、富士フイルムグループ内の
さらなるシナジー創出につながる基盤
の構築

● 営業利益2,297億円、当社株主帰属
当期純利益2,112億円と過去最高
益を更新

● 新型コロナ影響からの着実な回復と
ともに、継続する新型コロナ需要は
着実に取り込んだことで、ヘルスケ
アが売上高・営業利益ともに最大の
セグメントに成長

● 再生医療事業のジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング売却に続き、放射性
医薬品事業の売却を実行し、最適な
事業ポートフォリオの構築を推進

業績目標に
対する達成度

● 2017年3月期は為替の円高が進んだ
ため、最終年度の売上高・営業利益
目標は未達

● 当社株主帰属当期純利益は過去最高
の1,315億円を達成

●  3年間で配当・自社株取得を合わせて
約2,900億円の株主還元を実施

● 2019年3月期に営業利益2,098億
円と過去最高益を達成したが、最終
年度の2020年3月期は、第4四半期
に新 型コロナ 影 響やアジア・パシ
フィック地域で為替影響を大きく受
けたことなどにより、計画未達

● 3年間で約7,000億円のM&Aなど
成長投資を実施

● 3年間で配当・自社株取得を合わせて
約3,000億円の株主還元を実施

過去中期経営計画の振り返り
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Q 外部環境を踏まえた、足元の課題認識を教えてください。
2021年度からの3カ年中期経営計画「VISION2023」では、

「ヘルスケア・高機能材料の成長加速と、持続的な成長を
可能とするさらに強靭な事業基盤の構築」を骨子に掲げ、
売上高・営業利益の成長、ROEの達成に加え、ROIC（投下
資本利益率）とCCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）
の向上を図ることで、「稼げる力」、「キャッシュ創出力」を強化
しています。

世界経済の状況は、各国・地域で新型コロナウイルス感染
症との共生に取り組む試みが進む一方で、半導体などの部材
不足やサプライチェーンの混乱に加え、原油・天然ガスなどの
エネルギーやアルミをはじめとした資源価格の高騰で、世界
的なスタグフレーション（景気後退局面におけるインフレー
ション）が懸念されています。このような不確実性の高い
状況下においては、資本効率を重視した事業運営を徹底し、
全事業の収益力向上に努めて安定的にキャッシュ創出を進
めることが欠かせません。同時に、積極的な成長投資を継続
することで、将来にわたる収益基盤を構築し、この難局を乗り
越えていく必要があります。

セグメント別業績は、全サブセグメントにおけるオーガ
ニック成長に加えてメディカルシステム事業における富士
フイルムヘルスケア（日立製作所の画像診断関連事業を承継）
の連結子会社化も寄与したヘルスケア、旺盛な半導体需要を
背景に電子材料事業の成長が牽引したマテリアルズ、新型
コロナ影響からの着実な回復に加えインスタントフォトシス
テムやデジタルカメラの新製品投入で販売が好調に推移し
たイメージングが、それぞれ増収増益となりました。一方で、
ビジネスイノベーションは、海外生産拠点でのロックダウンに
よる稼働停止や部材費高騰、物流費の上昇の影響を受け、
増収減益となりました。

中期経営計画の進捗

Q「VISION2023」の初年度の進捗はどうでしたか？
「VISION2023」初年度の2021年度の業績を振り返ると、

全セグメントにおいて対前年で増収となり、連結売上高は
前期比15.2%増の2兆5,258億円となりました。また、大幅
な増収増益を果たしたヘルスケアは、売上・営業利益ともに
グループの最大セグメントに成長しました。

連結営業利益は過去最高益を更新し、前期比38.8%増の
2,297億円となり、営業利益率は9.1%となりました。当社
株主帰属当期純利益についても、営業利益の大幅な増加に
加えて、投資有価証券の売却益や評価益、持分法投資損益
の改善などが寄与し、前期比16.5%増の2,112億円と過去
最 高 益となりました。また、ROEは9.0％、ROICは5.6%、
CCCは122日、営業キャッシュフローは3,239億円と、全ての
主要KPIにおいて目標値を上回ることができました。

Q 2022年度のガイダンスについて教えてください。
2022年度の業績は、全てのセグメントにおいて対前年で

増収増益を計画し、売上高は前期比6.9%増の2兆7,000億
円、営業利益は前期比9.3%増の2,500億円と過去最高益の
更新を目指します。銀やアルミ、半導体など部材の価格高騰や
物流費の上昇などに対しては、販売価格への転嫁やコスト
ダウンなどにより利益の確保につなげます。各事業における
商品化計画を確実に進めながら、DXの推進などでオペレー
ションを強化することで、2022年度の目標値である営業利益
率9.3%（前期比0.2ポイント増）、ROIC5.7%（同0.1ポイント
増）、CCC114日（同8日改善）を確実に達成し、「稼げる力」と

「経営効率」の向上を実現します。当社株主帰属当期純利益に
ついては、投資有価証券の売却益・評価益などを織り込まず、
前期から7.7%減益の1,950億円を見込んでおり、ROEは
同1.4ポイント減の7.6%の見通しです。

ヘルスケア
営業利益構成比

38.1
対前年+9.4pt

※ 営業利益の構成比は、全社／連結調整前

%

ヘルスケア

1,005億円
38.1%

イメージング
14.0%

ビジネス
イノベーション
20.0%

マテリアルズ
25.9%

キャッシュ創出力の強化と、積極的な成長投資の継続により
将来にわたる収益基盤を構築します。

富士フイルムホールディングス株式会社
取締役・執行役員
CFO・経営企画部長

樋口  昌之

ヘルスケア
売上高構成比

31.8
対前年+5.4pt

%

ヘルスケア

8,017億円
31.8%

イメージング
13.2%

ビジネス
イノベーション
30.2%

マテリアルズ
24.8%

2021年度
実績

2021年度
VISION2023

2022年度
業績予想

2023年度
VISION2023

売上高 25,258
100％

24,400
100%

27,000
100％

27,000
100%

営業利益 2,297
9.1%

1,800
7.4%

2,500
9.3%

2,600
9.6%

税金等調整前当期純利益 2,604
10.3％

1,850
7.6%

2,600
9.6％

2,650
9.8%

当社株主帰属当期純利益 2,112
8.4％

1,300
5.3%

1,950
7.2％

2,000
7.4%

1株当たり当社株主帰属
当期純利益 527.33円 325.18円 486.53円 500.27円

ROE 9.0％ 6.2％ 7.6％ 8.4％

ROIC 5.6％ 4.6％ 5.7％ 6.1％

CCC 122日 124日 114日 103日

2021年度為替実績：米ドル＝113円、ユーロ131円、銀価格（/kg）=89,000円　              営業利益  為替感応度  米ドル：3億円、ユーロ：8億円
VISION2023為替前提：米ドル＝104円、ユーロ124円、銀価格（/kg）=84,000円
2022年度業績予想為替前提：米ドル＝126円、ユーロ134円、銀価格（/kg）=97,000円　

●業績目標	 （単位：億円）

CFO
メッセージ

財務資本戦略
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Q キャッシュフローマネジメントをどのように強化していますか？
「VISION2023」では、重点施策としてキャッシュフローマ

ネジメントの強化に取り組んでいます。各事業では収益力の
向上と同時に、ROIC、CCCの目標値をKPIとして定め、CCC
の短縮とROICの向上に努めています。ROICについては
一律に目標設定するのではなく、事業のフェーズ、時間軸、
成長シナリオ、必要経費・投資などを総合的に勘案して事業
ごとに目標を定めています。2022年度中にバイオCDMO
事業などでの大型設備投資が本格化するため、期中に創出する
キャッシュを上回る支出が見込まれます。これに対して、投資
リターンの向上や設備稼働までのリードタイムの短縮など、
オペレーションの改善活動を通して、また、グループ内資金を
本社に集約し、外部からの借入金を圧縮することによっても、
ROICの向上につなげていきます。

Q 事業ポートフォリオマネジメントの基本的な考え方は？
当社は、各事業を、ポジショニング、ポテンシャル、ステージ

などから多角的に検討した上で、「新規/将来性」、「重点」、
「収益基盤」、「ノンコア」の４つに分類し、それぞれの成長
フェーズに応じて、適切な戦略の実行とグループ全体の経営

Q 中計期間におけるキャッシュアロケーションの考え方に
ついて教えてください。

「VISION2023」の3年間では、研究開発・設備投資などに
総額1兆2,000億円以上の成長投資を計画しており、そのうち
1兆円は、ヘルスケア・高機能材料を中心とした「新規/将来性」、

「重点」事業へ優先的に振り向けていく考えです。
2022年度は、営業活動によるキャッシュフローで2,900

億円の収入を見込んでいます。
一方、バイオCDMO事業などの大型設備投資などにより、

収入を大きく上回る4,100億円の設備投資などへの支出を
計画しています。これに対して、CCC短縮につながるオペ
レーションの改善やキャッシュマネジメントの強化によって
必要な運転資金を抑制することで、計画通りの成長投資を
行うとともに、株主還元のほか、新たなM&Aや追加の設備投
資などの機動的な資金にも充当していきます。

また、バイオCDMO事業に係る成長投資に関して、社会が

キャッシュフローマネジメントの強化

事業ポートフォリオマネジメントの強化

キャッシュアロケーション

Q 事業管理においてROICをどのように活用していますか？
M&Aなどの投資判断において、ROICを活用しています。

具体的には、当該案件の買収後3年目のROICが、案件毎に
設定されたハードルレートであるWACC（加重平均コスト）を
上回ることを一つの基準としています。現状の全社WACC
水準は5～6％程度であり、全社ROICもバイオCDMO事業
などの積極的な成長投資を背景に5.7%（2022年度目標）の
水準となっていますが、次期中計期間には全社ROICの水準
を8～9％にまで高めていきたいと考えます。そのために、
ROIC目標に対する達成度を、シニアマネジメント層の中期
業績連動報酬にも反映することで、資本効率に対する意識の
強化を図っています。

資源の再配分を進める事業ポートフォリオマネジメントを推進
しています。自社の強みが生きて中長期的により高いリターン
を出すことができる分野へ投資を集中するという考えの下、

「新規/将来性」、「重点」事業への投資を強化しています。

直面する課題解決に向けた取り組みに充当する資金調達と
して、2022年4月に国内最大規模となる1,200億円のソー
シャルボンドを発行しました。

Q 株主還元についての考え方は？
2021年度の年間配当金は12期連続増配の1株当たり

110円、2022年度についても10円増配し、13期連続での
増配となる120円を予定しています。自己株式の取得に
ついてはキャッシュポジションやキャッシュフローを勘案しな
がら、株価の推移に応じて機動的に実施していく予定です。
当社は、ヘルスケアや高機能材料を中心とした成長領域への
積極的な投資を通じて、リターンを生み出すことこそが株主の
皆さまの利益につながるものと考えています。引き続き、
成長投資と株主還元のバランスを見極めながら、キャッシュ
アロケーションを行っていきます。

Q 具体的にはどのような単位で管理していますか？
当社は14の事業を展開していますが、事業ポートフォリオ

マネジメントにおいては、個別の事業単位で判断・意思決定
をするわけではありません。14事業を6つの事業グループ

（メディカルシステム、ライフサイエンス、高機能材料、グラ
フィック、ビジネスイノベーション、イメージング）に集約して、
事業グループの単位で事業経営を行っています。これらの6
グループでP/Lのみならず、ROICとCCCを含めた財務目標
値を設定し、その達成に向けた事業活動を進めるとともに、

そのために必要な意思決定を行っています。例えば、前期に
実行した放射性医薬品事業の売却※の意思決定は、ライフサイ
エンスグループの戦略の方向性に照らして検討し、当グループ
の事業ポートフォリオを最適化し、将来にわたる財務パフォー
マンスの向上を狙ったものでした。これはライフサイエンス
グループの中での経営資源配分の議論を通してのもので、
このような事業グループによる管理の考え方は「VISION 
2023」に染み込ませており、従来の個別事業による採算性
管理中心の枠組みからの大きな転換だったといえます。
※ 富士フイルム富山化学の放射性医薬品事業をペプチドリーム社へ売却。

●株主総利回り（TSR）

TOPIX 化学
TOPIX
富士フイルム
ホールディングス
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2022年
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●TSR（10年）

投資期間
1年 3年 5年 10年

累積 年率 累積 年率 累積 年率

富士フイルムホールディングス 15.8% 55.1% 15.8% 83.1% 12.9% 324.9% 15.6%

TOPIX 2.0% 31.2% 9.5% 44.3% 7.6% 183.3% 11.0%

TOPIX化学 -7.9% 15.6% 5.0% 37.3% 6.6% 227.3% 12.6%

※  TSR（Total Shareholder Return）： 
キャピタルゲインと配当を合わせた
総合投資収益率

※ 何れも配当込み指数
※ 年率換算は幾何平均
※ Bloombergデータより当社作成

矢印（　　　）はキャッシュを含む経営資源の流れ■	ヘルスケア			■	マテリアルズ			■	ビジネスイノベーション			■	イメージング

長期視点での種まき

自社の収益性 高

高

低

市
場
の
魅
力
度（
成
長
性
な
ど
）

新規／将来性
■ メディカルシステム： 
　 AI・ITシステム、新規画像処理システム
■ バイオCDMO： 遺伝子治療薬/細胞治療薬CDMO
■ ライフサイエンス： 創薬支援（細胞／培地／試薬）
■ 電子材料／ディスプレイ材料／他高機能材料： 
　 新規材料ビジネス
■ グラフィックコミュニケーション： 
　 デジタルプリンティング、インクジェット
■ ビジネスソリューション　　　　　　　　　 　  など

ノンコア
戦略適合性、成長性、採算性で判断

中期で成長性・収益性をドライブ

重 点
■ メディカルシステム： 
　 内視鏡（軟性内視鏡・処置具）
　 IVD（機器・試薬）
　 超音波（POC／据置型）
　 X線機器など（CT／MRI／DRなど）
■ バイオCDMO： 
　 抗体医薬CDMO
■ 電子材料： 
　 半導体材料　　　　　　　　　　　　　　　  　　など

収益基盤（キャッシュカウ）

■ オフィスソリューション
■ コンシューマーイメージング
■ プロフェッショナルイメージング
■ グラフィックコミュニケーション： 
　 アナログプリンティング　　　　　　　　　　    　など
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領	域 画像診断システム 医療IT
IVD

製品分類 CT MRI X線透視 X線
撮影装置

マンモ
グラフィ 回診車 DRパネル

/CR
骨密度
測定

超音波
システム 内視鏡 HER/

HIS PACS

富士フイルム

富士フイルム
ヘルスケア

※  Contract Development & Manufacturing Organizationの略。薬剤開発初期の細胞株開発から
生産プロセス開発、安定試験、治験薬の開発・製造・市販薬の幅広いサービスを製薬企業などに提供する

ヘルスケアは、医療IT・機器などのメディカルシステム事業と、
バイオCDMO事業※、ライフサイエンス事業、医薬品事業、
コンシューマーヘルスケア事業から成るライフサイエンス領域
で構成されています。ライフサイエンス領域では、CDMOと
創薬支援を重点事業に位置づけています。

事業内容

市場環境・社会課題
高齢化社会の進行によって医療費が増加するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、医療従事者の不足に起因

する医療現場での過酷な労働環境も顕在化しています。
また、がんや希少疾患、新たな感染症など、いまだに有効な治療法が確立されていない疾病が数多く存在しています。それらに

対する治療・予防手段として、近年バイオ医薬品が注目を集めています。世界の医薬品市場の約30%を占めるまでに成長しており、
生産プロセスの開発や製造を受託するCDMO事業の市場規模も年率10％程度で拡大を続けています。
「予防」「診断」「治療」の領域において、アンメットメディカルニーズ※への対応や医療サービスへのアクセス向上などの社会課題を

解決することで、健康的な社会づくりに貢献していきます。

高齢化の進展や医療従事者の不足などを背景とした、診療支援や業務効率化に貢献するソリューション
ニーズや、がんや希少疾患などを中心としたアンメットメディカルニーズが高まる中で、事業機会が拡大
しています。一方、医療制度改革による予測できない大規模な医療行政の方針変更や、医療機器における
法規制の強化、技術革新によるバイオ医薬品のプロセス開発・製造受託市場の競争激化などをリスクと
認識しています。

設備投資　　　　研究開発費
減価償却費

10,000

5,000

0

20

10

2020
年度

2021
年度

2022
年度
（予想）

3,000

2,400

1,800

1,200

600

0 2020
年度

2021
年度

2022
年度
（予想）

セグメントの業績推移 設備投資・研究開発費／
減価償却費  

（億円） （億円）（％）

ROIC　　 　営業利益率
売上高

事業別売上高比率（2021年度）

8,017

5,794

971

457

453

1,039

514

397

1,492

2,600

445
540

8,600

13.012.5

6.3

9.7

3.9

5.8

21.1%
●メディカルシステム

6.0%
●バイオCDMO

4.7%

●LSソリューション
（ライフサイエンス・医薬品・
 コンシューマーヘルスケア） 

(ヘルスケア全体の66.6%)

(同 18.7%）

(同 14.7%)

31.8%
8,017億円

ヘルスケア構成比

● 診断に適した画像を提供するための画像処理技術・AI技術
● アンメットメディカルニーズに応える医薬品の開発を可能にする
　 高度な化合物合成・設計力やナノテクノロジー
● バイオ医薬品のプロセス開発・製造受託の分野で生かせる一定条件製造技術や
　 品質管理技術などの高い技術力
●  世界トップレベルのiPS細胞の初期化・分化誘導技術や培地の開発力

富士フイルムと富士フイルムヘルスケアのシナジー効果の最大化を図るため、組織統合も含めた
事業運営体制の構築や、富士フイルムヘルスケアの製品に富士フイルムの画像処理技術・AI技術を組み
合わせた付加価値の高い製品・サービスの展開、両社の製品・サービスを統合提案する”クロスセル”
などをグローバルで強化しています。さらに、AI・IT技術を活用した製品開発を加速することで、「AI・
ITソリューションビジネス」の収益を拡大していきます。新型コロナ検査キットなどを扱うIVD事業で
は、海外への事業展開を強化し、内視鏡事業では、AI・ITを組み合わせた診断ソリューションビジネスを
拡大させ、医療の質を向上させる取り組みに注力していきます。

●    AI技術ブランド「REiLI」の下、AI・IT技術を活用した製品開発の加速による
「AI・ITソリューションビジネス」での収益拡大

● 富士フイルムヘルスケアとのシナジー創出
● 体外診断（IVD）事業の海外マーケティング強化と拡販
● 内視鏡事業における診断ソリューションビジネスの拡大
●  新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた社会貢献
　 （超音波診断装置、回診用X線撮影装置、抗原検査キット、除菌用品「Hydro Ag＋」など）

メディカルシステム事業 当社の強みであるAI・IT技術と、幅広い製品ラインアップの融合により
新たな価値を創出し、世界の人々の健康な暮らしを支えていく。

富士フイルム独自の画像処理技術やAI技術を生かし、Ｘ線
画像診断、内視鏡、超音波診断、体外診断（IVD）、医療ITソ
リューションなど幅広い領域でビジネスを展開し、2021年
にはCT・MRIなどを主力製品に持つ富士フイルムヘルスケア

（日立製作所の画像診断関連事業を承継）がグループに加わ
りました。医療ITを事業の中核に据え、世界トップシェアを誇
る医用画像情報システム（PACS）「SYNAPSE」を基盤に、各
製品群を連携させることで、今後も医療現場のニーズに応
えるさまざまな製品・サービスを開発・提供し、世界の医療の
発展と人々の健康の維持増進に貢献していきます。

医療格差の解消というグローバルでの大きな課題に対し
ては、インドの健康診断サービス事業「NURA」や携帯型X線
撮影システムを採用した結核検査など、当社独自のソリュー
ションを通して、その解決に貢献していきます。（詳細は
P35-38をご覧ください）。

メディカルシステム
成長戦略

ヘルスケア

競争優位性

リスクと
機会

事業戦略

今後の
取り組み

X線
画像診断

体外診断
（IVD）

超音波
診断

医療IT
ソリューション

×
内視鏡

CT/MRI
※ 有効な治療法が確立されていない医療ニーズ

※ 研究開発費はセグメント別予想を開示していません。

事業別戦略

環境 健康

関連する
マテリアリティ
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TOPICS
事業戦略

より多くのニーズを捉えた独自性の高い商品を提供し、
人々の美容と健康に貢献する。

医薬品事業 独自のDDS（ドラッグデリバリーシステム）技術や製造設備・インフラなどを活用し、
医薬品産業のさらなる発展に貢献する。

ライフサイエンス事業
（創薬支援、細胞治療薬プロセス開発・製造受託）

バイオ医療領域の積極的な事業推進により、
製薬業界を支援する。

事業戦略

事業戦略

事業戦略

●  米国テキサス・ボストン拠点および英国拠点で強化している遺伝子治療薬に、米カリフォル
ニア拠点で始動した細胞治療薬を加え、最先端治療分野での製造受託ビジネスをさらに拡大

●  培養から精製まで抗体医薬品原薬の一貫生産が可能な商業用連続生産システム、当社独自
のプラスミド技術を用いたバイスペシフィック抗体の高生産性細胞株構築など、各モダリティ
において業界トップレベルの高生産性技術の確立による差別化

●  生産プロセス開発～原薬製造～製剤化・包装までを、少量から大量生産まで一貫して受託
できる「ワンサイト・ワンストップ」体制を整備

●  創薬支援分野において、「iPS細胞を中心とする細胞」「培地」「試薬」
をセットでグローバルに供給・販売

●  iPS細胞技術・ノウハウを生かした細胞治療薬分野においては、提携パートナーと治療製品の
開発を加速させるとともに、開発・製造受託ビジネスを推進

●  「培地」は、米国・欧州・日本の3極生産体制で、供給力や顧客サポート力を強化
●  2022年3月に完了した、サイトカインの開発・製造・販売を行う米国Shenandoah Biotechnology

社の買収により、細胞培養関連市場において既存製品と組み合わせた研究開発と顧客提案力を
さらに強化していく。

●  ナノ分散技術や解析技術、プロセス技術などを活用
し、リポソーム製剤の開発を推進

●  脂質ナノ粒子製剤の製造設備・インフラを活用し、次世代医薬品の核酸医薬品やmRNA
ワクチンのプロセス開発・製造受託ビジネスを展開

バイオCDMO事業
高品質なバイオ医薬品の安定供給や、先進医療分野である
遺伝子治療薬のプロセス開発・製造受託を通じて、医療アクセスの
向上やアンメットメディカルニーズへの対応に貢献する。 バイオCDMO事業では、抗体医薬品やタンパク製剤、ワクチンなど幅広いバイオ医薬品の生産プロ

セスの開発受託、少量生産から大量生産、原薬から製剤・包装までの製造受託に対応できる強みを生か
して、事業成長を加速させます。

ライフサイエンス事業では、培地のみならず、iPS細胞を中心とする細胞や試薬にサイトカインも含め
た幅広いラインアップと総合提案力で、グローバル展開を加速させます。

医薬品事業では、ペニシリンなどの抗菌剤の製造受託や、脂質ナノ粒子製剤の製造設備・インフラを活用
した、核酸医薬品やmRNAワクチンのプロセス開発・製造受託などの受託ビジネスを展開していきます。

コンシューマーヘルスケア事業では、化粧品・サプリメントともに製品ラインアップの拡充とEC・
店舗などでの販売力強化を通じて「美容と健康の増進」に貢献します。
「予防」「診断」「治療」全ての領域における、最先端の製品・サービスをグローバルに提供し、世界有数の

ヘルスケアカンパニーとして、医療課題の解決に貢献していきます。

今後の
取り組み

●  化粧品分野では、リポソーム技術の化粧品への応用など、
独自性の高い機能性化粧品を展開し

「アスタリフト」のブランド価値を向上させるとともに、
「アスタリフト」の技術を生かした新たな
スキンケアブランドを立ち上げ、幅広い年代、ニーズに対応

●  サプリメント分野では、
「メタバリア」シリーズなどの機能性製品を中心に、
健康の維持増進ニーズの高まりに対応

コンシューマー
ヘルスケア事業
（化粧品・サプリメント）

バイオCDMO事業では、業界トップレベルの生産技術と
抗体医薬向けを中心とした大規模な設備投資によりバイオ
医薬品需要の急速な拡大に対応するとともに、遺伝子治療薬、
細胞治療薬、バイスペシフィック抗体など最先端治療分野を
含む幅広いモダリティでの受託ビジネス拡大を図ります。
ライフサイエンス事業では、細胞・培地・試薬をセットでグロー
バルに供給・販売するほか、2022年２月に始動したコーポ

ライフサイエンス

レートベンチャーキャピタルを通じて、最先端技術などを有
する世界のバイオベンチャーに5年間で70億円の出資枠を
設けています。医薬品事業では、ナノ分散技術や解析技術、
プロセス技術などの当社独自技術や脂質ナノ粒子製剤の
製造設備を活用し、次世代医薬品の核酸医薬品やmRNA
ワクチンのプロセス開発・製造受託ビジネスを展開します。

バイオ医薬品の開発・製造受託事業の成長加速に
向けて、バイオ医薬品CDMOの中核会社FUJIFILM 
Diosynth Biotechnologies (FDB)は、米国テキサス、
英国拠点に続き米国ボストンにおいても、2022年5月
より遺伝子治療薬のプロセス開発の受託サービスを
開始しました。6月には、バイオ医薬品市場で高い比重
を占める抗体医薬品の生産能力増強を目的に、FDB
のデンマーク拠点と米国テキサス拠点に総額約2,000
億円に上る大規模投資を決定しました。デンマーク
拠点では最短で生産設備の立ち上げが可能な2万L
培養タンクを8基追加導入し、2026年までに同容量
タンクの保有数はデンマーク拠点で20基、全世界で
計28基に拡大させます。この投資により、当社全体
の培養タンク容量の合計は、現在の約18万Lから

3.7倍の約66万Lへと大幅に増強します。また当社が
業界で初めて開発した、培養から精製まで原薬の一貫
生産が可能な商業用連続生産システムを英国に続き
米国テキサス拠点にも導入。新薬開発を行う顧客との
協働のみならず規制当局との連携で早期商用化を
目指し、連続生産システムを用いた製造受託のグロー
バルな市場形成を図ります。

当社は、幅広いバイオ医薬品を対象に、生産プロセ
スの開発受託、少量生産から大量生産、原薬から製剤・
包装までの製造受託に対応できる強みを生かし、事業
成長を加速させるとともに、高品質なバイオ医薬品の
安定供給を通じて顧客をサポートすることで、アンメッ
トメディカルニーズへの対応などの社会課題の解決、
ヘルスケア産業のさらなる発展に貢献していきます。

成長戦略
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車載用途などTV・モニター以外でのディスプレイ関連材料や有機EL向け材料の需要が拡大しているほか、
5G・自動運転の普及などによる半導体市場の拡大で半導体関連材料の事業機会が広がっています。一方
で、資源価格高騰に伴う原材料費の高騰や、新技術の開発・実用化による代替素材との競争激化などの
リスクを認識しています。

市場環境・社会課題
5Gや自動運転の普及、DXの加速などにより半導体需要が拡大する中、半導体の高性能化に対応する材料の開発や、安定

供給のためのサプライチェーンの強化が課題となっています。また、車載用など、ディスプレイ材料をはじめとした機能性材料の
新たな用途が広がっています。最先端の機能性材料の開発・提供を通じて、DXが進む時代における安心・安全な社会づくりに
貢献していきます。

● フィルムに高い機能性を付与するための機能性分子技術などの先端技術
● 薄膜化や大型化などに対応できる高度な製膜および塗布技術
● コスト競争力と供給安定性
● 迅速で的確な製品の処方設計力と開発力、グローバルな生産供給体制

設備投資　　　　研究開発費
減価償却費
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年度

2022
年度
（予想）
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セグメントの業績推移 設備投資・研究開発費／
減価償却費  

（億円） （億円）（％）

ROIC　　 　営業利益率
売上高

事業別売上高比率（2021年度）

6,272

5,662

631

93

324
350

716

650

6,800

10.6

10.9

9.8

9.1

7.8

9.8

382

399

317

249

5.8%
●電子材料

3.7%
●ディスプレイ材料

11.5%

●グラフィック
　コミュニケーション

3.8%

●産業機材・ファイン
　ケミカル・記録メディア

24.8%
6,272億円

マテリアルズ構成比

(マテリアルズ全体の23.4%)

(同 15.1%)

(同 15.4%)(同 46.1%)

2021年10月に新設した高機能材料戦略本部を中心に、事業間のさらなる連携強化を通じて、高機能
材料領域の中長期視点での新規事業開発と強固な事業ポートフォリオ構築を事業横断的に行って
いきます。またグラフィックコミュニケーション事業では、2021年7月のグラフィックコミュニケーション
事業部の発足を機に、グループ内でのシナジー創出の加速と、グローバルで顧客に対するさらなる
価値提供を図っていきます。

マテリアルズ

マテリアルズは、AI・IoT時代の生活を支える通信機器、
センサー、次世代ディスプレイなどに向けた高機能材料や、グラ
フィックコミュニケーションの製品・サービスを提供しており、
電子材料事業、ディスプレイ材料事業、産業機材事業、ファイン
ケミカル事業、記録メディア事業、グラフィックコミュニケー
ション事業、インクジェット事業で構成されています。

事業内容

事業
戦略

事業
戦略

事業
戦略

事業
戦略

電子材料事業

ディスプレイ
事業

記録メディア
事業

グラフィックコミュニケーション
事業

各事業で培ってきた光の波長コントロールなどの技術を
融合し、5Gなどの高速通信網の整備やセンサー・通信デバ
イスの高機能化といったさまざまな分野でのDX加速に貢献
する新規ビジネスを創出し続けます。現在の競争優位性を
維持して市場ニーズに合った高収益製品を迅速に投入するこ

●  有機EL向け材料の高シェア維持
●  液晶パネル向けのTAC製品における強いマーケットポジションの維持
●  当社の強みである薄膜・積層塗布技術を生かした差別化製品の開発と導入
● 車載ディスプレイ向けなど新規用途材料のビジネス拡大

●  5G／AI時代のデータ増大を支えるストレージテープ拡販
●  データ保管時の低消費電力（HDDに対し、95%のCO2削減※）という優位性

を生かし、クリーンなデジタル社会の実現に貢献

●   デジタルプリンティング:富士フイルムと富士フイルムビジネスイノベーション
の統合シナジーによって商業印刷領域を中心にデジタル印刷機のグロー
バル展開、ブランドオーナー・印刷業向け各種DXソリューションの提供を加速

●  アナログプリンティング:オフセット印刷プレートについて有処理版から
無処理版へのシフトを進めており、環境負荷の低減に貢献

●  成長市場（商業印刷／パッケージ）に対し、高精度・高生産性インクジェット
プリンター用ヘッド、食品安全対応の水性顔料インク、および顧客要望に
応じたヘッド・インクを組み合わせたカスタムシステムの開発・導入・拡充

事業
戦略

ファイン
ケミカル事業

●  成長性の高いライフサイエンス、エレクトロニクス、環境・エネルギーなどの
分野で、新規ビジネス（高機能ポリマー/機能性色材/電池材料など）を創出

●  「フロー合成」などの革新的製造プロセスにより、環境負荷低減にも貢献

とで売上・利益の拡大を図ります。また、グラフィックコミュニ
ケーションにおいて、2022年6月に、インクジェットシステム
のカスタマイズ提供に強みを持つ欧州の有力システムイン
テグレーターUNIGRAPHICA社を買収したことにより、欧州
でのインクジェットビジネスのさらなる拡大を図ります。

成長戦略

●「レジスト」や「CMPスラリー」などの前工程材料や、3D集積化向けの絶縁膜用
「ポリイミド」など、半導体の微細化・積層化を実現する幅広い先端材料と当社
技術とを掛け合わせ、顧客課題の解決に資するトータルソリューションを提供

●広範囲な波長の電磁波（光）をコントロールする材料群「Wave Control Mosaic 
(WCM)」の開発を通じて、イメージセンサーの高画素化、高感度化、高機能化に寄与

●グローバルな生産拠点への積極的な設備投資による供給体制の強靭化

競争優位性

リスクと
機会

今後の
取り組み

インクジェット
事業

※ 研究開発費はセグメント別予想を開示していません。

事業
戦略産業機材事業

●タッチパネル用センサーフィルムの「エクスクリア」など、当社独自技術を活用
した高機能製品の拡販

●新規ビジネス（光センサー／通信関連材料）創出

事業
戦略

事業別戦略

※ 出典：Brad Johns Consulting, LLC “Improving Information Technology Sustainability with Modern Tape Storage”

環境 生活

関連する
マテリアリティ
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ビジネスイノベーションは、複合機・プリンターなどのオ
フィス機器・消耗品を提供するオフィスソリューション事業
と、システムインテグレーションやクラウドサービス、複合機
管理ソリューション、基幹業務プロセスのBPO※などにより、
お客さまのDX・働き方改革を通じた経営課題の解決に貢献
するビジネスソリューション事業で構成されています。

事業内容

※ ビジネス・プロセス・アウトソーシング

リモートワークなどの新たな働き方の定着や業務プロセスのデジタル化などにより、オフィスでのプリント
ボリュームは長期的には減少傾向にあります。一方で、働く場所の分散化などに対応した、セキュリティを
強化したネットワークやソリューション・サービスなど、ビジネス環境の変化による新たな需要も生まれて
います。今後もビジネスに革新をもたらすソリューション・サービスの提供により、働く人の生産性向上と
創造性発揮を支援する働き方を提供します。

市場環境・社会課題
2021年度もコロナ禍の影響を受け、複合機やプリンターのプリントボリュームの回復が遅れたことに加え、半導体部品の需給

逼迫、世界的な物流混乱など、厳しい事業環境が続きました。2022年度は国内市場を中心にコロナ禍からの回復を前提として、当社
のプリントボリュームは前年度を上回る見込みです。また、リモートワークなどの新たな働き方の定着や、業務プロセスのデジタル
化などの背景から、ソリューション・サービスに対する新たな需要が生まれており、お客さまへの新たな価値提供につなげています。

強固なセキュリティを持つ複合機をゲートウェイとした
文書管理・クラウド連携を強化

（DocuWorks／Working Folder／
他社クラウドサービス連携など）

「ひとり情シス」問題※などでIT化遅れ・生産性課題を持つ
SMB顧客に対するトータルITサービスの提供

（IT Expert Service／ITあんしんプレミアム／beat／
マルチベンダーサービスなど）

紙文書の電子化を起点としたお客さまの働き方革新・
DXの支援加速

（データ活用ワンストップサービス／CocoDesk／
ネットプリントサービス／Microsoft Dynamics 365／
Bridge DX Libraryなど）

お客さまの課題に応じたソリューション・サービスを提供することで働き方改革やDX推進を支援していきます。

ソリューション・サービスのさらなる強化による成長加速

複合機を起点とした
業務生産性の向上

01

SMB顧客に対する
ITサービスの拡大

02

働き方改革・DXを通じた
経営課題の解決

03

※ 情報システム部門の従業員が1人しかいない、または責任者が確保できないため、適切なIT運用ができない問題

● 日本およびアジア・オセアニア地域における強固な直販体制を強みにした優良な顧客基盤
● 複雑化・多様化するお客さまの経営課題の解決を支援できる確かな営業力、課題解決のための
　 ソリューション・サービスのラインアップとそれを支えるドキュメント関連の独自技術
● 複合機やプリンタービジネスを通じた、大手市場からSMB※市場まで幅広いお客さまとの
　 強固な信頼関係

ビジネス
イノベーション

※ Small to Medium Size Business

2021年4月に社名変更した富士フイルムビジネスイノ
ベーションは、富士フイルムとの共通基盤や技術アセットの
相互利用を進め、迅速かつ効率的な開発生産やグローバル
での事業展開を進めています。2022年7月には、研究開発を
含む複合機およびプリンターの全体戦略立案・推進機能を
担う新たな組織として、「デバイステクノロジー事業本部」を
設立しました。市場ニーズに即した競争力のある複合機・プリン

「多様なデジタルサービスを活用して、お客さまの変革を支える革新的な働き方・仕事のやり方を
創出する“ビジネスイノベーションパートナー”」を目指し、成長の柱となるDX支援ソリューション・サー
ビスの強化に向けて、組織再編やM&Aなどを含めた取り組みを加速します。また、複合機・プリンターの
グローバル展開を加速し、収益基盤を強化すると同時に、業務DXの促進で業務の生産性を飛躍的に
高めながら、デジタル人材の育成にも注力します。

ターを迅速に開発し、OEM供給を含むグローバル展開を
推進していきます。同時に、ソリューション・サービス事業
およびBPO事業の全体戦略立案・推進機能を統合した「ビジ
ネスソリューションサービス事業本部」を設立しました。今後も、
お客さまのDXに資するソリューション・サービスメニューを
提供し、さらに海外展開を加速させ、ビジネスソリューション
事業をセグメントの中核事業として成長させていきます。

設備投資　　　　研究開発費
減価償却費
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セグメントの業績推移 設備投資・研究開発費／
減価償却費  

（億円） （億円）（％）

ROIC　　 　営業利益率
売上高

事業別売上高比率（2021年度）
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10.1%

●ビジネス
　ソリューション

20.1%

●オフィス
　ソリューション

30.2%
7,635億円

ビジネス
イノベーション
構成比

(同 33.5%)

(ビジネスイノベーション全体の66.5%)

8.47.6

6.8
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8.7 8.2

成長戦略

今後の
取り組み

競争優位性

リスクと
機会

※ 研究開発費はセグメント別予想を開示していません。

事業別戦略

環境 働き方

関連する
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TOPICS

コンシューマーイメージング

プロフェッショナルイメージング

事業内容

イメージングは、カラーフィルムやインスタントフォトシステム
からプリント機器、カラーペーパー、写真プリントサービスなどを
提供するコンシューマーイメージング事業と、超高画質の「GFX
シリーズ」や小型・軽量・高画質の「Xシリーズ」などのハイエンド
ミラーレスデジタルカメラ、放送・シネマ用レンズ、監視・工業
検査用レンズ、プロジェクター、デジタルサイネージなどを提供
するプロフェッショナルイメージング事業で構成されています。

スマートフォンの普及による画像ショット数の増加とプリントニーズの拡大やインスタントフォトシステム
の需要拡大、IoT化や映像の4K、8K化によるレンズ需要の増加により事業機会が拡大しています。ハイ
エンドミラーレスデジタルカメラ市場の競争環境の激化、競合他社の技術向上による高性能産業用レンズ
市場の競争環境の激化、スマートフォンのカメラ性能の向上などをリスクとして認識しています。

市場環境・社会課題
2021年度はコロナ禍からの経済回復や写真・映像に対する根強いニーズを背景に、インスタントフォトシステムやデジタル

カメラ、写真プリント需要が大幅に回復しました。「イメージングの未来を創る」という思いの下、付加価値の高い製品・サービス・
ソリューションの提供を通じて、世界中の人々に写真・映像の楽しさや感動を届け、写真・映像を通じて人と人との結びつきを強める
ことで、人生を豊かにすることに貢献します。

インスタントフォトシステムやミラーレスデジタルカメラ
の魅力的な新製品の投入、写真プリントの価値を伝えていく
キャンペーン「プリントデイズ」による写真プリント需要の
活性化、プロジェクター・監視カメラといったB to B新規分野
への展開など、イメージングビジネスの拡大を進めます。AR

（拡張現実）技術を活用した空間描画機能「instaxAiR」など
新たな機能を搭載した、スマートフォン用プリンター「instax 

● 「instax"チェキ"」は、多様な新製品とアプリの投入、異業種との協業で、
　 さまざまな楽しみ方を提案しユーザー層を拡大
● スマートフォンからの旺盛なプリント需要に対し、インクジェットや
    ゼログラフィーなど環境に配慮したドライシステムを拡充

● 独自色再現技術による卓越した画質と小型軽量を実現する
 　ハイエンドミラーレスデジタルカメラ「GFX・Xシリーズ」を展開
● 監視・計測分野やデジタルサイネージ分野での
 　「画像・映像ソリューションビジネス」を推進

mini Link2」をはじめとする製品や、自社開発のキーデバイ
スと独自の画像設計技術により、小型・軽量化を実現し、優
れた色再現性を持つデジタルカメラは、市場からも高い評
価を獲得しています。また、映像・写真コンテンツビジネス、
撮像／画像処理ソリューションビジネスなどの新たな製品・
サービスの創出を加速していきます。

成長戦略

インスタントフォトシステム用フィルムの需要拡大に対応すべく、神奈川事業場足柄サ
イトに約20億円を投じて、インスタントカメラ「instax“チェキ”」用フィルムの生産ラインを
増設し、2022年秋に稼働を開始する予定です。2021年12月に発売した最上位機種の
チェキ「instax mini Evo」の旺盛な需要をはじめとしたインスタントフォトシステム全体の
需要増を背景に、フィルムの出荷量も増加しており、2021年度のイメージング事業の大幅
増収につながりました。大型設備増強によって、最大2割の生産能力の向上を図ります。

AR（拡張現実）などの最新イメージング技術を活用した「instax "チェキ"」や、AI技術を活用してAF
性能や動画性能を向上させたデジタルカメラなど、新規製品・サービスの市場投入を通じて付加価値
を創出・提供していきます。また長焦点監視カメラやインフラの画像点検ソリューションなどを提供す
るビジネスソリューション分野では、「見えないものを見る・見つける」技術を搭載した製品を通じて、安
全・安心な社会づくりに貢献していきます。

● 特長ある製品を継続的に生み出し続ける技術開発力
● ユニークな製品を支える高度な技術（感光材料・光学・画像設計・精密加工・組立技術）
● ユーザーニーズを先取りする商品企画力
● 入力（撮影）から出力（プリント）までのサービスを提供できる総合力
● リーディングカンパニーとしての強固な市場ポジション（グローバルなブランド力とマーケティング力・営業力）

イメージング

“チェキ”用
フィルムの
生産ライン増設

8.7%

●コンシューマー
　イメージング

13.2%
3,334億円

設備投資　　　　研究開発費
減価償却費

5,000

2,500

0
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年度

2021
年度

2022
年度
（予想）
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0 2020
年度

2021
年度

2022
年度
（予想）

セグメントの業績推移 設備投資・研究開発費／
減価償却費  

（億円） （億円）（％）

事業別売上高比率（2021年度）ROIC　　 　営業利益率
売上高

3,334

2,852

159

87

72

85

55

149
140 141

110

150
3,600

4.5%

●プロフェッショナル
　イメージング

イメージング構成比

(イメージング全体の65.7%)
(同 34.3%)

16.9
16.5

11.1 11.7

7.0

5.5

競争優位性

リスクと
機会

今後の
取り組み

事業戦略

事業戦略

※ 研究開発費はセグメント別予想を開示していません。

事業別戦略

環境 生活

関連する
マテリアリティ
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富士フイルムグループの研究開発における強みを理解
するためには、今一度、私たちのルーツに立ち戻ってみる
ことが分かりやすいと思います。

それが銀塩写真システムです。実はこのシステムは、多種
多様な技術の複合によって成り立っています。例えば、写真を
撮影するために必要なカメラには、システム設計や精密成形、
撮像といったオプティカル（視覚）やメカニカルな技術が用い
られています。また、写真フィルムには、製膜や機能性ポリマー、
粒子形成、ナノ分散といったファインケミカルやプロセス
技術が結集されています。その後に続く現像やプリントの
過程においても同様に多様な技術が使われています。

写真フィルムを機能という面から切り取ると、センサーと
メモリ、ディスプレイというような多様な要素を併せ持って
います。光を受光して被写体の情報を得る機能はまさにセン
サーですし、その像を固定するのはメモリであり、プリントは

ディスプレイといえます。
このように銀塩写真システムは、多彩な機能を包含した

卓越した技術の結晶であるわけです。これらの写真性能を
支える技術と、写真撮影という、ユーザーの貴重な一瞬の
機会を裏切らない安定した品質を支えるプロセス・品質保証
技術の両輪で成り立っています。

これらのコア技術を長年にわたって培ってきたからこそ、現在の
当社の姿へと続く大規模な事業構造の転換も可能になりました。

右の図は、富士フイルムグループのコア技術と現在の4つの
事業セグメントや製品・サービスとの関連を示したものです。
例えば右側にあるスキンケア化粧品は、写真の分野で練磨
されてきたナノ分散や酸化還元、粒子形成といったコア技術
を応用して開発された製品です。これらの技術によって美容
成分を角質層までしっかり浸透させるなど、健やかな肌を
作るスキンケアに生きていることが分かると思います。

イノベーションを成し遂げてきた多彩なコア技術

これからの研究開発における戦略としては大きく二つが
あげられます。まず一つはAIをはじめとするデジタルの活用
があげられます。当社は、日本で初めてコンピューターを開発
したり、世界で初めてフルデジタルカメラを開発したりする
など、早い時期からデジタル化への挑戦を重ねてきました。
そして、長年さまざまな事業分野においてAIの研究開発
に取り組んできた中で、私たちは「人の叡知=HI（Human 
Intelligence）※1」を重視してきました。HIとAIが相互につな
がり、互いに作用しながら叡智を生み出していくようなエコ
システムの創出を目指しています。また、このような関係は
リアルとサイバーの連動でも同様です。最近では「デジタルツ
イン※2」という言葉が注目される中、これまでリアルの領域で
培ってきた富士フイルムグループならではの強みと、サイバー
領域に蓄積される知識などを連動させ、DX社会への動きも
見据えながら、私たちの技術をさらに進化させていきます。

HIとAIを相互に作用させ、新たな叡智を生み出す

もう一つの戦略は、オープンイノベーションです。技術革新の
スピードが速く、さまざまな技術の組み合わせが求められる
これからの研究開発では、一つの企業グループの力だけでは
イノベーションにも限界があります。そのためにもスタート
アップや大学をはじめさまざまなパートナーとの協業を進め、
私たちが培ってきたコア技術とのかけ算によって新たな
価値を生み出していきます。その共創の場として日本、米国、
欧州に設置している「Open Innovation Hub」では、事業部
や研究所とも連携し、それぞれの地域の市場特性に合わせた
コラボレーション活動を展開しています。

※1   現実世界の実験や観察などによって確認した事実や得られた科学的数
値、ノウハウをデジタル情報に翻訳し、その情報をもとに、デジタル空間
に現実世界を再現する技術

※2  現実世界の情報をデジタル化し、その情報をもとにデジタル空間に現実
世界を再現する技術

未来の社会を思い描くイマジネーションを大切に、
社会課題の解決に貢献する研究開発を推進しています。

富士フイルムホールディングス株式会社
取締役執行役員・CTO・CTO室長
兼  富士フイルム株式会社  
取締役副社長・CTO・CTO室長

岩嵜  孝志 

CTO
メッセージ

富士フイルムグループの独自技術

写真フィルムの表面には、さまざまな機能を持った材料が層状に塗布
されています。当社は、マイクロメートル単位の薄く、均一な、光学的にゆが
みのないフィルムベースを作る技術を有しています。また、機能性物質を
ナノレベルで設計し、微細で均一な粒子に揃えて維持し、さらにそれらを
ベース上に何層も同時に、かつ高速・均一に塗布することが可能です。

記録する ―写真フィルム（センサー）

均一な厚みのフィルムベースに、 
機能性物質を何層も同時に塗布する

●模式図

イノベーションの創出

粒子形成技術

ナノ分散技術

機能性ポリマー

機能性分子

製膜技術

精密塗布技術

ハロゲン化銀

増感色素

発色剤
褪色防止剤
UV吸収剤
ゼラチン
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研究開発の体制は、「ディビジョナルラボ」と「コーポレート
ラボ」という二つの軸で構成しています。ディビジョナルラボ
は、各事業部の直下に設けており、ビジネスに直結した研究
開発を展開しています。

また、コーポレートラボは、私が室長を務めるCTO室直轄
の研究開発部門であり、全社的な視点に立った基盤技術の
研究開発を担っています。ディビジョナルラボでの研究開発
が5年程度先を中心に対象に見据えているとすると、コーポ
レートラボは10年先、さらにはその先を見据えたテーマを
設定しているということになるでしょう。二つのラボで取り
組むテーマはこのような時間軸ばかりでなく、事業空間軸も
異なります。ディビジョナルラボのテーマは、富士フイルム
グループが展開する現在の事業と直結しています。一方、
コーポレートラボでは、現在展開している事業のさらに外側
に広がる領域、あるいはこの先の地球環境の変化への
対応といった異なる事業空間軸によって将来のニーズを
捉えています。

わたしたちは右に掲げる5つの研究方針の下に、事業戦略と
R&D戦略を融合することで、「生活の質の向上に貢献できる
骨太の新規事業開拓」と「革新的新製品による既存事業分野の
成長持続」に取り組み続けます。

中長期的な価値創造を考えたとき、研究開発を取り巻く
環境は非常に複雑になってきていると感じています。かつての
製品開発は、基礎研究から実用化まで数年の歳月をかけて
連続的に進めていくことで実現できました。ところが最近では、
取り巻く環境が非連続的にめまぐるしく変化するようになり、
このような腰を据えた研究開発が年々難しくなっています。

それを象徴するのがインターネットの広がりでしょう。
人や情報が距離を超えて瞬時につながり合うことによって、
誰かがふと発信したアイデアが巨大なビジネスに結びつく、
いわゆる「バタフライエフェクト」のようなダイナミズムが
これからますます増加してきます。また、ＣＯ2規制をはじめと

このように、これからの技術者に求められる条件をもっと
フランクな言葉で表現するならば「イマジネーション」である
と私は考えています。

私は、新入社員の研修で、毎年飽きることなく、あの「風が吹
けば桶屋が儲かる」という話をしています。風が吹けば土埃が
舞って、その埃が人の目に入って…。このような物事の連鎖を
想像することは、これからの社会を考えるにあたってますます
重要になると感じています。先ほどのバタフライエフェクトの
ケースです。遠く離れた社会や自然の中で起こった出来事が数
カ月後、数年後に世界にどんな影響を及ぼすのか？―この思考
プロセスでは「儲かる」というビジネスのことばかりに結びつけ

今後の方向性としては、CSR計画「Sustainable Value 
Plan 2030」の重点課題である、「環境」「健康」「生活」「働き方」
という社会課題の解決にどのように貢献していくかという
視座が、研究開発においても非常に重要となります。

私はこの4つに「つながる社会（リモートコネクト社会）」の
視点を重ねて考える必要があると感じています。

このリモートコネクト社会の広がりとともに、人間対人間
ばかりでなく、人間対機械、あるいは機械対機械をリモート
でつなぐ動きが今後さらに加速していきます。現在、世界中で
検討されている自動運転などはその典型的な例でしょう。
そこで鍵を握る技術の一つが、冒頭でお話ししたセンサーで
す。当社のセンシング技術はイメージングの領域から発展
した技術ですが、当社が成長分野と位置づけるヘルスケア
などでもキー技術分野となっています。今後も進化が期待

ディビジョナルラボとコーポレートラボの連携

二つのラボグループで進める研究開発については、分野
ごとに双方の責任者や担当者が集い、議論を交わして連携を
図っています。また、私が議長を務める技術戦略会議では、
コーポレートラボのテーマに関しても、定期的に社長や経営
企画部、人事部、知的財産部などのコーポレート部門とディ
ビジョナルラボの所長レベルも交えて、将来のビジネス方向
性を踏まえた技術的な議論を展開する場も設けています。
このように、全社の関連部門を密接に連携させた体制によっ
て、足元のビジネス視点から中長期的な社会課題の解決ま
でを見据えた議論を活発に展開することで、課題の深掘りや、
価値検討、実効性向上に向けた活動を推進しています。

“非連続”な社会における中長期的な価値創造

して環境問題も社会の価値観の変化と密接に関係しており、
さまざまな規制の変更や強化などが発生し、生活やビジネス
を含めた社会において非連続な変化をもたらします。

このような状況下で、富士フイルムグループの技術者には、
これまで以上に敏感な感度とオープンな視野が求められて
います。それとともに、日々飛び交う多種多様な情報の中から
本質をつかみ取る力も非常に重要であると考えています。

技術者に求められる、伸びやかなイマジネーション

直近のビジネスから中長期の社会課題までを見据えて

るとイメージが矮小化してしまうので、もう少し広く伸びやかに、
社会や人々の動きがどう変わっていくのだろうといった視点で
発想することが大切です。私自身そう考えるようにしています
し、当社の技術者にも機会あるごとにアドバイスしています。

ただし、ここで重要となってくるのは、想像するだけでなく何
らかの行動に移すことです。自分なりに事実情報を収集する、
あるいは小規模なプロジェクトを立ち上げて変化の状況を嗅ぎ
取る、関連するスタートアップに投資を行う、といった具体的な
動きを起こすことで、その領域での「土地勘」のようなものが
少しずつ生まれます。社会の動きと研究開発の方向性をリンク
させるためにも、常にこのような意識と行動が大切になります。

されており、その研究・開発にさらに力を注いでいきます。
以前、私が事業部長を務めていた産業機材部門では、若手

従業員を集めて、夢物語のような製品や技術を語り合うワーク
ショップを開催していました。私自身、子供のころからサイエン
ス・フィクションや空想を広げることが好きでしたが、そういう
ものから非連続なイノベーションのアイデアが生まれること
もあるかもしれません。

富士フイルムグループの事業を拡大させていくためには
ビジネスと技術基盤に直結した研究開発力が重要です。
また同時に、中長期的な成長を考えるならば、課題を創造する
ために先ほど話した「イマジネーション」のような想像力・
物語力も大切になります。この二つの力を両輪にしながら、
富士フイルムグループの技術と英知を結集した研究開発を
推進していきます。

研究開発の基本方針

開発
スピードアップ

4

複数の
異種技術融合による
新たな価値創造

2

個々の研究者と
組織の

研究地力強化

5

グループシナジー
の強化

3

基盤技術の
深耕／拡大

1

研究開発の
基本方針

業務システムと連動し最適なソリューションを実現

専門知識・熟練知

センサー
データ群

質の高いデータを獲得

医療機器 オフィス機器 新センサー 市販センサー 見える化 診断／予測 自律化／実体化

結果を
Sensing

学習済みAI

専門知識・熟練知／センサーデータから業種ごとの学習済みAIを構築

業務システム

リアルを有する強みをITで進化させる

Cyber

Real

Sensing Deliver

Processing

リアルとサイバーの連動が加速

▲サイバー空間とリアル空間をITで融合させ、社会課題の解決につながる新たな価値の創造を目指します
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富士フイルムグループの多様な事業を支える企業価値の
源泉の一つが「技術力」です。当社グループでは、競争力の
核となる基盤技術・コア技術を組み合わせ、先進・独自の技術
を進化させながら、世の中に新たな価値を提供し続けてきま
した。これからも不断の技術力の向上を図るとともに、M&A
を通じた技術獲得や、自社技術と外部技術を掛け合わせる
オープンイノベーションを積極的に推進していきます。そう
した取り組みの一例が、「Open Innovation Hub」です。

「Open Innovation Hub」は、当社が写真感光材料を原
点として培ってきた最先端のコア技術や進行中の開発テー
マと、社会やビジネスパートナーが抱える課題・アイデアが
交わり、コラボレーションしながら、新たな価値を創り出して
いく”共創”の場です。日本・米国・欧州の3拠点に設置し、グ
ローバルで共通のコンセプトを共有しながらも、それぞれの
市場環境や地域特性に合わせた展示を行っています。2014
年のオープン以来、3地域合わせて約4,300社23,000名

（2022年3月末時点）の方々に来場いただき、さまざまな形
での協業が進んでいます。

東京本社の「Open Innovation Hub」は、富士フイルム
グループが培ってきたコア技術を応用展開した製品に直接
触れながら、お客さまやパートナー企業など来場者と議論を
深め、新たな製品・サービスの創出につなげる“共創”の場
です。コロナ禍での臨時休館時に、オンラインを活用した

「ライブ配信ツアー」を展開したことで、学生のインターン
シップから企業まで幅広く利用の輪が拡大しました。また、
遠方や海外のビジネスパートナーとのコラボレーションも
増え、再開後もリアルとオンラインの両方の“場”を提供しな
がら、活動の幅をさらに広げています。2021年4月には、

「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」で掲げる
重点分野の「環境」・「健康」・「生活」・「働き方」における社会
課題解決を加速させるため、展示スペースを大幅にリニュー

アルしました。来場者に当社グループとのビジネスを本格的
に進めてみたいと感じていただくとともに、積極的な対話を
促進する場への変革を進めています。また、技術開発の加速
や他社との協業による価値創造を目指した新たな取り組みと
して、新規事業創出を推進する企業が集結するコミュニ
ティーに参画し、他社の新規事業担当者とのネットワークを
拡大しています。そして、富士フイルムグループ各社や各部門
で生み出された新規事業アイデアに対し、最適と思われる
他社を引き合わせ、 “イノベーション”を起こすことで、事業
創出に向けて貢献しています。

欧州の「Open Innovation Hub」を、2022年7月にオ
ランダからドイツ デュッセルドルフの欧州本社に移設し、
事業部と連携しながら、デジタルを活用し、インタラクティブ
な共創の場として社会課題を見据えたオープンイノベー
ションを強化しています。

米国では、コロナ禍を経て働き方や人の動きが変化した
ことに対応して、「Open Innovation Hub」をバーチャル空間
に移設し、地理的な制約を受けずに社外の方々とのコミュニ
ケーションを活性化することが可能になりました。また、当社の
目的に適した外部コミュニティーに複数参画することで、より
明確なテーマの下で深いディスカッションへと発展してい
ます。日米企業や米国スタートアップ企業との共創機会も活用
しながら、さまざまな形での協業を通じて、サステナブル社会
の実現に寄与するイノ
ベーションの創出を推
進していきます。

技術力を軸にオープンイノベーションで
社会課題の解決を図る

新たな価値を共創する「Open	Innovation	Hub」

グローバル3拠点で広がるオープンイノベーション

空調機の新たな静音化技術を
ダイキンと実用化

解決すべき社会課題 解決に向けたイノベーション

2019年から空調機の静音化をテーマにオープンイノ
ベーションに取り組んできた当社とダイキン工業株式会社
は、2022年1月、空調機の送風音を低減する新たな静音化
技術の実用化を発表しました。当社が「風は通し、音は通
さない」をコンセプトに開発した通風防音材による静音化技術を、ダイキン工業の加湿・換気機能付きエアコンに実装する
ことで、運転時の送風音を20%以上低減しました。ダイキン工業は、実用化した通風防音材を「加湿・換気静音キット」とし、
発売中のルームエアコン「うるさらX」「うるさらmini」のオプション品として商品化しました。当社とダイキン工業で取り
組む静音化技術は、空調機器全般への応用範囲が広く、部品の小型化への新たな可能性を秘めています。引き続き両社は、
空調機のさらなる性能向上に向けた技術開発を進めていきます。

○  空調機需要が世界的に拡大
する中、エアコンの環境性能・
省エネ性能の向上が必須

○  省資源化に向けた部品の小型
化と性能向上の両立を図る
と、圧縮機や送風機の回転数を
上げる必要があるため、運転
音の増大につながる

ドイツ 欧州本社に移設した「Open Innovation Hub」

バーチャル空間に移設した米国の
「Open Innovation Hub」

●  富士フイルムグループが光学分野で培った、メタマテリアル※を用いて光の
波動を制御する技術を音響分野に応用

●  独自の構造でメタマテリアル技術を活用し、音の波動を制御し「風は通し、
音は通さない」通風防音材を開発

●  換気に必要な通風量を確保することと、それに伴って発生する送風音の低減を両立
●  ダイキンの高性能な換気ファンを生かしつつ、当社の通風防音材を適用

することで新たな静音化技術を実用化

「うるさらX」への取り付けイメージ

画像診断支援AI技術の開発支援ツールを
国立がん研究センターと共同開発

解決すべき社会課題 解決に向けたイノベーション

CASE  

02

CASE  

01

研究機関や医療機関による画像診断支援AI技術の研究開発を
支援するため、富士フイルムと国立研究開発法人国立がん研究セン
ターは、2021年4月、「AI開発支援プラットフォーム」を共同開発しま
した。プログラミングなどの高度な工学的知識がなくても、医師や
研究者が画像診断支援のAI技術（ソフトウェア）を開発することがで
きる研究基盤システムを確立したことで、AI技術を活用した画像診断
技術の研究開発の加速が期待されます。今後、国立がん研究センター
内の複数の研究テーマで「AI開発支援プラットフォーム」の研究活用と
有用性の検証を進め、富士フイルムが製品化を目指します。

○  医用画像の診断支援技術は臨床現場のさまざまなニーズに応え
るため、社会全体での研究開発が幅広く進められている一方、高
精度なAI技術開発のためには、良質な学習データを医師が加工

（アノテーション）する必要があり、膨大な時間がかかる
○  一般に普及しているアノテーション・ツールは医用画像に最適化されておら

ず、学習データの作成・管理から学習モデルの設計、学習の実行・評価まで、
一連の開発工程にかかる高度な工学的知識の習得が障壁になっている

●  画像診断支援AI技術の開発工程を
効率的に支援するプラットフォームの
構築で、高度な工学的知識がなくても
AI技術の開発が可能になるとともに、
学習データ作成のための加工およ
び管理に医師が費やしていた膨大な
時間の削減につなげられる

O p e n  I n n o v a t i o n  H u b

心躍る未来を、共に創る。
オープンイノベーション
が生み出す価値

オープンイノベーション事例を紹介します。

※ 波長よりも小さな構造体で自然界の物質では成しえない波動特性を得る人工物質

アノテーション・ツール（左）と学習済のAIエンジン
を適用した結果の表示画面のイメージ

東京本社の「Open Innovation Hub」

加湿・換気静音キット
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知的財産
戦略

知財ミックスも、取り組みを強化している戦略の一つです。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権を
取得することや、ノウハウとして秘匿するなど、それぞれの
知的財産の特性を組み合わせた効果を出すことで、富士フイ
ルムグループならではの、革新的な製品の価値を多面的に
守っています。

成長分野への事業展開や新製品の開発においても、事業
部門や研究開発部門と連携し、強い知的財産を創出してい
ます。例えば、第二の創業期における、ライフサイエンス事業
への進出の先駆けとなった機能性化粧品「アスタリフト」は、
写真フィルムで培ったナノテクノロジーなど、写真フィルム
技術から派生した特許や実用新案を化粧品の開発に応用し、

社会の価値観が大きく変化する今、グローバル市場では
ルール形成や標準化をリードすることが、企業の競争力を
高めていく上で非常に重要な戦略になっています。私たちは
知的財産活動の一環としてのこのような取り組みの重要性
を早くから認識し、ISOやIEC※2といった国際標準化の技術
委員会に当社の従業員をそれぞれの分野のエキスパートと
して派遣するなどの活動を進めています。

当社が中心となってルール形成した最近の事例としては、
除菌製品に関わるJIS制定と認証制度の立ち上げへの貢献
があります。2022年4月、当社が長年取り扱う銀と独自の
コート技術を活用した「Hydro Ag+アルコールスプレー」が、
SIAA※3で新たに運用を開始した「業務用除菌膜施工」認証
を取得しました。これは、この製品の差別化ポイントである、
アルコール除菌により細菌数が減少した状態を長く持続でき
る点を客観的に評価可能なJIS規格の開発に、当社従業員が
携わったものです。SIAAや加工製品メーカー、消費者団体
などとの協議を重ねた結果、新たなJIS発行、およびその認証
制度を社会実装するという成果につなげることができました。
このように、ビジネスにおける競争力の強化につながるルール
形成を起点とした戦略を今後も追求していきます。

富士フイルムグループにおける知的財産活動の姿勢をひと
言で表現するならば、「全ては事業ありき」といえるでしょう。
知的財産権を他社へのライセンス供与や売却などによって
収益化する活動も展開していますが、知的財産は富士フイル
ムグループの事業を守り、持続的に発展させていくための
かけがえのない経営資産であり、事業収益の最大化のために
活用することが知的財産部の第一の使命と考えています。

その姿勢を明確に打ち出すために、知的財産部では、自らの
存在意義として「知的財産を活用して富士フイルムグループ
事業の“カチ”ストーリーを実現する」という言葉を掲げて
います。この“カチ”には二つの意味があります。一つは企業
としての“価値”。もう一つは守りばかりでなく、攻めの姿勢で
収益やシェア拡大などへの事業貢献につなげることを意味
する“勝ち”です。競合他社に対して知的財産による優位性を
確立・維持するだけでなく、その事業分野におけるゲーム・
チェンジャーになり得るような、先を見越した知的財産活動
をいち早くしかけることを目指しています。具体的には、
特許権を中心として強い権利を確保するため、開発部門に
おける発明生産の促進から、出願・権利化、事業戦略の実行に

※1 株式会社パテント・リザルトによる調査。特許審査過程において他社特許への
拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計。直近の技術開発に
おいて競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有
している先進的な企業をランキングしている

成長分野への展開を加速させる知的財産戦略

グローバル市場での優位性を高める標準化活動

富士フイルムグループの知的財産活動

実現した製品です。その大胆な技術の転用は、写真フィルムで
培ったコア技術を、化粧品という新たな事業領域に応用して
いくために、いち早く多様な権利化を展開した知的財産活動
によって支えられていました。

また、自社特許の権利化過程における引例情報や他社動向
などから、業界における自社技術の価値や他社からの評価
を分析し、そこで得た情報を新製品開発のヒントとして事業
部門や研究開発部門に提供しています。さらに、事業活動の
多様化に伴い、業務提携や技術移転、M&Aなどを含めたあ
らゆる場面において、知的財産の観点から、価値創造を支援
するとともに、ビジネスリスクの低減にも取り組んでいます。

向けた知的財産の活用シナリオの策定・実行まで行ってい
ます。加えて、標準化や、特許情報をベースに技術や競合他社
の動向を分析する調査活動など、その活動は多岐にわたって
います。このように、事業のさまざまな場面で具体的な成果を
出し続けることで、「最強の知的財産部」を目指しています。

当社の知的財産部は、経営戦略と密接な連携を図るため、
社長直下の組織となっており、大きく知的財産技術、法務・
渉外、標準化の3つのチームに分かれています。各メンバーに
対しては、業務を細分化して担当を固定化するのではなく、
なるべく多様な経験を積み、一人ひとりの守備範囲を広くして
いくことを重視しています。知的財産業務には高い専門性が
必須ですが、その専門性を深めるためには多様な経験に基
づく多角的な視点が欠かせません。今後世の中のデジタル化
がさらに加速し、従来の前提条件が大きく変化していく中、
根本的な「考える力」を鍛えることが人材育成ではますます
重要になっていきます。中長期的な視点に立ってメンバー
一人ひとりの「質」を高めていくことが、「最強の知的財産部」の
実現につながると考えています。

ことによって、競合他社が容易に参入できない製品市場を
作るだけではなく、将来起こりうる知財係争の抑制にもつな
がり、攻める知的財産活動が可能になるのです。

このような当社の取り組みは業界でも高く評価されてい
ます。「化学業界 他社牽制力ランキング」※1では2012年以降

富士フイルムグループならではの“カチ”ストーリーを
描いていく前提として、自社の製品や技術に直接関わる権利

先手を打つ戦略を推進

長年にわたってトップを維持しており、2021年も2位以下を
大きく引き離して1位を獲得しています。

の獲得はもちろんのこと、他社の追随を先読みして、多面的
かつ広く、速く権利化することを意識しています。先手を打つ

※2 International Electrotechnical Commission: 国際電気標準会議
※3 一般社団法人抗菌製品技術協議会

▲ 新たな認証制度の確立や認証の
取得に連携して取り組んだ富士
フイルムホールディングス 知的
財産部と富士フイルム メディカル
システム事業部のメンバー

富士フイルムホールディングス株式会社
知的財産部長
兼		富士フイルム株式会社
知的財産本部長		兼		知財法務部長

佐久間  直子

事業を“勝ち”に導き、
グループの“価値”を高めていく～
経営戦略を支える
富士フイルムグループの
知的財産活動
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「CALNEO AQRO」における知財ミックス戦略コラム

当社はAIやIoTを活用した企業変革を目的として、2014年
から積極的にデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現
に取り組んできました。2021年には、富士フイルムグループ
全体のDX推進に関わる最高意思決定機関として、CEOを
議長、CDOを副議長とする「DX戦略会議」を設置したほか、

「All-Fujifilm DX推進プログラム」の下、グループ横断でDXを

富士フイルムグループの「DXビジョン」
わたしたちは、デジタルを活用することで、
一人一人が飛躍的に生産性を高め、

そこから生み出される優れた製品・サービスを通じて、
イノベーティブなお客さま体験の創出と
社会課題の解決に貢献し続けます。

富士フイルムグループの「DXビジョン」

推進する体制を確立しました。さらに、2021年7月にはグルー
プが目指す姿を明文化した「DXビジョン」を策定しました。

DXビジョンに掲げているように、従業員の生産性が飛躍的
に高まれば、お客さまに新たな価値を提供し社会課題の解決に
貢献する製品・サービスを創出する時間が増えます。そうした
好循環を加速させるために、デジタルの技術を使って仕事の
やり方を大きく変えていく、というのが基本的な考え方です。

このビジョンを具現化するため、「製品・サービスDX※¹」、
「業務DX※²」、「人材DX※³」の3本柱と、土台となるインフラで
DXを推進しています。また個別最適に陥らないよう、グループ
全体で共通のITインフラの整備も進めています。

富士フイルムの「FUJIFILM DR CALNEO AQRO
（カルネオ アクロ）」が、2021年度における全国発明
表彰の「経済産業大臣賞」「発明実施功績賞」を受賞し
ました。この製品は、入院病棟や救命救急室、手術室
など狭い場所でも使用できる、小型軽量で機動性に優れ
た移動型デジタルX線撮影装置です。当社独自の高感
度技術を活用して、少ないX線量でも高画質な撮影を
可能にしたことで、小型で軽量なボディを実現しました。
さらに、4輪キャスターカートやアーム付きモニターなど
特徴的なデザインを取り入れ、手動操作での素早い
移動や迅速な画像確認を実現しています。

全国発明表彰では、高い機動性を実現させたデザ
インが高く評価されました。このように、「CALNEO 
AQRO」は、技術的な性能ばかりでなく、限られた
スペースでの使用を可能にしたユニークかつ洗練さ
れた意匠に特長があります。当社は、この「CALNEO 
AQRO」について、技術の特許権に加えて意匠権、商標
権など50以上に及ぶ権利化を行い、知財ミックス戦略
によってブランドを保護しています。

▲ 令和3年度全国発明表彰式で「経済産業大臣賞」と「発明実施
功績賞」を受賞

※1 ロボティクス・AI技術を製品・サービスに応用してお客さまのDX加速を支援する
※2 経営データをグローバルで一元管理できるシステムを刷新し、業務効率を高める
※3 DX人材の育成や人材配置の最適化などの環境づくりを推進する

●	デジタルを活用してお
客さまに最適な価値を
届けるために、「経営」と
「戦略」の視点から何を
達成するべきかを示し
た「DX活動の価値創出
フレームワーク」

イノベーション創出を加速するDX

富士フイルムホールディングス株式会社
執行役員・CDO
（チーフ・デジタル・オフィサー）
ICT戦略部長

杉本  征剛

※  Material Informatics、Process Informaticsをはじめ、さまざま
なInformaticsをDXのあらゆる側面で活用すること

経営の視点

持続的イノベーション

非効率を取り除く
環境整備

社員の
エンパワーメント

製品・サービスDX

業務DX

人材DX

戦略の視点

お客さまの利用価値を
継続的に最適化する
「モノ+コト売り」

デジタルツインによる
飛躍的な生産性向上

DX人材像の
明確化・教育

X-informatics※の活用

お客さま、パートナー

社会課題の解決

自社や他社の知的財産の動向をベースとする、いわゆる
IPランドスケープも、さらに進化させていきたい取り組みの
一つです。特許マップといった“過去”のデータをまとめただけ
のものではなく、学会や論文発表などの最先端の技術動向や
市場・事業予測も含めた多様な情報を組み合わせて、統合
的に分析し、当社が目指す事業領域の“未来”をも見渡せる
ようなインテリジェンスを提供できる仕組みを構築していき
たいと考えています。

グループ全体における知的財産活動のガバナンス強化も
これからの重要な課題です。富士フイルムグループは、最大の
事業セグメントに成長したヘルスケアセグメントをはじめ、
国内外で積極的なM&Aを進める中で、知的財産活動の範囲
も拡大するとともに、多様化しています。国・地域によって知的
財産権に関する法令は異なり、技術分野によって最適な知的
財産活動も異なってくるため、より広範かつ専門的な知見が

社会に価値ある知的財産活動とは何か？

必要となります。基本的には各社の活動を尊重しつつ、富士
フイルムグループとして、あるべき知的財産活動をグロー
バルに展開できる体制を構築中です。

カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなど
社会課題への関心の高まりとともに、企業に対する社会の
価値基準が変化しつつあります。それは、企業にとって大切
な資産である知的財産に対しても同様です。これまで知的
財産は、自社の事業を守るためのものという考え方が主流
でした。しかし、社会課題の解決に貢献できる技術に関する
知的財産については、社会全体の利益のために使っていく
など、新たな共創の形を考えていくことも重要だと考えて
います。富士フイルムグループの事業を勝ちに導き、そして
グループの社会的な価値を持続的に高めていくために、
これからも経営戦略と一体となった知的財産活動に取り
組んでいきます。

▲CALNEO AQRO

DX戦略
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富士フイルムグループは、長期CSR計画「Sustainable 
Value Plan 2030」の実現に向け、「事業を通じた社会課題
の解決」と「事業プロセスにおける環境・社会への配慮」の
両面から事業活動を展開しています。社会課題の解決に
貢献する製品やサービスの生産量を増やして売上を伸ばし、
会社を成長させることと、事業活動におけるCO2排出量な
どの環境負荷の削減を図ることを両立させるのは極めて
難しい課題と認識していますが、それを実現する上で不可欠
なのが、デジタルの有効活用、すなわちDXです。

そこで、グループ全体が一体となってDXを推進するための
共通指針として、DXロードマップを策定しました。2030年度
までにより多くの製品・サービスが持続可能な社会を支える
基盤として定着させることを目標とし、その実現に向けた道筋
を示したもので、3つのステージに分けています。

富士フイルムグループには、医療AIの開発プラットフォームな
ど、医療AIの社会実装を加速させ、誰もが高品質な医療を受け
られる医療格差のない社会づくりに貢献できる領域があります。

例えば、クラウド型AI技術開発支援サービス「SYNAPSE 
Creative Space」は、国立がん研究センターと共同で開発
したAI技術開発の研究基盤システムを用いたもので、プロ
グラミングなどの専門知識がなくても医師や研究者が自身
で画像診断支援AI技術を開発することが可能なクラウド
サービスです。2022年度中にサービス開始を予定しており、
先行して医療・研究機関での試行を進めています。

市場や社会の中でデジタルプラットフォームを介して他社
とつながり、1社のみでは実現が難しい、より幅広く、より大
きな社会課題の解決に貢献できるようなイノベーションの
創出を目指していきます。

「ステージI」は、当社が得意としてきた消耗品販売や保守
サービスなどのリカーリング（従量課金）ビジネスモデルを、
デジタル技術の活用によって強化し、製品・サービスの「機能
価値」をお客さまに継続して提供する段階です。製品・サービス
そのものの機能や性能を高め、製品・サービスの利用形態の
選択肢も増やしながら、デジタル技術の活用でお客さまと
の関係性をより強化し、収益の維持・拡大につなげます。
「ステージII」は、デジタル技術の活用を通じて、機能価値に

とどまらない「利用価値」を提供し、継続的に最適化することを
目指す段階です。例えば、複合機の故障を予知し遠隔で故障
発生を未然に防ぐとか、X線画像診断装置で撮影した画像を
医療従事者が判断しやすいよう自動的に加工するといった、
お客さまが製品・サービスを利用される際の「体験から得られる
価値」を提供するものです。当社製品・サービスにメリットを感じ
てくださるお客さまを増やすことで、収益の拡大につなげます。
「ステージIII」では、お客さまやパートナー企業と一体になっ

て、製品・サービスやビジネスそのものを、持続可能な社会を
支える基盤として定着させるステージです。すでにこの入り口
にある事例の一つが、インドの健診センター「NURA」を起点
とした新興国向けの健診サービス事業です（P35-37参照）。
新興国でのがん・生活習慣病の早期発見をはじめ、グループの
総力を挙げて、世界の医療課題の解決に向けた取り組みを
加速していきます。そして、お客さまやパートナー企業などの
ステークホルダーにとって継続的にメリットのある環境（エコ
システム）を生み出すことを目指します。

DXロードマップを策定

さらなるイノベーションの創出に向けて

また、グループにおいても、データやデジタル技術を活用
して新しい製品・サービスを提案するビジネスプランナーや
データサイエンティストといったDX人材育成を強化する
ことで、変革のスピードアップにもつなげていきます。

2022年6月には、こうしたグループ横断的なDXへの取り
組みが評価され、経済産業省と東京証券取引所が選定する

「DX銘柄2022」に選定されました。
今後もビジネス環境の急激な変化に迅速かつ柔軟に対応

し、グループ全体で持続的なイノベーションの実現に取り
組んでいきます。

●富士フイルムグループの「DXロードマップ」
影響範囲と
インパクト

ステージ

社会全体・
経済システム

顧客・業界

自社内

ステージⅠ

モノ（製品＋消耗品）の継続販売
（リカーリング・サブスクリプション）

モノの利用を通じて顧客が得る価値を継続更新
＝“DX”を通じた価値の継続的な最適化

（as a Service）

モノの利用を通じて顧客が得る価値を継続更新
＝“DX”を通じた価値の継続的な最適化

（as a Service）

ステージⅡ ステージⅢ
（2030年度）

持続可能な社会を
支える基盤として定着

モノ＝機能価値の
継続提供

アウトカム＝利用価値
の継続的な最適化

富士フイルムホールディングス株式会社
執行役員		人事部長
兼		富士フイルム株式会社
取締役		執行役員		人事部長

座間  康

従業員一人ひとりが変化を
成長のチャンスと捉えて、
挑戦し、変化を作り出し続ける
風土を育んでいきます。

変化を作り出し続ける企業の実現には、個の成長と組織の
成長のスパイラルアップが重要です。そのため、富士フイルム
グループの人材育成は、仕事の基盤と自己成長の基盤を身に
つけることを柱として、「変化を成長のチャンスと捉えて、挑戦
し、日々変化を作り出す従業員」を育成するとともに、従業員
エンゲージメントの高い組織づくりを目指しています。

その土台となっているのが、富士フイルムグループのビ
ジョンとして掲げている「オープン、フェア、クリア」な企業
風土です。

2030年を目標とした「Sustainable Value Plan 2030 
(SVP2030)」に対する姿勢も基本的には変わりません。
SVP2030では人材に関わる重点課題として、「多様な従業員
が活躍できるための仕組み・職場づくり」を掲げています。

当社は、2021年度に中期経営計画「VISION2023」の策定
とともに事業セグメントを再編し、事業ごとの成長フェーズに

富士フイルムグループが目指す人材育成

人としての資質を磨き、リーダー人材を育成する

当社は性別や国籍といった属性のみならず、多様な経験や
スキルを持つ従業員の多様性を重視しており、“強い個”が
富士フイルムグループのイノベーションの源泉になってい
ます。その中で、「優秀な外国籍従業員の登用」と「女性の活躍
促進」については今後さらに強化していく必要性を認識して
います。2021年度実績において、基幹ポストにおける外国籍
従業員比率は28%です。また、グループ全体で役職者に占め
る女性比率は16.1%で、いずれも昨年度より向上しています
が、多様性を推進する上で、国籍や性別を問わない登用の機会
を設けることを推進することで、2030年度目標である基幹
ポストにおける外国人比率35%、役職者に占める女性比率
25%の達成を目指していきます。

応じた適切な戦略を実行しています。現在の14事業に及ぶ
多様な事業の成長を加速させていくためには、強いリーダー

オープン・フェア・クリアな風土・幅広い事業領域/技術
ビジネスの基礎（コミュニケーション力、論理力など）/ITリテラシー・スキル

変化を作り出す企業になる

従業員エンゲージメントの向上

組織の成長 個の成長

多様な従業員一人ひとりが個性や能力を最大限発揮しながら100人100通りの＋STORY※1を紡ぐ

仕事の基盤を身に付ける 自己成長の基盤を身に付ける（+STORY）
課題形成力（STPD）※2・専門力・技能

自分が主体者として、
役割を超えて本質的な課題を考え、

周囲を巻き込み実行する

①変化は成長のチャンスと捉えて挑戦し
自律的に成長する

②上長は対話を通じて部下の価値観・考えを
理解しながら指導し、挑戦意欲を醸成する

Value from Innovationの実現
※1  自己成長の基盤を身に付けるための支援プログラム
※2  富士フイルムグループ独自のマネジメントサイクル

「S（See：情報収集）-T（Think：分析）-P（Plan：計画）-
D（Do：実行）」

●	富士フイルムグループの
人材育成の目指す姿

人材戦略
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企業理念やビジョンを実践するためには、従業員の誰もが
生き生きと働ける基盤として、「従業員の健康」も人材戦略に
おける非常に重要なテーマとなります。富士フイルムグループ
では、2019年に健康経営宣言を制定し、人事部長である私
自身がグループ全社の「健康経営責任者」となり、健康経営を
推進しています。ヘルスケアカンパニーという特徴も生かした
取り組みは、多岐にわたっています。例えば、グループ全社の
従業員を対象とした健康づくりのために、生活習慣病やがん、
メンタルヘルスなどの重点課題を設け、KPIを設定して健康

人材の採用に関しても、これまでお話ししたような価値観を
共有できる人物像が基本となります。大切なことは、100人が
いれば100通りのストーリーがあるということ。富士フイルム
グループでは人材採用についても多様性を尊重しています。
また、富士フイルムグループが変化し続けていくためには、
新しい風を吹き込んでいくことも重要であり、M&Aによって
富士フイルムグループに新たに加わった会社／従業員との
シナジーを創出していくほか、経験者採用もこれまで以上に
積極的に進めていきます。

富士フイルムグループは、これまで日本の企業では類を
見ないような大胆な事業構造の転換に挑み、新たな成長を
成し遂げてきました。私自身、2000年当時のことを振り返る

富士フイルムグループならではの健康経営を推進

変化に挑み続けるDNAを育み伝えていくために

推進に具体的に取り組んでいます。2022年4月には、従業員
向けの医療施設として、「富士フイルムメディテラスよこはま」
を富士フイルム健康保険組合が新たに開設しました。設立に
あたって当社と富士フイルム健康保険組合が協働し、超音波
や内視鏡など当社の最新の医療機器を導入し、最先端の健康
診断を従業員に提供しています。「健康経営銘柄」や「健康経営
優良法人」に選定されるなど、積極的な取り組みは社外からも
高く評価いただいています。

ことがありますが、もしも会社があのまま立ち止まっていたら、
現在の私たちの姿はあり得なかったと思います。それは変革
の担い手となった従業員が変化を恐れずに挑み続けてきた
からだと思います。

変化していく上で絶えず大事にしていくのは、オープン、
フェア、クリアな企業風土であり、従業員が富士フイルム
グループで働き、成長しながら培ってきた価値観です。富士
フイルムグループを大きな木にたとえるならば根となる
部分でしょう。これからも変化を作り出し続けるために、その
基盤となる人材育成の仕組みを今後も充実させ、富士フイ
ルムグループの価値をさらに高めていきます。

グループの原動力となっていくのだと私は考えています。
従業員の+STORYをサポートするための施策や環境づくり

にも注力しています。例えば、富士フイルムグループ従業員
の+STORYを紹介するオンラインセミナー「+STORY LIVE」
では、さまざまな専門性や個性、経歴を持つ従業員が自身の
仕事や人生で得た気づきや目指す姿などを共有する企画と
して、2021年3月から月1回実施しており、毎回数百名が
参加しています。今年6月に開催した回では、社長の後藤も
参加し、自らの経験を交えながら激励の言葉を贈りました。
参加者の挑戦意欲の喚起にもつながったと感じています。

また、「+STORY LIVE」にも登壇した富士フイルムベトナム
の社長が現地従業員向けに+STORYの対話会を実施したと
ころ、高い評価を得ました。今後はそれぞれの国・地域に合わ
せてローカライズさせながら、海外のグループ会社へと広げ
ていきます。従業員の経験や考え方を共有し、刺激し合う場を
通じて、富士フイルムグループの企業文化の定着や継承に
つながっていることを実感しています。

従業員の働きがいの実感を把握し、エンゲージメントを継続

的に向上させていくことも重視しています。これまでも富士
フイルムグループの全従業員を対象とした調査を実施して
いましたが、人事部やコーポレートコミュニケーション部など
のコーポレート部門による、働きがいやブランディングなど、
それぞれの指標に基づく個別の調査でした。今後、それらの
調査を横断的に統合させ、調査結果から得られた課題を経営
戦略や事業戦略に反映していけるよう、調査設計を見直して
います。2022年度中に、新たなエンゲージメント調査を実施
する予定です。

シップを発揮できる人材の育成が欠かせません。
そのため、リーダー人材の育成に向けた研修制度の充実を

図っています。例えば、次世代の経営リーダーを対象とした
研修では、歴史、宗教、哲学、地政学などのリベラルアーツを
習得できるプログラムを展開しています。リーダーとして、
これまで経験したことがないような多種多様な局面で自ら
判断を下していくためには、教養を深め、大局観や歴史観に
基づいた自分自身としての拠りどころを持つことが重要です。
だからこそ、リベラルアーツを徹底して学ぶことが重要と
考えています。

そして、従業員の成長に欠かせないのは実践の場です。
富士フイルムグループでは事業や職種をまたぐジョブロー
テーションを実施しています。多様な仕事を経験することで、
自ら変わり続けることの重要性を実感し、人間的に成長して

いくことを目指しています。その上で、どの事業や職種におい
ても共通な仕事の進め方として習得していくのが富士フイ
ルムグループ独自のマネジメントサイクル「STPD（See -
Think - Plan - Do）」です。STPDサイクルは起きている問題
を解決するだけではなく「事実をしっかり見て、本質を見極
めるまで考え、課題を明確にした上で、具体的な実施計画を
やり抜く」という、本質的な課題を形成して業務を実践して
いく力を重視していることが特徴です。また、このSTPDサイ
クルを実践していく上で重要なのは、役割や年齢を超えて、
自らが推進していくというオーナーシップです。自分自身が
掲げた課題は自らが主体者となって、周囲を巻きこみながら
挑戦していきます。このように、仕事の基盤であるSTPDサイ
クルを体得し、実践していくことが富士フイルムグループの
創出するイノベーションの源泉となっています。

成長の鍵を握るDX人材とグローバル人材の育成

DX人材の育成については、従業員一人ひとりがDXの
推進を自分ごとと考えて主体的に取り組んでいくことを
基本としています。また、専門的知識と高いITスキルを持っ
た人材の採用も強化しています。

現在、当社では、国内グループ全従業員を対象に受講
必須のオンライン研修「DXリテラシー講座」を展開し、一人
ひとりが自らの仕事にDXを取り込んでいくことを目指して
います。また、国家資格「ITパスポート」などの資格取得を
推奨・支援する中、約13,000名ものグループ従業員が資格
取得に向け応募し、学ぶ意欲の高さを感じました。

さらに、DXに精通したビジネスプランナーやデータサイ
エンティストなど、各事業部でDXの実践を担う専門人材の
育成を加速するための集中的な教育を行う「ブートキャンプ」
型研修も各種実施しています。今後も従業員一人ひとりが
本質的な課題を捉えながら、DXの主役として仕事の進め方や
ビジネスを変革していけるよう、体制を強化していきます。

グローバル人材の育成もさらに強化すべき課題の一つです。
国内の従業員に対しては、若手のうちからグローバルな経験
を積めるように海外トレーニー※3や短期テーマ派遣※4といった
研修制度を充実させています。30代後半には海外グループ
会社の経営を担えるようなグローバル人材を育成していき
たいと考えており、実際にその世代で現地法人のトップとして
経営を担っている従業員が複数います。

また、富士フイルムグループがグローバルな事業展開を
加速していくためには、グループ会社の中核や経営を担う
ローカルの従業員の育成も欠かせません。各国・地域の環境に
合わせながら、国内と同様に、リーダー人材の育成研修などの
体制を強化していきます。

※3  海外の語学学校など専門教育機関への通学、研修プログラムへの参加を通じて、
富士フイルムの各分野におけるグローバルビジネスリーダーおよび高度専門家を
育成する制度

※4  約1カ月～半年間、海外現地法人でローカルスタッフと共に働いて実情を把握し、
今後の業務に生かすことを目的とした制度

富士フイルムグループらしい人材育成制度に「+STORY
（プラストーリー）」があります。これは、自己成長の基盤を身に
つけるための支援プログラムです。従業員一人ひとりが一年
に一度、自らの経験を振り返り、上長との対話を通じて新たな
気づきや学びを得て、さらなる挑戦への意欲を醸成します。
また、上長は、部下との対話を通して部下の価値観や考えを
理解しながら、個々の+STORYをどうサポートするか真剣に
考える機会となります。

この制度はいわゆる“キャリア面談”と思われがちですが、

一人ひとりの「ストーリー」を大切にする

私たちは「キャリア」ではなく、あえて「ストーリー」という言葉
を使っています。一生懸命に仕事に取り組めば、やりがいや
喜び、悔しさなどさまざまな思いを経験します。多様な人との
出会いもあるでしょう。その中で無駄な経験は一つもなく、
全ての経験が従業員の成長の糧になっています。それらの
経験をつないでいくと、まさに従業員一人ひとりの独自のス
トーリーがあるのです。そして、次なる挑戦に向けて必要な
スキルや姿勢を身に付け、プラスしていくことで成長していき
ます。そして、従業員が紡ぐ多様な+STORYが富士フイルム

▲ベトナムで行われた＋STORY対話会
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