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Step to
The
World

Message

まだ見たことのない世界を、
切り拓こう。

お客様はさまざまな課題をかかえています。
その課題をともに解決するために、絶えず挑戦し続けること。
それが私たちの役割です。

挑戦　　　　。
まだ見ぬ世界を知るため自ら舵を取り、方向を決める。
常に好天に恵まれるわけではない。
ときには荒波に立ち向かわなくてはならないこともある。
けれど、同じ想いを抱いた仲間となら、
どんなことでも乗り越えられると私たちは信じています。

一緒に、新しい世界を切り拓く旅に出航しませんか。
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富士通グループは常に変革に挑戦し続け、快適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献し、 
豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供することを企業理念としています。

企業活動は、ICTの進化と普及によって新たな展開を迎えています。

モバイル、ソーシャル、クラウドなど、新たなネットワークが人と人とのつながり方を変え、 
人とあらゆるものとがネットワークでつながる時代を迎えています。

これらは人々の社会生活やビジネスそのものに大きな影響を与え、つながりの拡大がビッグデータを生み出し、
進化するコンピュータ技術と能力は、さらに多くのイノベーションを可能にしていきます。

ICTの重要性や影響力が高まるなかで、富士通グループの事業をICTで支える富士通CITは、 
ICTが可能にする豊かな社会を富士通とともに実現していきます。

FUJITSU CIT

CRM

インフラ・ネットワークソリューション
業務アプリケーション基盤
APMサービス
環境システム

経理・財務システム
人事・総務システム
法務・知財システム

CAD
設計・検証
PLM

生産計画システム
資材調達システム
生産管理システム
受注引当システム
出荷物流システム

営業系基幹システム
SE系基幹システム
CE系基幹システム

SCM

Management
Information

Engineering

Business
Solution
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CRM ： Customer Relationship Management
SCM ： Supply Chain Management
APM ： Application Portfolio Management
PLM ： Product Lifecycle Management
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FUJITSU CIT

FUJITSU

富士通CITは長年にわたって、富士通グル－プの事業の基盤
となるさまざまなソリューションを、最新の技術を駆使して開
発しています。
当社が開発するシステムは、お客様のビジネスを最適化す
るためのCRMやSCMなどの基幹システムを中心に、ものづくり
を支える設計・製造・試験の自動化システム、また、経営に必要
な情報を提供する人事・経理システムなど、多岐にわたります。
先進技術で開発され提供するシステムは富士通グループの事
業発展に大きく貢献し、これらを通じて社会や地域への貢献を
実現しています。
当社の事業は企画設計から開発、構築、運用、保守にいたる
まで、システムのライフサイクル全般に関わります。各工程を
担う社員は、お客様のビジネスや業務の課題を解決するために、
「技術」や「アイデア」、そしてなにより「解決する想い」を一人
ひとりが持ち、チームワークを発揮して取り組んでいます。

システム開発にあたっては、直接お客様と膝を突き合せて
課題を洗い出す設計段階から、実際にお客様が運用する段
階、そしてその後の保守にまで及ぶため、システムが稼働する
「現場」を肌で感じることができるのが特徴です。自らが構築
に携わったシステムが活用される場面を見届けられることは、
達成感を味わえるとともに、新たな仕事へのステップとなって
います。
グローバル化は加速度的に進展しており、海外のお客様向
けシステムを海外のパートナーの皆さまと共同開発を進める
場面があり、今後ますます拡大していきます。

ICTの発展により、社会や企業のつながりのかたちは大きく
変化し、当社の事業も変化していきますが、常にコミュニケー
ションの主役は「人」です。当社は、一人ひとりがそれぞれの現
場で主役となり、富士通グループの一員として、新たな課題に
挑戦できる環境を大事にしていきます。　
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K.KIMURA

Management Information

Voice 1

木村　幹奈　 Kimura Kanna

2008年入社
法学部卒

知財権をペーパーレスで管理するシステムを構築
　私が所属している部では、富士通グループ全社で所有している知財権、
つまり特許や商標、実用新案などをペーパーレス（Web）で管理するた
めのシステムを構築・運用しています。
　富士通の業務分野は携帯電話やパソコン、スーパーコンピュータなど
多岐にわたりますが、それぞれの開発担当者が製品開発を進めていくな
かで、「これは特許になるかもしれない」といったアイデアが出てきます。
そうしたアイデアは、将来的にさらに新しい製品にいかされる可能性を
秘めた重要な知的資産ですので、特許取得につなげていくことがビジネ
ス戦略上重要になります。これを支援しているのが私たちの構築してい
るシステムで、市場の動向などを踏まえながら、「この特許はこういうと
ころで使えるのではないか」、あるいは「もっと別な活用法もあるので
はないか」といった議論や判断を含む特許の申請・維持・活用などを、
世界中でスピーディーかつスムーズに行えるよう日々奮闘しています。
　富士通グループ全体における特許保有件数（出願中も含む）は全世
界で約9万5000件と膨大です。機密情報を扱うためのセキュリティ対策
や、海外状勢の変化に対する素早い対応も求められます。

専門性だけでなくマネジメント力も磨く

　私は大学卒業後IT企業でシステムエンジニアとして経験を積み、2008年
にキャリア採用で富士通CITに入社しました。ちょうど、国の方針としてIT
と知財戦略が今後の大きな柱になると脚光を集め始めた時期です。専門
性をいかしたシステムづくりに関われる、私の望んでいたとおりの職場
でした。
　実際、富士通グループは女性も男性も区別なく頑張ることのできる環
境で、働きやすいと思います。システム系の仕事は簡単ではありません
し、知識、スキルを問われますので、技術を磨き専門性を深めたいとい
う意識が強くなります。また、キャリア開発の研修で「マネジメントに向
いている」という診断結果を得て以来、より広い視野で仕事と向き合え
るようになりました。現在のチームは、マネージャーの下に、チームリー
ダーの私を含めて女性が3人、男性が1人。必要に応じて協力会社のス
タッフの方々も加わりますが、これからは自分のスキルを磨くだけではな
く、組織の成長を考えたマネジメントを一層心がけたいと思っています。

Business Category

経理、人事、総務などの管理部門の円滑な運営や、売上、製造原価、
知的財産など経営上の意思決定に欠かせない情報を提供するシステムの
企画・開発を担い、富士通グループを支えています。激変するビジネス
環境や急進するグローバル化にも対応しています。また、コンプライア
ンスやリスク管理などの経営課題へのソリューションを提供しています。

Management 
Information

顧客と長期的に良好な関係性を維持し、顧客満足度を向上させるため
のシステムが「CRM」です。当社では企業と顧客との接点である営業、
SE、CEを支える基幹システムとしてCRMを提供しています。また、SCM
と連携したCRMソリューションにより、企業活動のあらゆるフェーズでの
業務プロセスの最適化と企業価値の最大化を図ります。

CRM
Customer Relationship Management

「SCM」は計画、調達、生産、引当、出荷、物流といった一連の企業活
動を支援するシステムです。当社は、複数のシステムとの最適な組み合
わせを図り、トータルソリューションとしてお客様に提供しています。ビジ
ネス環境の変化への適応力向上、経営上の意思決定のサポート、現場
作業の迅速化、リソースの有効活用などにより、企業経営をサポートして
います。

SCM
Supply Chain Management

富士通のものづくりを支えるのが「エンジニアリング」です。当社は製
品企画・設計から製造に至る開発プロセス / 設計情報を一元管理する
PLMシステム、製品を構成するLSI、プリント基板、装置などの設計 / 
解析を効率化するCADシステムを開発・提供しています。更に、製品の
開発・量産段階での設計・検証サービス / ツールを提供。この両輪で製
品の開発スピードアップ、コスト低減、品質向上に貢献しています。

Engineering

システム構築において重要な役目を果たすのがシステム基盤です。シス
テムが稼動するための基盤となるサーバ・ネットワークの構築や、開発
における効率化、標準化を支援する業務アプリケーション基盤の提供、
そしてシステムの安定運用を支援するAPMサービスなどのソリューショ
ンにより、システムの構築から運用、保守における最適化、効率化をサ
ポートしています。

Business 
Solution
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Y.MUKUTA

SCM

向田　裕美　Mukuta Yumi

1999年入社
教育人間科学部卒

ものづくりビジネスの効率化、スピード化を支援
　私が所属している“SCM”は、Supply Chain Managementの略称
です。具体的には、原料や材料が加工され、最終製品となってお客様
に販売されるまでのモノの流れを統合的な管理により最適化し、経営の
スピード化や効率化に寄与する手法を指します。富士通社内でもSCM 
システムが運用されており、当社がその構築を担っています。
　多種多様な製品を製造販売している富士通のSCMシステムは規模が大
きく、そのシステム構築は多くのエンジニアにより行われています。私
たちネットワークビジネスシステム部は、携帯電話の基地局など、通信
機器に関するSCMシステムを構築しており、そのなかでさらに複数チー
ムに分かれて業務を行っています。チームメンバーは固定的ではなく、
システムの開発を行う際など、その都度プロジェクトが組まれ、開発の
規模や目的、あるいは構想段階や構築段階といった作業フェーズに応じ
て、チームが編成されていきます。
　私たちのプロジェクトチームから生み出したSCMシステムが、ものづく
りビジネスの進化とともに成長していき、社会が必要としている最新の
ICT機器を、スピーディーに、かつ効率良く提供していくために役立って
います。

ユーザーの声から､ 最適解を導き出す

　SCMシステムは、営業サイドと生産サイドの両者がユーザーであり、
受注情報に基づいて製品の生産が行われるという一連の流れのなか
で、多面的に活用されているのが特徴です。例えば携帯基地局などの
製品づくりは、コンシューマ製品とは異なり、オーダーメイドに近い形
で生産されますので、オーダーが入ってから生産していては、発注先
からの要望納期に応えられない可能性も出てきます。そうした課題を
解決するために、企画・設計から構築までを行うのが私たちの任務です。
　システム構築というと、プログラムを組む作業がメインという印象があ
るかもしれませんが、本当に使いやすく役立つシステムになるかどうか
は、その前の段階で決まります。つまり企画・設計の工程が極めて重要
なのです。そのため､ ユーザーの方々の声を十分にヒアリングし、「ど
んな目的で、どのように使いたいのか」を徹底的に検証したのちに、「こ
うあるべき」という最終形を導き出し、真にビジネスに役立つものをつく
り上げていきます。チーム全体を統括するプロジェクトリーダーとしては、
ここがもっとも苦心する点であり、やりがいもあります。ユーザーの方々
から「とても使いやすくなった」と喜んでいただけたときは、大きな手
応えを感じます。

K.WADA

CRM

より使いやすく､ 有効活用できるシステムへ日々奮闘
　私が所属する “CRM”とは Customer Relationship Management 
の略で、おもに情報システムを用いてお客様との取引履歴などを記録・
管理し、商品の販売後もきめ細かなサービスを提供することにより、顧
客満足度を向上させる重要な取り組みです。私が所属する部門は、富
士通グループの保守契約の管理と、契約に基づいた保守作業を迅速に
実施するためのシステムを構築しています。その設計・開発から運用・
保守までを担当しています。
　このシステムでは、保守契約を管理するために、ご契約内容の他に
も富士通グループで販売した製品の情報やその所在を一元管理してい
ます。さらに、お客様の機器が故障した際に迅速に修理やメンテナン
スが出来るよう、部品の在庫情報やエンジニアの配置状況などの管理
も行っております。そのため、取り扱うデータの数や種類が膨大になっ
てしまい、データの整備や活用に大変苦労しています。また、お客様
の障害時に利用される事が多く24時間365日止まらない事を要求され
ている非常に重要なシステムとなります。そのなかで私は、利用者に
いかに使いやすく、富士通グループのビジネスにいかに有効活用でき
るシステムにできるか、日々、試行錯誤しながら新しい機能の構築を
実施しております。

大切なのは柔軟な判断と信頼関係の構築

　この部署に配属されて最初の担当業務はサーバ構築でしたが、その
後、運用業務を担当。どちらも3～ 4年ほど経験したのちに、現在の仕
事であるシステム設計やプロジェクトマネジメントを任されるようになり
ました。日々の業務は、協力会社のスタッフの方々も加わり、複数のプ
ロジェクトが同時進行します。そのなかで私は、プロジェクトの規模や内
容によってプロジェクトリーダーやシステムの設計者として、臨機応変に
プロジェクトを遂行しています。
　常日頃から心がけていることは、お客様から上がってくるさまざまな
ニーズを、いかにシステムに反映し、求められるものをカタチにするかと
いうことです。決してすべての声を拾い上げれば、ベストなものができる
というわけではありません。本当に何が求められているのか? 自分の足で
も情報を集め、きちんと咀嚼し、多くの情報をもとに真のニーズを割り出
します。提示された予算やスケジュールも考慮し、そのなかで最適解を
導き出すことが重要であり、お客様に納得していただける仕事ができるよ
う、最大限努力するのが私のやり方です。当然、メンバー間のコミュニケー
ションも重要となり、誰もが遠慮なく発言できる雰囲気づくりに努めてい
ます。職場のメンバーで飲みに行くこともありますが、飲まなくても自由
に発言し、意思疎通できる自由な雰囲気を大切にしています。

和田　勝利 　Wada Katsutoshi

2002年入社
工学部卒
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Y.KENMOKU

Business Solution

見目　恭朗　 Kenmoku Yasuaki

1998年入社
理工学部卒

ラインを止めない信頼性の高いシステムを設計する
　私が所属する部は、富士通グループのプロダクトビジネスにおける
携帯、パソコン、タブレット、サーバ、その他新製品の「生産・製造」
を管理するシステムの企画･開発・運用を行っています。今はちょうど、
パソコンのプリント板の製造に関わるシステムのプロジェクトがス
タートしたところです。
　パソコンなどの機器は、自動化されたラインで組み立てられます
が、受注から部品手配、各工程の進捗や工数、部品の組合せ、さら
に最終的に製品が組み上がってラベルを貼り、出荷を行うまで、私
たちの開発したシステムで管理しています。工場や製品によって､ 製
造管理の仕方が異なりますので、実際には各工場向けのカスタマイ
ズも必要です。そのため現場に足を運び、業務内容をしっかりと自
分の目で理解することが不可欠で、利用者目線で理解することによ
り、現場が求める最適なシステムをつくることが可能となります。
　また、工場では日々、時間ごとに組まれた計画に沿って大量の製
品を製造しており、安定したシステム運用が不可欠です。システムの
機能性、性能面において堅牢であることはもちろんのこと、日々変
化する「ものづくり方式」に対しても迅速に対応できる柔軟性を持っ
た信頼性の高いシステムを提供することが重要なポイントになってき
ます。

新しいことへの挑戦と貪欲な学びが
自分自身の成長の源泉

　私たちの部では、基本的にプロジェクトごとにチームを組成し、同
時進行で複数の仕事が進みます。そのなかで私は、リーダー的な立
場で関わっていますが、チームで仕事をするに当たって心がけている
のは、納得して仕事をするということ。そのためには自分自身の考え
を明示すると同時に、メンバーの意見にもしっかり耳を傾けて、それ
ぞれが納得できるようにきちんとコミュニケーションを図ることがとて
も大事です。
　システム構築にあたっては、最先端の技術はもちろん、従来の技術
も必要になり幅広い知識が必要ですが、システム開発に携わるのであ
れば、既知の技術だけでなく、未知の技術を積極的に試用してみる
など、自分なりに挑戦することも大切です。1つの技術を極めるとと
もに、技術の進歩にも目を向け、高い意識を持って貪欲に学べば、
どのような仕事に携わろうとも自分を成長させることができると考え
ています。

Voice 4

Y.OZEKI

Engineering

富士通の最先端のものづくりに貢献
　私が所属している“Engineering”は、富士通のものづくりの基礎と
なる部分に携わっています。この中で設計環境の構築や設計・検証サー
ビスを行っているデザインサービス部に所属しています。製品設計用の
CADソフトウェアの開発や、携帯電話、光通信装置、スーパーコンピュー
タの心臓部であるプロセッサなど、様々な大規模集積回路（LSI）開発
プロジェクトに参画し、製品の品質向上、開発スピードアップ、コストの
削減に貢献しています。
　富士通はスーパーコンピュータをはじめ、最先端技術や製品の開発に
絶えず取り組んでいます。私たちは性能に大きく関わるLSIのソースコー
ドが、論理的に正しいかどうかなどを検証しています。最先端のものづ
くりに貢献するためにも、常に新しい技術や知識を貪欲に吸収し、勉強
していく必要があります。　
　私は入社当時、製造現場で使われる試験用のプログラムや、製品に
組み込まれる自己診断プログラムなどをつくっていました。その後、経
験を積んだのち、より上流のLSIの論理検証業務に移行しました。最初
は信号の伝わり方をイメージできず、何度もノートに接続図を描いてい
ました。座学で習得した技術を、すぐに業務に応用できるわけではあり
ませんので、まさに手探りです。ですが経験を積むことで、Verilog､ 
SystemCといったハードウエア記述言語で書かれた回路を読み取れるよう
になり、効率よく問題点を探り当てることも可能になりました。

チームも個人も成長するために
情報共有を欠かさない

　所属する部は35人ほどで構成され、5人から6人で1チームを組んで
おり、私はチームリーダーの立場で業務にあたっています。勤務中は皆、
自分の仕事に集中し、会話が少なくなりがちですが、その分、業務時
間以外はメンバー間のコミュニケーションに気を配っています。 
　私たちの仕事は専門性を極めることができるだけに、自身の探究心や
向上心が刺激され、仕事にはまり込んでしまう人もいると思います。
　とかく技術系の人間は､ 何でも「自分で解決しよう」としがちです。
しかし、上司や同僚と相談をすることで袋小路に入ることを防げますし、
良い情報も悪い情報も共有することでチームの一体感が高まります。で
すので、私のほうから積極的にメンバーに声がけし、コミュニケーション
のベースづくりに努めています。日ごろから話しやすい雰囲気をつくって
おくことは情報共有のための第一歩であり、ひいてはそれがチームや個
人の成長につながり、なおかつ仕事の効率化につながるものと確信して
います。

大関　康男　 Ozeki Yasuo

1999年入社
工学部卒

Voice 5
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富士通CITをさらによく知っていただくために、企業情報や会社説明会の情報など、さまざまな情報を掲載しています。

富士通CITの採用Webサイトについて

富士通CIT 検　索

お客様の成長に貢献する「プロフェッショナル」の育成
富士通CITは企業活動を支える情報システムを提供する企業として、
その核となる人材の育成に重点を置いています。
お客様の頼れるITパートナーとしての最新IT技術の修得はもとより、
人間力育成にも注力し、お客様の成長に貢献するプロフェッショナルを育成しています。

トレーニー教育
基本的な技術と業務知識の修得を目指しています。

キャリア支援
プロフェッショナルを目指し、スキル修得のための教育受講や資格取得の支援をしています。

トレーニー
アソシエイト

スペシャリスト
プロフェッショナル

人材育成のプロセス
能力開発と業務経験の積み重ね、それに裏づけされた高度な専門性をお客様へ提供し、貢献できるのがプロフェッショナルです。
富士通CITでは、育成のマイルストーンとなるキャリアをトレーニー（入社後2年間）、アソシエイト、スペシャリスト、プロフェッショナル
の4段階に設定し、プロフェッショナルへ着実にステップアップする仕組みを整えています。

導入教育
OJTのベースとなるビジネススキルとヒューマンスキル、IT知識や技術の修得を目指します。
ヒューマンスキル ： ビジネスマナー、コミュニケーション
ビジネススキル ： SEの基本動作、業務知識
情報技術の基礎 ： ICTの基礎、開発プロセス、システム開発演習

働きやすい職場環境の提供
社員が最大限に能力を発揮できるよう、仕事と家庭の両立支援をはじめとして、働きやすい職場環境の提供に取り組ん
でいます。

利用できる制度

キャリア関連教育
目指すキャリアや習熟度に合わせ、ITスキル・ビジネススキル関連
教育を選択、受講します。

資格取得支援
情報処理試験対策の教材提供、受験料補助、奨励金の支給など。

トレーニー必須教育
OJTと並行して受講することにより、実践力を高めます。
ビジネススキル ： 論理思考の基礎、発想力の養成、英語研修
技術スキル ： 要件定義、運用保守、プラットフォーム研修、
  プロジェクトマネジメント基礎

IT技術向上支援
IT技術者の基本的なスキル保有の証明
となる基本情報技術者の資格取得を支
援しています。

英語基礎力向上支援
グローバルなコミュニケーションツール
である英語。英語基礎力のレベルアップ
を目指し、TOEICスコア向上を支援して
います。

全社方針と事業計画に基づき、キャリア面談を通して、キャリア目標達成に向けた社員一人ひとりのキャリアプラン（能
力開発計画）を作成（Plan）、それを業務の遂行や教育受講、資格取得で実行（Do）します。そして、半年後のキャ
リア面談では、キャリアプランの進捗を確認（Check）、目標達成に向けた行動計画の検討（Action）を行います。こ
のように、PDCAのサイクルで継続的に社員一人ひとりの能力開発を支援しています。

担当する業務、技術の
基本知識を保有し、上
司の指示のもと業務を
遂行できる人材

担当する業務、技術の
専門知識を保有し、責
任をもって業務を遂行
できる人材

特定の分野、領域で高
い専門性を保有し、プ
ロジェクトにおけるリー
ダー、サブリーダーの
役割を果たす人材

多様な専門性を保有し、
顧客へ高い価値を提供
する人材

ダイバーシティ
社員の多様性を尊重し、社員が仕事を通じてその能力や専門性を高め、自己の成長を実現できるよう支援します。
ダイバーシティを推進していく上で、目指す姿として下記2点を掲げています。

これらを通じて、「いきいきと働ける職場づくり」「新たな価値の創造」「社会との共存共栄」を図り、富士通CITを
よりよい会社へ発展させていきます。

個人の成長・やりがいの向上
社員一人ひとりが、互いを認め、自分ならでは
の付加価値を発揮し、組織に貢献すること

企業の競争力強化・成長
多様な視点から自由闊達に議論をすることで、
新たな智恵や技術を創造し続けること

社会貢献活動
富士通グループの一員として、地球環境の保全が人類共通の最重要事項の1つであり、経営の重要課題であると
認識し、環境にやさしい企業活動を行っていきます。

植林活動 花いっぱい市民活動

渡良瀬遊水地クリーン作戦 ボランティア清掃

育児休職制度 介護休職制度

育児短時間勤務 介護短時間勤務

妻の出産休暇 在宅勤務制度
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あなたにはいろいろなものを生み出す力が眠っています。

富士通CITには、あなたの能力を充分に引き出し、活かせる環境、

そして、あなたとともに困難に立ち向かってくれる先輩や仲間がいます。

あなたの人生という旅は、まだ始まったばかり。

たくさんの、まだ見たことのない世界を、ともに旅してみませんか。

未来は、あなたがまだ知らない

あなたの中にきっとあります。

未来は、
あなたの中にある。


