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分野 No. ページ 実践メニュー名 1 2 3 4

サステナ
ビリティ

A-01
P.6

サステナビリティ活動への取り組み ● ● ●

A-02 ESGへの対応 ● ● ●

A-03

P.7

社会貢献活動の取り組み ● ●

A-04 リコーの目指す環境経営

A-05 脱炭素社会実現に向けた取り組み

A-06

P.8

循環型社会実現に向けた取り組み

A-07 内部監査の取り組み

A-08 情報セキュリティの取り組み（リコーグループ）

A-09

P.9

情報セキュリティの取り組み（リコージャパン）★

A-10 コンプライアンスとリスクマネジメントへの取り組み（CSR-Week）★

A-11 オフィス・工場のエネルギー消費の可視化によるCO2削減活動

A-12

P.10

省エネの取り組み ※照明・空調制御システム★

A-13 創エネ・蓄エネの取り組み ※太陽光発電・蓄電・EV：BCP対策 ★

A-14 蓄エネの取り組み ※EV：BCP対策★

広報

B-01 P.11 ブランドマネジメント

B-02

P.12

広告宣伝活動 ●

B-03 SNS（ソーシャルメディア）を使ったコミュニケーション

B-04 インターナルコミュニケーション

総務
・

人事

C-01
P.13

リコーの働き方改革の取り組み「創ろう！My Normal／Our Normal」

C-02 リコー式ジョブ型人事制度

C-03

P.14

キャリアデザイン ●

C-04 自律的成長でスキルと意欲が高まる人財開発の取り組み★ ●

C-05 社員のスキル可視化と自己成長支援（人財開発）★ ●

C-06

P.15

EdTechを活用した効率的な人財育成★ ●

C-07 防災の取り組み★

C-08 健康経営の取り組み★ ●

C-09

P.16

ダイバーシティ・マネジメント ●

C-10 ダイバーシティ・マネジメント （女性活躍推進）★ ●

C-11 イクメン・チャレンジプラン（男性育児休業取得促進策）★ ●

経理
・

業務

D-01

P.18

Chatbot（AI）活用による問い合わせ軽減★

D-02 働き方改革と新たな価値創造に寄与する業務自動化の実践★

D-03 集約業務センターにおける品質向上の取り組み★

D-04

P.19

集約業務センターにおける働き方改革の取り組み★ ●

D-05 AI-OCRの活用による請求書処理と手書き帳票入力の負荷削減★

D-06 業務集約の過程で培った「業務効率アップの仕掛け」★

SCM
構造改革

E-01

P.21

グローバルで実現したSCM構造改革活動

E-02 工場キッティングと顧客直送

E-03 グローバルで一元管理されたSCM基幹システム構築と展開

IT
システム

F-01
P.22

グローバルEA（Enterprise Architecture）戦略

F-02 リコーグループが進めるDX

F-03

P.23

リコーにおける脱Notesの取り組み
～10万を超えるNotes DBの前代未聞の移行プロジェクトが始まった～

F-04 Microsoft 365で働き方改革！！
～ツールを使いこなして従来の仕事の仕方そのものを変える～

F-05 ローカル5Gの社内導入と利活用事例の創出

実践メニュー／SDGs対応表 1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに

※SDGs 17の目標

★が付いているメニューは、リコージャパン実践事例

※ Microsoft 365は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
課題分類

コスト CS
ES

プロセス
改革

人材
育成

社会
環境

ガバナ
ンス*

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

9.産業と技術革新の基盤をつくろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任 つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで
目標を達成しよう

5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も

＊ガバナンス：コンプライアンス／セキュリティ／リスクマネジメント／BCP 2



分野 No. ページ 実践メニュー名 1 2 3 4

開発
・

設計

G-01

P.25

先進的シミュレーション技術

G-02 品質工学活用のススメ① 品質の見える化と作り込み ●

G-03 品質工学活用のススメ② 開発段階での技術の創り込み ●

G-04

P.26

品質工学活用のススメ③ 人材育成 ●

G-05 働き方改革 ～風土を変える取り組み～

G-06 オープンイノベーション／共創の取り組み

生産

H-01 P.27 生産現場の改善活動

H-02

P.28

5S活動の取り組み

H-03 製造間接業務のデジタル化改善

H-04 デジタルツールを活用した生産現場のコミュニケーション効率化

H-05

P.29

AI・IoT*活用によるデジタルマニュファクチャリングの実践

H-06 DX活用によるニューノーマルな生産工場の実践

H-07 製造コストの削減－自動化を支える技術－

H-08

P.30

デジタル技術による安全衛生の高度化・効率化

H-09 デジタルマニュファクチャリングによる生産現場の変革

H-10 ものづくり工場でのBIツールを活用した業務改革

調達購買

I-01
P.31

リコーの調達購買業務改革の取り組み

I-03 グリーン調達「グリーンパートナーシップ」

I-04

P.32

間接材購買のDX

I-05 間接材コストダウン活動

I-06 新しいビジネス様式における間接材購買活動

品質

J-01 P.33 品質向上の取り組み

J-02

P.34

CS品質の人財育成 ●

J-03 製品の安全性の作り込み

J-04 ユーザビリティ・アクセシビリティへの取り組み

販売
・

サービス

K-01

P.36

オンラインを導入したNewNormal営業スタイルの確立★

K-02 ビッグデータを活用したマーケティング活動

K-03 電子契約導入による業務の効率化とコスト削減★

K-04

P.37

ビッグデータ活用による複合機の予兆保守

K-05 サービスパーツ管理の効率化

K-06 ICTによる小口リース取引の審査業務の改善

K-07

P.38

CS向上の取り組み★

K-08 お客様の声（VOC）を起点としたCS活動の仕組みづくり

K-09 コンタクトセンターのCX向上への取り組み★

K-10

P.39

コンタクトセンターのCXを支える人材マネジメント★ ●

K-11 コンタクトセンターのCX実現に向けたCRMシステム刷新★

K-12 遠隔技術を活用したお客様への新たな価値提供と困りごとの早期解決★ ●

物流

L-01

P.41

店舗・納品受け入れ作業削減の取り組み

L-02 回収・静脈物流のコンプライアンス強化

L-03 薬機法に基づいた物流管理の実現（化粧品・医薬部外品）

1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに

※SDGs 17の目標実践メニュー／SDGs対応表
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NEW

NEW

＊IoT：Internet of Things

NEW

★が付いているメニューは、リコージャパン実践事例



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
課題分類

コスト CS
ES

プロセス
改革

人材
育成

社会
環境

ガバナ
ンス*

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

9.産業と技術革新の基盤をつくろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任 つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで
目標を達成しよう

5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も

4＊ガバナンス：コンプライアンス／セキュリティ／リスクマネジメント／BCP



お客様が抱える経営課題は、
私たちリコーの
経営課題でもありました。

リコーグループが取り組む社内実践事例のご紹介

株式会社リコー
代表取締役 社長執行役員・CEO
大山 晃

CIS（Customer Innovation Support service）

サステナ
ビリティ

広報

SCM
構造改革

IT
システム

開発・
設計

生産

調達購買

物流

品質

販売・
サービス

P
D

C
A

Ｑ

総務・
人事

経理・
業務

実践活動の全分野
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私たちを取り巻く事業環境が大きく変化し、人々の価値観や行動変容が
進む中で、企業は様々な課題に向き合い、解決していくことが求められ
ています。
収益力強化、新製品・サービス開発、グローバル化、顧客と社員の満足
度向上、人材育成、働き方改革、社会課題への対応など、いま、お客様
が抱えている経営課題は、まさしく私たちリコーが抱える課題でもあり
ます。私たちも解決に向けて多くのことに取り組み挑戦をしてまいりま
した。
リコーは使命と目指す姿として「“はたらく”に歓びを」というビジョン
を掲げています。課題解決を通じた業務の効率化や生産性向上を超え、
はたらく人が人ならではの創造力を発揮することで、充足感や達成感、
自己実現の実感につながる、“はたらく”の変革をお届けすることが使命
であると考えています。リコー自らがこれを実践し、生産性向上や生
活・健康の質の向上を図ることも、そのビジョンの実現に向けた取り組
みの一つとなるものです。
お客様が実践、挑戦されたいことを是非お聞かせください。リコーが実
践してきたことが、お客様の課題解決のためにお役に立てれば幸いです。
私たちはお客様の生産性向上と新たな価値創造に貢献し、そのなかで
お客様とのゆるぎない信頼関係を築きながら、「“はたらく”に歓びを」
の実現を目指してまいります。



サステナビリティ
持続可能な社会を、ビジネスの力で。

リコーグループは、サステナビリティメッセージ
「Driving Sustainability for Our Future.」を掲げ、
サステナビリティ向上に向けた活動を推進しています。
このメッセージには、社会課題を解決する新しい提供価
値を生み出し、ビジネスを通じて持続可能な社会の実現
に貢献していくという強い意志が込められています。
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サステナビリティ活動への取り組み
SDGsの経営統合・社内浸透

A-01

 SDGsへの取り組みを経営戦略や事業戦略へ組み込みたい
 マテリアリティ（重要社会課題）を特定したい
 SDGsを社員･社内に浸透させたい

お客様と共有できる課題

リコーグループでは「持続可能な社会づくりへの責任」、
「ビジネス機会の獲得」、「ビジネスリスクの回避」の観点
からSDGsを経営戦略に組み込んでいます。
日経SDGs経営大賞では第一回(2019年)より連続で最高位の5つ
星を獲得しています。

中期経営計画では、事業を通じて社会課題解決を図る4つのマテ
リアリティと、経営基盤強化に向けた3つのマテリアリティを設
定しています。

社員一人ひとりがSDGs貢献を”自分ごと”として取り組めるよう
社内浸透を強化しています。

＜ご紹介内容（例）＞
 財務･ESGを一体化した中計目標の設定
 SDGsの社内浸透

リコーグローバルSDGsアクション月間で社員に呼び掛ける
リコー前社長の山下 良則（現会長）

リコーグループでは、ESG委員会を設置し、ESG課題を経営
レベルで検討し意思決定する体制を構築。ESG視点で経営品質
向上を図っています。

DJSI（ﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ）などのESG外部評価
結果からESG課題を洗い出し、経営層を巻き込みながら各部門
による改善活動につなげています。

また、TCFD提言に沿ったリスク・機会の把握を進めており、
TCFDレポートにまとめ、Webサイトにて開示しています。

＜ご紹介内容（例） ＞
 ESG委員会設置の狙いと効果
 ESG観点での経営品質向上に向けた各部門の

巻き込み
 TCFDのフレームワークに基づいたシナリオ分析と

情報開示

＜TCFDの目的＞
投資家に適切な投資判断を促すための一貫性、比較可能性、
信頼性、明確性をもつ、効率的な気候関連財務情報開示を
企業へうながすこと
（環境省の気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の概要資料より抜粋）

＊TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース

ESGへの対応

 ESG課題を経営レベルで検討する体制をつくりたい
 ESG外部評価結果を通じた経営品質向上を行いたい
 TCFD*提言に則った情報開示を行いたい

ステークホルダーからのESG評価に対応した取り組みと情報開示

A-02

お客様と共有できる課題

リコーが取り組む7つのマテリアリティとSDGs
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＜ご紹介内容（例）＞

リコーグループでは、これまで「良き企業市民」として、
国または地域の文化や習慣を尊重し、志を同じくする人々
とのパートナーシップのもと、会社と社員が協力し合い、
地球・社会の持続的発展に貢献するという考えのもと、
意思と責任を持った社会貢献活動を推進して参りました。

SDGsに直接的に貢献できる社会貢献活動は、社員が自社や
自分の仕事に対して誇りを持つことにもつながります。
地域の自治体･企業･団体の皆さまとリコーグループが
より連携し、共に地域の活性化に貢献できるよう、
積極的に取り組んでいます。 社会貢献活動への経営層の

積極的な参画
※写真はリコー前社長の

山下 良則（現会長）

地域の自治体・企業・団体の
皆さまとリコーグループが
連携し、共に活動を行う
ステークホルダー森づくり

自社製品・技術を用いて
子供たちが科学の不思議、
面白さを体験するサイエンス
・キャラバンを全国展開

社員主体の社会貢献クラブ・
FreeWill

※ GHGスコープ1：自社の工場・オフィス・車両などから直接排出されるGHG
GHGスコープ2：自社が購入した熱・電力の使用に伴うGHG
GHGスコープ3：企業活動のサプライチェーンの排出量（GHGスコープ1、2を除く）

＊GHG：温室効果ガス

• リコーグループが目指す持続可能な社会とは3つのP、
Planet （持続可能な地球環境） 、People（持続可能な社会）、
Prosperity（持続可能な経済）のバランスがとれた社会です。

• 「リコーグループ環境宣言」を掲げ、温暖化防止分野および
省資源分野で2030年、2050年の環境目標を設定しました。

• 2050年目標に対してバックキャスティングで2030年目標を
設定、3年ごとに部門毎にアクションプランを策定し、実践
しています。

2030年目標

・GHG*スコープ1、2 63%削減
・GHGスコープ3 40%削減

(調達、使用、物流)
(何れも2015年比)

・製品の新規資源使用率：60%以下

2050年目標

・バリューチェーン全体の
GHG排出ゼロを目指す

・製品の新規資源使用率：12%以下

Planet・People・Prosperity

社会貢献活動の取り組み
社員･会社を元気にする社会貢献活動

A-03

 社会貢献活動でSDGs達成に貢献したい
 社会貢献活動と事業活動とのシナジー効果を生み出したい
 地域やお客様との信頼関係をさらに深めたい
 社会貢献活動を通じて社員を活性化したい

お客様と共有できる課題

リコーの目指す環境経営
2030年、2050年環境目標の達成に向けた活動

A-04

 中長期視点での環境目標を設定したい
 環境活動の最適な推進体制を構築したい
 長期で目指す目標を明確にした上で各部門の活動に

落とし込みたい

お客様と共有できる課題

• リコーグループでは、SBT1.5℃目標の認定を取得した
環境目標を設定、脱炭素社会の実現に向けた活動を推進して
います。

• いち早く、SBT認定やRE100参加（日本企業初）を決定。
国際的な動向を踏まえて戦略を立案、活動を加速しています。

• 各拠点で、地域の状況に応じた方法で、再エネ比率の高い電
力の購入、再エネ電力証書の活用、再エネ発電設備の導入な
どを進めています。

＊1 SBT (Science Based Targets)
＊2 CDP :企業や政府の温室効果ガスの排出削減、水資源・森林保全を促進する国際的な非営利組織
＊3 RE100：事業に必要な電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアチブ
＊4 GHG：温室効果ガス

GHG*4排出量および再生可能エネルギー使用率推移

脱炭素社会実現に向けた取り組み

 SBT*1など科学的な知見に基づいて脱炭素化の目標を設定し、
活動を活性化したい

 CDP*2やRE100*3などの国際的イニシアチブを活用したい
 再生可能エネルギーを利活用したい

パリ協定の目標達成に向けた企業としての取り組み

A-05

お客様と共有できる課題
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リコーグループでは、1994年にコメットサークルを提唱し、
循環型社会実現に向けた取り組みを進めています。
2030年、2050年の目標を設定し、製品の小型軽量化・
リユース・再生材の活用を進めています。

｢サーキュラーエコノミーに向けた動き｣や｢海洋プラスチック
ごみ問題｣への取り組みの方向性をリコーグループとして明確
に打ち出すため『製品におけるプラスチック方針』を
策定し、中期経営計画で具体的な活動につなげています。

2022年3月、日本企業初となる「リコーグループ サーキュ
ラーエコノミーレポート 2021」 *1を発行しました。

＜リコーグループ製品におけるプラスチック方針＞

１．脱･化石資源由来バージンプラスチック
＞シングルユースプラスチックの削減と再生プラスチックの使用拡大

２．材料リサイクル可能な設計
＞材質表示と単一素材化

対象：リコーグループブランド製品及び包装材で使用するプラスチック

循環型社会実現のためのコンセプト「コメットサークル」

循環型社会実現に向けた取り組み
｢サーキュラーエコノミー｣｢海洋プラスチックごみ問題｣に
対する取り組み

A-06

 サーキュラーエコノミーを踏まえた取り組みを進めたい、
開示に対応したい

 省資源（3R）の取り組みを強化したい
 プラスチックに関する規制強化へ対応したい

お客様と共有できる課題

＊1 最新版：「リコーグループ サーキュラーエコノミーレポート2022」

●監査対象拠点や国内・海外子会社の全社統制や業務プロ
セスにおけるリスクを評価した上で、相対的にリスクが
高い領域について重点的に確認する監査を実施し、効率
的に実効性のある効果的な「内部監査」を実践してい
ます。

●「離れた拠点」や「国内・海外子会社」について過去の
監査結果等に基づいて確認すべき項目やデータを定めて、
モニタリングを実施しています。往査対象拠点・会社を
選定する際にモニタリングの結果を活用するとともに、
モニタリングの結果をフィードバックして改善を促す
活動も行っています。

●不正防止に関しては、インシデント事例を参考に監査
プログラムの見直し、CAAT（Computer Assisted Audit
Techniques：コンピューター利用監査技法）により大量
データから異常値の抽出などを実施し、不正の芽を発見、
改善を促す活動を行っています。

内部監査の取り組み
国内・海外拠点に対する「効率的・効果的な内部監査」を実施

A-07

 少ない人数で「効率的」に、実効性のある「効果的」な
「内部監査」を実施したい

 本社から 「離れた拠点」 や 「国内・海外子会社」の
モニタリングを強化したい

 「従業員不正・会計不正」を防止する具体的な活動を
展開したい

お客様と共有できる課題

各国 販売関連会社

Ricoh USA, 
Inc.

Ricoh 
Europe 
PLC 

Ricoh 
Asia 
Pacific 
Pte Ltd.

Audit 
Team

Audit
Team

Audit
Team

株式会社
リコー

ビジネス
ユニット、
本社機能

組織

生産・設計
・一般

関連会社
（国内･海外）

株式会社リコー 内部監査室

営業/サービス
拠点

リコー
ジャパン
株式会社

情報セキュリティの取り組み（リコーグループ）

 情報セキュリティ国際標準※への適合を検討したい
 個人情報保護など情報の扱いや漏洩対策を強化したい
 情報セキュリティの社内展開や社員育成方法を知りたい

お客様情報を安心・安全に守る情報セキュリティの取り組み

A-08

お客様と共有できる課題

情報セキュリティへの取り組みは、お客様に安心してご利用い
ただける商品・サービスを提供していくための不可欠の要素と
認識し、国際標準に基づき強化しています。
リコーの情報セキュリティは、国際標準に基づいて実施し、役
員を含む全従業員参加の活動として取り組みを強化しています。

※リコーではNIST*1、ISO/IEC*2 に対して全社的な取り組みを行っています
＊1 NIST：National Institute of Standards and Technology
＊2 ISO/IEC：International Organization of Standardization/International Electrotechnical Commission

また、ワークフローやデータプラ
イバシーなど多岐にわたる当社の
デジタルサービスの活動を支え、
価値創造プロセスを実施するため
に必要とされる活動と位置づけて
います。

情報セキュリティの国際標準に基づき、当社グループのサプラ
イチェーン全体の情報セキュリティを意識した体制を構築／強
化するとともに、企画・設計・購買・生産・販売・サポートの
各過程の業務システムに関わるセキュリティリスクを適時想定
し、継続的に対策検討及び実施を行っています。
また昨今の攻撃者の常套手段として、弱い部分から侵入しよう
とするため、工場セキュリティ対策強化活動を実施するととも
にガバナンスを強化する取り組みも実施しています。

詳細はこちら https://jp.ricoh.com/security



9

【Pマークについて】
当社ではプライバシーマーク
（Pマーク）は保持しておりま
せん。個人情報については、
ISMSの資産管理の中で管理を
しており、個人情報保護法遵
守のチェックができるように
なっています。

リコージャパンでは、2004年12月に全社でISMSを取得し、情
報セキュリティを経営ツールと考え、社内実践を通じて「情報
の保護と活用」の適切なバランスを通じて利益創出を推進して
います。

情報セキュリティの取り組み（リコージャパン）

 情報セキュリティ（ISMS）や個人情報保護対策を強化したい
 情報セキュリティにおける社員への周知徹底方法を知りたい
 保有している情報資産を積極的に売上や利益につなげたい

個人情報の漏洩対策と情報活用を両立させた
情報セキュリティ経営を目指したマネジメントを推進 業務で利用する情報資産は、秘密区分（重要度、開示範

囲等）で分類し情報資産台帳で管理しています。特に重
要度の高い情報は、重点管理情報として管理します。情
報資産は毎年見直し、全社で一元管理をしています。

情報資産の持ち出しは、持ち出しから返却までツールを
用いて証跡管理をしています。

お客様から受け取る情報は、預かりから返却・廃棄まで
ツールを用いて証跡管理をしています。

個人情報保護法の準拠につい
ては、「個人情報保護方針」
及び「個人情報の取り扱い」
を定め、個人情報保護法の要
求事項に則り、情報資産台帳
で管理しています。

お客様と共有できる課題

個人情報の保護と管理

情報資産の預かり管理

情報資産の持ち出し管理

情報資産の分類と管理

全員参加
日々の
管理と

継続的改善
社内実践

情報セキュリティ体質の確立

A-09

リコージャパン及び関連会社は、SDGsに基づく、持続可能な
社会を築くため、社会的責任として、顧客起点・社員視点で
リスクマネジメントを推進しています。
また、リコージャパンが展開している『リスクマネジメント
活動』をお客様にも共有できるよう、社員一人ひとりがリス
クについて自ら考え、経営理念（リコーウェイ）を実践でき
る取り組みを行っています。

約19,000人の全従業員が毎月第1週にセルフチェックを実施
することにより、継続した意識付けを図っています。

「CSR-Weekセルフチェック」
毎月月初に、コンプライアンスや情報セキュリティ、
営業プロセスなどがルールどおり適正にできているか、
セルフチェック形式で出題。
行動規範を浸透させるための eラーニング（設問イメージ）

グループメンバー
上司が自組織メンバー
の実施状況を確認して
アドバイスする。

全員完了！

部門長

完了！

グループリーダー

コンプライアンス強化のための意識付け

１．【全員の方】に解答をお願いします。
著作権法では、例外としてある一定の条件を満たせば、
著作物を自由に利用することができることになっています。
参考資料を参照の上、以下の例の中から【間違っている】
ものを選択してください。

コンプライアンスとリスクマネジメントへの取り組み（CSR-Week）
コンプライアンス遵守に向けた社員への浸透活動

A-10

 全社員へ経営理念の浸透を図りたい
 企業活動に悪影響を与える問題の未然防止を図りたい
 社員のコンプライアンス意識を向上・定着させたい

お客様と共有できる課題

オフィス・工場のエネルギー消費の可視化によるCO₂削減活動

 環境保全と事業成長を同時に達成したい
 省エネによる経費・CO₂削減を進め、社会に貢献し

価値ある企業としたい
 地球環境の保全義務を果たすべく、脱炭素社会を意識した

企業経営を行いたい

オフィス・工場のエネルギーを可視化し、CO₂排出量と経費を削減

A-11

お客様と共有できる課題

1. 省エネ法など法対応に基づいた計画立案
2. 建物･設備の中長期修繕計画の最適立案
3. 補助金・ESCO事業等の選定・利用による改善費用調達
4. エネルギー消費を可視化させるIoT*・DX技術を活用した

エネルギーマネジメントシステムの構築
5. 設備メンテナンス費用の合理的削減
6. 運用変更でお金をかけない省エネを推進
7. 「省エネ管理標準の活用」による施策の定着
8. 太陽光発電等 再生可能エネルギーの導入コスト、

運用面まで考慮した計画

リコーグループでは脱炭素社会を目指し、工場・オフィスビル
設備の省エネ診断・運用改善・設備改善を実施することで地球
環境保全に貢献します。

取り組みによる効果

•2022年度リコーグループ18事業所での
省エネ実施案件（170件）において

●CO₂排出量削減量1,834t／年
●エネルギーコスト56.3百万円／年

•2012～2022年度の公的補助金活用実績：21件
● (補助金額181百万円)

① オフィス･工場のCO₂排出量削減による社会貢献
② 企業イメージの向上＜環境経営＞と不動産価値の

向上＜資産価値＞
③ エネルギー管理体制の構築による

省エネルギー推進活動への意識改革
＊IoT：Internet of Things
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入室に合わせ
自動点灯

明るい昼間は窓際の
照明の明るさを調整

人のいないエリア
は照度を抑える

営業時間前から空調を
自動で作動させることで
お客様を適温でお迎え

誰もいない場所は
照明を自動OFF

空調は省エネモード

部屋の隅々まで
均一な温度に調整

人感や室内の明るさ・温度を、
センサーで常時感知することで、
照明・空調を自動コントロール

省エネと快適性・利便性を
同時に実現する
リコー最新の設備

＊L2-Tech･･･先導的な（Leading）低炭素技術（Low-carbon Technology）
※L2-Techは、環境大臣の登録商標または商標です。
※リコージャパン（株）岐阜支社の取り組みです。

自然光を活用する設備
■光ダクト

屋内の設備 屋外の設備

■採光クロス・フィルム

自然光を効率的に
取り込み、拡散

自動換気
システム

遮熱ロール
スクリーン

適温を維持する設備

（L2-Tech*導入実証事業）

※岐阜支社は照明制御のみ

太陽光発電・蓄電システム
太陽光パネルで発電した電力は社屋
にて消費。余剰電力は蓄電池および
EV(電気自動車)の充電に利用。
蓄えた電力は悪天候で太陽光発電の
発電量が低い時やBCP対策の
電力としても利用可能。

EVパワーステーション

BCP対応倍速充放電器

EV急速充電スタンド

EV普通充電スタンド

太陽光発電パネル・システム

太陽光パネル
蓄電池

社屋の非常時バックアップ電源として電力の供給が可能
停電時でも1Fと2Fの緊急対策室の2系統電源を確保

電気自動車を走る道具＋蓄電池として活用することで

＜地域貢献の社屋＞

今後の展開

さらに、この蓄電を活用することで、非常時の社屋
電力供給だけでなく、社屋の隣にある地域の避難場
所での地域の皆様への非常時電力の供給も視野に入
れていきたいと考えています。

災害発生時、地域の方への非常用電力としても
開放が可能な設備

＜活用例＞
蓄電された電力を
緊急時にスマートフォン
に供給

※EV急速充電スタンド活用により、緊急時にもスムーズに電気自動車へ充電可能

省エネの取り組み

 省エネと快適性・利便性を同時に実現するオフィスにしたい
 照明や空調の無駄をなくしたい

リコーの技術を活用した『照明・空調制御システム』

A-12

創エネ・蓄エネの取り組み
太陽光発電・蓄電システム・EVによってクリーンなエネルギーでの事業活動を実現

A-13

蓄エネの取り組み
災害時のBCP対策への活用（EV）

A-14

お客様と共有できる課題

 クリーンなエネルギーで事業活動を行いたい
 事業所の非常時バックアップの電源を確保したい

お客様と共有できる課題

 事業所の非常時バックアップの電源を確保したい
 蓄電の活用により、非常時に地域社会に貢献したい

お客様と共有できる課題

※リコージャパン（株）岐阜支社の取り組みです。

※リコージャパン（株）岐阜支社の取り組みです。



リコーグループは2023年4月「“はたらく”に歓びを」を
新たにリコーの「使命と目指す姿」として制定しました。

「“はたらく”に歓びを」を社内外のステークホルダーに届けるために
様々な形でコミュニケーション活動を推進しています。

11

広報

ブランドマネジメント

 ステークホルダーに対してブランドイメージを高めたい
 ブランド力の維持・向上のためにブランドの管理を

徹底したい
 従業員に対して自社のブランドを浸透させたい

ブランド訴求の一貫性を保ちコーポレートブランドの価値を向上

B-01

お客様と共有できる課題

リコーグループでは、経営理念やビジョンに基づいたブランド
コミュニケーションをグローバルで行っています。
2012年にコーポレートブランドタグラインとして「imagine. 
change.」を制定。一貫性のあるブランドイメージ訴求のため、
ロゴの使い方のみならず制作物の色遣いや印象を
「リコーコーポレートブランドガイドライン」として
規定して運用しています。
事業が多様化し、またWebやSNSなどオンラインメディアで
のコミュニケーションが普及し、グループ社員の誰もが
ブランドの発信者となる環境となったからこそ、ブランドの
正しい理解と利用を社員に広く促し、一貫性を保ったブランド
訴求を実践しています。

【主な取り組み】
１．イントラネットサイトの情報発信（ブランドポータル）

ブランドガイドライン、ロゴの
使用や商品の命名などブランド
に関するルールや手続きを利用
シーンごとにまとめてわかりや
すく案内しています。

２．ブランドワークショップの実施
毎年グループ社員へ「ブランド認知度調査」を実施。
ブランド理解のキーマンである管理職に向けて、ブラン
ドへの理解と、自部門の業務との紐づけを行うブランド
ワークショップを開催。改めてブランドについて学ぶこ
とができたとの声を多くいただきました。
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• 全社のビジョンを受け、コミュニケーション部門として、“はたらく”
を支える会社、社会の持続可能な未来をつくることに貢献する会社、
お客様に寄り添いながらお客様の価値を形にする会社、というブラン
ド認知を部門ビジョンとして設定。その実現に向け、全社方針を受け
た部門重点訴求テーマとして「デジタルサービスの会社」「サステナ
ビリティ」の２つを設定し、重点的に訴求することで、より全社ビ
ジョンに則したコミュニケーションを目指しています。

• 事業領域が、OA機器の製造・販売から、デジタルサービスの提供に
大きく転換し、それに伴い、お客様層が既存のオフィスから現場・社
会へと広がり、さらにグローバルビジネスの拡大といった弊社を取り
巻く環境が急激に変化する中、あるべき姿を内外に伝えるために、限
られたリソースを活用し、いかに実践し実現するかというテーマに取
り組んでいます。

様々なメディア特性を考慮し効果的に活用しながら部門
ビジョンの実践に取り組んでいます。

広告宣伝活動

 経営戦略に基づいたコミュニケーション戦略を策定したい
 限られたリソースで効果的な広告宣伝を実施したい
 デジタルサービスの会社への変革にあたって、社員のモチ

ベーションや帰属意識の醸成を図りたい

お客様への提供価値を反映したブランドメッセージの構築と訴求

B-02

お客様と共有できる課題

TVCM／交通広告／雑誌／WEB広告

JLPGA
ツアーチャンピオンシップ
リコーカップ

リコー杯女流王座王座戦

コンテンツマーケティング

SNS （ソーシャルメディア）を使ったコミュニケーションB-03

SNS活用の目的の明確化：
a) 本社のSNSアカウントの目的、ターゲットの再定義
b) 事業部がSNSアカウントを開設する際の相談対応

本社のSNSアカウント運用の効率化：
組織横断チームによる情報収集と編集会議による複眼
的なチェック

ガバナンス：
a) ソーシャルメディアポリシーの改訂

社員のリテラシー向上、SNS動向に照らした見直し
b) 事業部のSNSアカウントの申請・管理・棚卸

アカウント台帳に基づいた鮮度管理

リスク管理：
SNS監視体制とインシデント発生時の社内エスカレー
ションフローの整備

アカウント運営（開設ルールと助言）

ガバナンス

リスク管理

 各事業目的に合わせてSNSを適切に使いたい
- 目的とターゲットの明確化
- SNSに対する過度な期待や過度な心配への対応

 運用体制やルールの整備と社内への周知徹底を図りたい

目的を明確にしたSNSの活用推進および運用ルールの策定

お客様と共有できる課題

インターナルコミュニケーション

社員に伝わり行動につながる仕組みの構築

B-04

お客様と共有できる課題

① グループポータル
業務や会社生活をする上で必要な情報に加え、
自他社の最新ニュースを掲載しています。自ら
情報を取りに行く文化醸成を促す仕組みとして
ポータルサイトを構築し、運営しています。

② 社内報
社員が自律的に情報を取りに来ることを前提
としたWeb主軸の社内報を展開しています。
また、Webの特徴を活かしてコンテンツ毎の
リアルタイム配信も実施しています。

③ 社内SNSコンテンツ
Microsoft 365の社内SNS・Yammer®を活用し
て、社長と社員間の双方コミュニケーションの
実施、そして社員同士のコミュニケーションの
活性化を図っています。

④ リコーグループ創立記念イベント
創立記念日にグループグローバル全社員が参加して、
創業の精神を含むリコーウェイに立ち返るイベントを開催
しています。リコーグループで働く誇りを持つとともに、
一体感醸成を狙っています。

【 Foundation：文化醸成 】
④ 創立記念イベント

【 Stock：情報体系化 】
① グループポータル

【 Flow：情報発信 】
② 社内報
③ 社内SNSコンテンツ

 社員の欲しい情報がわかりやすく入手できる
仕組みを構築したい

 経営層と社員の双方向コミュニケーションを
創出したい

 企業理念や創業の精神を社員へ浸透させたい

※ Microsoft 365は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における
登録商標または商標です。

※ Yammerは、ヤマー，インコーポレイティッドの登録商標または商標です。



総務・人事
リコーグループは、一人ひとりがイキイキと働き、
個人およびチームとして最大のパフォーマンスを発揮し、
新たな価値を生み出し続けることができる働き方を
目指しています。
また社員が働きやすい環境の中で、高い目標にチャレンジし
成長を続けることで、お客様への高い価値提供を可能とし、
会社の持続的な成長につなげ、さらに社員の自己実現も図ることが
できる企業となることを目指しています。
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リコーの働き方改革の取り組み「創ろう！My Normal／Our Normal」C-01

 トップや社員の思いを反映させて働き方改革を進めたい
 出社とリモートのハイブリッドな働き方を促進したい
 社員一人ひとりがイキイキと働ける会社にしたい

お客様と共有できる課題
2036年ビジョン “はたらく”に歓びを

働き方改革
スタート

リモートワーク
加速

・リモートワーク制度導入
・サテライトオフィス整備
・Microsoft 365導入

・東京五輪期間中の
本社クローズ発表

・全社一斉リモートワーク、
本社クローズ試行

・オフィス系拠点では
出社率30％以下

・設計、生産部門でも
リモートワーク

新型コロナ対応
原則在宅勤務

「創ろう！
My Normal」

・リモートワークを標準化、
制度拡大

・自律的に時間と場所を
選べる柔軟な働き方

「創ろう！
Our Normal」

・リモートと対面を組みあわせて、
チームとして最適な働き方を

2017年4月

2019年6月

2020年3月

2020年7月

2021年11月

リコーの働き方改革のあゆみ

2018年度：総務省
テレワーク先駆者百選

2021年度：内閣府
地方創生テレワークアワード

2020年度：日本テレワーク協会
テレワーク推進賞 会長賞

2019年度：厚生労働省
輝くテレワーク賞 特別奨励賞

出社とリモートワークを組み合わせた自律的な働き方を目指して

組織・チームでの
コミュニケーションに課題、
対面の必要性への気づき

働き方の選択肢が拡大
社員の満足度向上

これまでの経験と
社員の創意工夫で対応

※ Microsoft 365は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

2022年度：総務省
テレワーク先駆者百選
総務大臣賞

リコー式ジョブ型人事制度

 自律的に実力を磨き続ける人が活躍できるようにしたい
 年齢・性別に関係なく「適所適材」の登用を行い、

機動的な事業戦略の実行を実現したい
 登用されたジョブに応じた報酬としたい
 ジョブ毎の役割や職責が明確となることで、社員は自ら

スキルを向上させ、将来のキャリアをつくれるようにしたい

デジタルサービスの会社への変革を支える企業風土／人材へ

C-02

お客様と共有できる課題

リコーグループでは、はたらく場をつなぎ、はたらく人の創
造力を支える「デジタルサービスの会社」を目指し、その実
現に必要な経営基盤を強化するため、自律型人材の活躍を支
える風土づくり・制度改革を進めております。その一つとし
て、ジョブ型人事制度の導入を掲げ、2022年4月に国内主要
関連会社※を中心に、リコー式ジョブ型人事制度を導入致しま
した。
※一部会社は2023年4月から導入

リコー式ジョブ型人事制度導入において、実現を目指すこと
は右図3点となります。

■ジョブ型が実現すること
1

2 ジョブと報酬の一致

3

人に紐づく資格に対してではなく、現在担っているジョブ※に応じて報酬
が決定する
※ジョブ毎の報酬設定とはせず、同程度のジョブサイズを大きく括るグレード設定としている

管理職昇格試験の合格
を経て登用

現時点の実力による登用

＝

異動可能
専門職
キャリア

組織職
キャリア

現時点の実力に基づく登用

専門職が活躍の促進／専門職キャリアの明確化
職種に関わらず、高い専門性にて高い価値を生み出すジョブを処遇
専門職のジョブを明確化し、必要なスキルを自発的に獲得し、自分で

キャリアをつくる

現時点の実力や意欲に基づく、機動的な適所適材による登用を行う

【候補者】 【ポジション登用】
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①「キャリア意識の醸成」
キャリアを考えるきっかけを提供するために様々な情報を発信
しています。キャリア開発の意義や多様なキャリアの選択肢

（社内公募、社内外副業等）などの情報をセミナーや社内情報
ポータルで発信しています。

②「キャリアデザイン研修」
個々人のキャリアの節目や課題に合わせて希望制で受講できる
研修を用意。キャリアデザインの考え方、手法を学びます。

③「キャリア相談」
個人の視点から一人ひとりをサポートしています。上司からの
部下のキャリア支援の相談も受けています。

リコーは、厚生労働省が選定する「キャリア支援企業表彰2015」の厚生労働大臣表彰を受賞しました。

 主体的に仕事に取り組む自律型人材
 自律を助けるキャリア開発支援

キャリアデザイン
自律型人材活躍のためのキャリア開発支援

C-03

 社員に主体的に仕事に取り組んでもらいたい
 若手社員の離職を防ぎたい／中高齢社員を活性化させたい
 上司が部下のキャリア支援ができるようにしたい

お客様と共有できる課題
★ 仕事と、自分自身の得意なことや興味関心があること、

一致する部分があると主体的に取り組める

■一致する部分をより大きくすることがキャリア開発
■そのためにできることを自ら考える

・スキルを身につける ・興味ある仕事にチャレンジ など

上司

社員

キャリア
アドバイザー

1対1
上司による
支援

キャリア相談

キャリアデザイン研修

セミナーなど情報発信
（意識醸成）

キャリア開発のためのさまざまな支援

スキル習得のための社内外研修プログラム社内公募、社内外副業等 人事制度

Will
興味関心・価値観

譲れないもの
やりがい

Can
強み

身に付けた
能力やスキル

Must
会社や組織から

の期待

「人的資本経営」が注目され、社員の「自律的成長」を経営課題の
トップに挙げる企業も多くなってきました。「ジョブ型人事制度」
等の試行が続く一方で、若手社員の意識は多様性を増しています。

このような環境で社員に教育を押し付けることは、意欲と成果の低
下につながりかねません。リコージャパンでは、一人ひとりの社員
が主体的に自らの成長に向かう人財開発に取り組んできました。

自律的成長でスキルと意欲が高まる人財開発の取り組み

 多様な意識をもつ若手社員の離職を防ぎたい
 社員のモチベーションを高める評価制度をつくりたい
 社員自ら学習に向かう文化を醸成したい

一人ひとりの社員が主体的に自らの成長に向かっていくために

C-04

お客様と共有できる課題

背景

モチベーションマップ

取り組み
評価・表彰制度に始まり、社会貢献活動から働きやすい組織づく
りまで、多様化する社員の「自律的成長」へと向かうモチベーシ
ョンの源泉に沿った、総合的な取り組みについてご紹介します。

リコージャパンでは、社内でのES調査により、「仕事を通じて成長を
実感することはあるものの、キャリアの先行き不透明感を感じる」と
学習･成長の機会についての課題を認識していました。
一方、コロナ禍を機に社会・経済・働き方は一気に変化しています。
会社・事業の視点においても、デジタルサービスの活用によるお客様の
変革（DX）に貢献することが より重要な価値提供となると考えています。
この実現のためには、社員のスキル向上（リスキリング）が不可欠です。
そのため、「リコージャパン プロフェッショナル認定制度」を立ち上げ、
スキルの可視化と自己成長支援の仕組みとして取り組み続けています。

職務の
定義

目指す姿
要件定義

理解促進
・啓発

可視化
・認定

スキル
アップ
支援

実践
成果

プロ認定によるスキルの可視化・自己成長支援
（スキル・成果・戦力など スキル情報 の OS・ベースシステム）

個人 組織 事業

戦力
分析

キャリア

事業
戦略

処遇
昇格・手当 育成 施策体制

成長実感・喜び
モチベーション

＊ ES（Employee Satisfaction）･･･従業員満足度

社員のスキル可視化と自己成長支援（人財開発）
「選ばれ続ける人と組織」を目指したプロフェッショナル認定制度

C-05

 社員のスキルの可視化をしたい
 自己成長によるスキルアップへの意欲向上・ES*向上を図りたい
 可視化されたスキルの活用による戦力強化をしたい

お客様と共有できる課題

認定要件の基本軸

知 識

成 果

技 能

基本レベル

プロレベル 8
プロレベル 7
プロレベル 6
プロレベル 5
プロレベル 4
プロレベル 3

プロレベル 1
プロレベル 2

企業変革
事業変革
価値創造
変革推進

牽引
主力

独り立ち
一人前
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１．リモート研修とマイクロラーニングに取り組み中

★Redlabo
RICOH Education Labo の略称
→リモート研修やマイクロラーニング内製が

できるスタジオ
※全国6拠点に整備
（札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡）

＊1 EdTech（Education×Technology）･･･教育とテクノロジーを融合させ
新しいイノベーションを起こす取り組みのこと

2022年1月現在

＊2 LMS（Learning Management System）＊3 TMS（talent management system）

２．以下の切り分けで、研修手法の中で一番コストの
かかる集合研修をミニマム化
マイクロラーニングとリモート研修で
受講者に必要な学びの場をいつでもどこでも提供

実
施
中

EdTech*1を活用した効率的な人財育成
「いつでもどこでも教育受講環境」の構築と提供により
限られた時間内で研修受講をしたり、知識習得ができる

C-06

 働き方改革に伴い、就業時間が限られる中でも研修時間を
しっかり確保したい

 研修量の増加がコストアップにつながらないようにしたい
 個人にとって最適な学習内容をタイムリーに提供したい

お客様と共有できる課題

Redlabo

LMS*2

できること

２．マイクロラーニング

５．アダプティブラーニング

４．ブレンディッドラーニング

１．遠隔（リモート）教育
※含むペーパーレス

個人個人に最適化された学習
内容を自動提供できる

種類

集まることなく支社会議室や
自席で学習ができる
教材の電子化：保存／検索性UP

学習者が受動的ではなく能動的に
学ぶこと 集合研修の前に必要な
知識を取得できる

ICT（eラーニング、SNSなど）の
活用や集合研修、遠隔研修を
織り交ぜ相互の気づきを促進できる

ICT基盤／施設

TMS*3

３．アクティブラーニング

３～５分程度の細切れ動画で
隙間学習ができる

1WAY
知識習得

復習

2WAY
個人の気づき引き出し

質問・回答

グループワーク
相互の気づき引き出し

選抜研修・実機 集合研修

（Redlabo）リモート研修

（LMS）マイクロラーニング

コ
ロ
ナ
禍

※ブレイクアウトルーム活用で
グループワークもリモートで実施

■健康診断項目の見直しとフォロー体制の確立
生活習慣病とその予備軍に加えて｢がん｣になる不調者が
多いということがわかりました。

⇒法定健診、がん検診も含めた社内独自の年代別健診を展開
するとともに全国にいる産業保健スタッフからの健康診断
事後フォロー体制の整備を行いました。

■健康診断後の医療機関受診率向上に向けての対策
要精密検査・要治療判定となり産業保健スタッフからの
再三の受診勧奨にもかかわらず残念ながら医療機関受診しな
い社員がおりました。

⇒受診促進制度「レッドカード・イエローカード」の発行で
受診率が向上しました。

■非喫煙対策
｢がん｣のリスクが高まる喫煙者数が
多いことと受動喫煙による健康被害を
避ける環境づくりが必要でした。

⇒社内での就業時間非喫煙ルールの徹底、
毎月22日禁煙デーに喫煙関連の情報提
供、禁煙希望者へのサポートとして
禁煙ガム購入の一部補助金を支給する
ことにより、喫煙率低下につながりま
した。

■健康維持・増進に向けての活動
自らの健康は自ら守るという意識の浸透がまだ不十分でした。

⇒以下の取り組みを実施しました。
①トップ自らの｢健康宣言｣に加え個人でも｢健康宣言｣実施
②健康目標や行動指標を明確にした戦略マップの制定
③健康行動を継続して取り組む社員への｢インセンティブ制度｣
④｢会社に期待する健康経営のアンケート｣実施し集計

健康経営優良法人 ホワイト500
(認定期間：2023年3月8日～2024年3月31日)

健康経営の取り組み

 健康診断項目の見直し及びフォロー体制を確立したい
 健康診断受診率向上のための効果的な対策を打ちたい
 健康を守るために非喫煙対策に取り組みたい
 健康維持・増進への意識を高めたい

2022年度リコージャパンの健康経営の施策

C-08

お客様と共有できる課題

防災の取り組み
リコージャパンでの災害に対する備え

C-07

■災害発生時の飲料水・非常食・備品を備蓄したい
■停電等に備えて電力を確保したい
■社員の防災意識を高め、防災・減災につなげたい

お客様と共有できる課題

【背景】
会社としての事業継続のためには、下記が必要です。
・社員の安否確認と命を守るための備蓄品
・事業復旧のための備え
・社員一人ひとりの災害に対しての意識づけ
平時から何を備えるか、どうしたら社員に防災への意識を
持ってもらえるか、検討・実行する必要がありました。

飲料・食料（1日分または3日分）、備品を事業所に配備
●飲料：飲料水・野菜ジュース
●食料：主食・おやつ
●備品：ブランケット・ヘルメット

ランタン・簡易トイレ・汚物圧縮保管袋

事業所待機者用：スマートフォンの充電用
●マグネシウム電池

災害対策本部用：必要機器の電源用
●蓄電池
●V2H充放電設備
●外部給電器

災害対策本部要員自宅用：休日・夜間の電源用
●カセットボンベ式発電機

防災・減災に役立つ情報発信
●リコージャパン掲示板
●デジタルサイネージ
●リコージャパン防災ハンドブック

２．防災備蓄品の配備

３．電力確保

４．防災意識の啓発１．安否確認システム
対象の災害発生時の安否確認メールの発信

●震度5強以上の地震
●特別警報（大雨・大雪）
●その他の災害でも会社の判断による発信（手動発信）
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取り組みによる効果
• 多様な人材の活躍によるプロダク

ト／プロセス・イノベーション
• 外的評価（就職市場での評価、社

会的認知度等）の向上
• 社員のモチベーション向上などに

よる個人およびチームのパフォー
マンス向上

リコーグループでは、多様な人材が活躍できる環境を構築するために、
経営戦略としてD&IとWLMの実現に取り組んでいます。

【取り組みの3つの軸】

意識・風土醸成

多様な人材の活躍推進 両立支援と働き方の見直し

【D&IとWLMの目指す姿と取り組みの軸】

一人ひとりのやりがいと活躍の実現・ 企業力の向上

D＆I WLM

ダイバーシティ・マネジメント
ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）とワークライフ・
マネジメント（WLM）の実現に向けた取り組み

C-09

 女性の育成・活躍推進を進めたい
 男性の育児参加を促進したい
 障がい者の雇用拡大・定着率をあげたい
 多様な人材が能力を発揮できる制度を充実させたい
 ダイバーシティに関するマネージャーの意識を高めたい
 グループ会社全体、グローバルで取り組みを進めたい

お客様と共有できる課題 多様な人材が活躍できる職場環境を構築する

グローバルの社員が一つのチームとして働く決意を表す「D＆Iステートメント」
を発信し、それを実現するための「D＆Iポリシー」を制定しています。

【WLMを実現した状態】

そして、多様な人材の活躍推
進のための施策や、育児・介
護などとの両立や柔軟な働き
方のための制度整備などを進
め、個をしっかり見るダイ
バーシティ・マネジメントを
実践しています。

＜取り組み前の課題＞ えるぼし3段目
2019年認定

プラチナくるみん
2019年認定

職場・上司におけるダイバーシティ推進

リコージャパン(株)

イクボス
アワード

2018

女性管理職の成長支援
・ネットワーキングによる自己研鑽／上位層への意識変革

女性管理職候補育成研修（管理職候補層の早期育成・母集団形成）
・マインドセットおよびスキル強化と実践トレーニング
・全国選抜社員のネットワーキング構築
・外部異業種交流研修への参加機会提供

女性営業の長期的な活躍促進
・エイジョとしてのキャリア自律支援とエンゲージメント向上

を目指したエイジョフォーラム開催
・全国エイジョのネットワーキング構築

女性社員のライフイベント両立支援
・子育て支援セミナー開催 －両立不安の軽減とキャリア意識の醸成
・上司向け両立支援用コミュニケーションガイド作成配布

女性社員育成のための上司向け研修
・メンバーの多様性に合わせたキャリア開発観点でのコミュニ

ケーション力・育成力の向上

イクボスセミナー・イクボス宣言
・風通しのよい“心理的安全性”の高い職場づくりを目指し、

イクボス育成を目的としたセミナーおよび研修を開催
（例：アンコンシャスバイアス、D&Iコミュニケーション力

向上、キャリア開発支援等）

その他：
・各支社、部門での勉強会や女性ワーキング活動への支援
・顧客向けダイバーシティ推進、働き方改革をテーマとした

社内実践事例のご紹介（ベンチマーキング対応）

テレワーク先駆者百選
2019年大臣賞

ダイバーシティ・マネジメント（女性活躍・イクボス推進）
顧客価値提供企業として女性社員の活躍推進および
キャリア意識醸成に向けての取り組み

C-10

 女性の活躍推進に取り組みたい（女性管理職比率向上）
 女性が活躍できる組織風土を社内に浸透させたい
 女性営業の長期的な活躍を進めたい
 上司層のD&I*理解と風通しのよい組織風土を作りたい

お客様と共有できる課題

課題に応じたポジティブアクション

社員のやりがいや活躍に向けての意識改革

全社に向けた意識・啓発活動

自己実現を図りながら、会社成長に貢献していく“キャリア自律”の醸成
充実感、納得感のあるワーク＆ライフを送るために、“新しい働き方の実践”を
可能にする制度・職場環境の整備

“ダイバーシティ＆インクルージョン“に対する社内認知・理解や実践への支援
多様なキャリア”をもつモデルケースの情報提供

上司のダイバーシティ・マネジメント力向上
“心理的安全性”の高い組織・職場づくりから、風通しが良く、
高いチーム力を発揮できる組織開発・運営のための支援
“イクボス”への成長支援

イクメン・チャレンジプラン特徴
①2022年度に対象となる社員全員が取得（100%）
②3連続営業日以上の取得を推奨
③体験レポートの提出 （夫婦それぞれのコメント付）

イクメン・チャレンジプラン（男性育児休業取得促進策）

 男性社員の育児休業の取得率を向上させたい
 男性の育児休業に関する全社員の理解を深めたい
 男女問わず「仕事と育児の両立」を支援する会社にしたい
 社員の長期休業を通して、社内の働き方改革を進めたい

男性育児休業取得促進策

C-11

お客様と共有できる課題

背景
少子高齢化に対する労働力確保の一環として、女性の社会進出
に大いに寄与する重要な取り組みとしてこのプランを位置づけ
ています。男性も主体的に子どもを育て、女性への育児や家事
の負担の偏りの解消を目指し、 男性取得者の気づきや経験談の
社内外への発信や、取得促進のためのオンライン勉強会を開催
しています。

プランの具体的施策
①社内告知

掲示板、発信文書、Chatbotなど
②勉強会開催

施策と制度のつながりを説明
Q&Aで参加者の疑問を即時解決
参加しやすい時間設定、社内勉強動画配信

③取得促進アクション
全国の人事担当者に対象者共有、
本人上司へ通達、取得対象者へTEL連絡

現状
イクメンチャレンジプランの推進により
取得率は58.5％（2020年度）から
92.7％へ大幅に向上しています。

＊ D＆I・・・ダイバーシティ＆インクルージョン



リコーグループでは、早くからバックオフィスにおける業務プロ
セスの自動化・効率化に取り組み、効果を上げるとともに
「生産性の向上」「業務効率化による人財活性化」を推進し、
「働き方改革」を実現してきました。
またRPAやAIの導入により、業務の高効率化を実現することで、
既存の人的リソースをより付加価値の高い業務へシフトさせ、
収益性の向上につなげています。

ロボットによる自動化・省人化

業務の種類

業
務
量

多

多

ホワイトカラーの業務

投資を断念 あきらめ
シ
ス
テ
ム
投
資

RPA適用による業務の自動化での改善

Chatbot（AI）の活用

17

経理・業務

※CONCURは、コンカー テクノロジーズ インコーポレイテッドの登録商標です。
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取り組み内容

【1】業務ミスの可視化
・ミスが発生した場合に必ず報告するルールを決定。
・いつ発生したのか、どのようなミスで、なぜ発生し、

どんな対応をとったのかを記録することを徹底。

【2】ミスの分析と対策の共有
・ミスの影響度でA・B・C・Dに区分。
・ミスが起こった工程や状況を詳しく分析。
・報告されたミスは、対応方法まで全員に共有。

【3】業務フローの改善
・蓄積されたミス報告から、ミスが発生しやすい箇所

を洗い出し、業務フロー図や手順書の見直しを実施。

【背景】
・全国の販売会社が持っていた業務を東西2拠点の業務センター

に集約していく過程で、効率化や工数削減に取り組む一方で、
多くのミスが発生していました。

・同じ内容の業務でも、地域ごとに独自の手順や決まりごとが
あり、業務処理の方法が統一されていませんでした。

・集約当初は「業務ミスは、ミスをした担当者が悪い」という
風潮があったため「ミスをしてしまったらどうしよう」と
各業務の担当者は常に不安とストレスを抱えていました。

・ミスが発生した際の対応内容も地域や担当者によって異なり、
リカバリーには多くの時間と工数が費やされていました。

集約業務センターにおける品質向上の取り組み
業務ミスを削減する仕組みの構築と様々な仕掛け

D-03

 業務処理のミスを減らし、品質を向上させたい
 高品質と高効率を両立させたい
 ミスが起こりにくい体制をつくりたい
 ミスが発覚しても、すぐに対応できるようにしたい

お客様と共有できる課題

ミスから学び、再発防止と
未然防止対策を図った結果、
ミスを削減することができ
品質の向上につながった。

＜活動の背景＞
飲食費精算をするうえで、利用者がルールや入力方法が
わからないために、電話やメールにて問い合わせがあったり、
問い合わせをせずに間違った解釈で精算をするため、
その是正を目的として簡易検索ができるツールを導入しました。

＜ご紹介する活動＞
既にあるFAQ文書を探しやすくするためのChatbot（AI）の
仕組みを構築しました。
例えば
１．経費精算にあたり、ルール（運用方法）の問い合わせ
２．PC入れ替えに伴う伝票出力不具合等の問い合わせ
３．消費税増税に伴う問い合わせなど

★具体例：飲食費の精算ルールはどこを参照すればよいか
⇒どこかに経理ルール文書はあるが探せない場合・・・

Before：利用者自身が答えのありそうなDBを検索

検索DBがわからないため、電話問い合わせとなっていた

After：Chatbotにて「飲食費ルールが不明」等の短文検索

AIが検索内容を理解して、
該当FAQ文書へと誘導
してくれる

Chatbot（AI）活用による問い合わせ軽減

 経理区：電話による問い合わせを減らしたい
 経理区：FAQの活用度を上げたい
 利用区：チョットした疑問をすぐに解決したい

経理ルール等の問い合わせをAI対応により軽減を図る

D-01

お客様と共有できる課題

【効果】

【取り組み内容】

① RPAの社内導入展開
RPAスキルアップ教育、
活用の周知活動、開発支援、
環境づくりの支援

② RPAを活用した業務プロセス改革
の実践

○RPAを活用した
累計改善業務件数・創出時間

○RPAを活用した業務プロセス改革の広がり
1対1を目指した開発支援を展開し、
RPA開発者を育成

 スキルアップ勉強会 (基礎編・フォローアップ編)
 開発個別相談会
 コミュニティサイトによるサポート
 電話でのフォロー対応

（リコージャパンの2022年11月現在の実績）

働き方改革と新たな価値創造に寄与する業務自動化の実践
RPAを活用した実践事例のご紹介

D-02

 RPAを活用した業務プロセス改革を行い、
生産性や社員満足度の向上を図りたい

 RPAを社内に展開・浸透させたい

お客様と共有できる課題

業務の種類

業
務
量

多

多

ホワイトカラーの業務

投資を断念 あきらめ
シ
ス
テ
ム
投
資

RPA適用による業務の自動化での改善

5業務
447時間

72業務
2,953時間

190業務
7,303時間

303業務
9,314時間

480業務
13,345時間

565業務
14,187時間

707業務
20,292時間

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

※ CONCURは、コンカー テクノロジーズ インコーポレイテッドの登録商標です。
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【背景】
・業務センターの有給休暇取得率は社内でも高い方だったが、

有給休暇を多く取得できている社員と全く取得していない社員
とで偏りがあった。2019年4月施行の改正労働基準法（有給休
暇取得義務化）により全員の取得率向上が急務となった。

・月末月初など、業務量が集中する繁忙期には常に残業になって
しまう部署もあり、残業も「やむを得ない」と考える組織風土
があった。

・聴覚障がいのある社員が在籍しているが、会議に参加する際に
資料や議事録で後から内容を理解することも多く、本人は情報
量不足に加えて疎外感、孤独感を感じることも多かった。

取り組み内容・効果
【1】有給休暇取得への「罪悪感」の払拭

・全員の有給休暇取得率70％を部門の目標値として取得を促進。
・半日年休や時間年休を活用し取得しやすい雰囲気に。

【2】メリハリのきいた働き方へ
・繁忙日と閑散日の波がある部門では、業務量予測を元に変形

労働制やシフト勤務制度を活用して残業時間を削減。

【3】繁忙期の可視化と組織横断ワークシェア
・グループごとの繁忙期を可視化し、他のグループがフォロー

できる体制をつくった。

【4】Pekoeの活用で情報量もモチベーションも向上
・打合せ時にPekoe*を活用してリアルタイムでテキスト化する

ことで、聴覚障がいのある社員が健聴者と遜色ない情報を
入手できるようになった。

・Pekoeとチャットでグループ内のコミュニケーションが
活性化してモチベーションアップにもつながった。

繁忙の波に合わせて出勤人数や勤務時間を調整して
残業を減らし、有給休暇も取りやすくなった。
聴覚障がいのある社員と健聴な社員とのコミュニケーション
が活発になり、メンバー間の見えない溝が払拭された。

集約業務センターにおける働き方改革の取り組み

 有給休暇の取得率を向上させたい
 残業時間、残業代を削減したい
 聴覚障がいのある社員に、もっと活躍してほしい
 社員の満足度向上と生産性向上を両立したい

メリハリのきいた働き方と多様性を認め合うチームワーク

D-04

お客様と共有できる課題

取り組み内容
【1】AI-OCRを活用し、ペーパーレスと効率化を検討

・取り扱う帳票にあわせてどのAI-OCRが活用できるか
AIツールの比較検証を実施。

・人とRPAとAIの特性を活かした作業分担も検討。

【2】受け取った請求書の処理業務にAI-OCRを活用
・仕入先から紙で届いた請求書をAI-OCRでデジタルに変換。

AIに事前学習させることで読取率も向上。
・基幹システムへのデータ取り込みにはRPAを活用し、自動処理

できる領域を拡大。
・デジタル化した請求書データの保管や検索性の確保等、

改正電子帳簿保存法に対応した新運用を構築し実践中。

【3】ハンド入力処理業務にAI-OCRを活用
・手書きの帳票（預金口座振替依頼書）をAI-OCRで読み取り、

CSVデータに変換。
・基幹システムへのデータ取り込みにRPAを活用しさらに効率化。

【背景】
・業務センターの業務はお客様や次工程へ影響を及ぼすため、

ミスや遅延が起きないよう、社員はストレスを抱えていました。
・ハンド処理で対応しなければならない件数が非常に多く、

納期に間に合わせるため繁忙期には残業が発生していました。
・処理ボリューム増に対して低いミス率を維持できているものの

ヒューマンエラーをゼロにすることはできず、ミス削減の対策
にも限界を感じていました。

・効率化の手段としてRPAを積極的に活用する文化が根付き、
各部門でRPAクリエイター*の育成が進んできました。

・2022年1月施行の改正電子帳簿保存法に備え、新たな運用の
構築が急務となりました。

人による作業が必要な工程とAIやRPAに任せる工程を
明確に分けることで業務の効率化と品質アップを実現。
残業時間とミスが削減したことでES向上にもつながった。

AI-OCRの活用による請求書処理と手書き帳票入力の負荷削減
RPAやAIを活用した業務の効率化

D-05

 社員の満足度向上と生産性向上を両立したい
 業務ミスを減らしたい
 人員不足に手を打ちたい
 業務処理の自動化を検討したい

お客様と共有できる課題

業務集約の過程で培った「業務効率アップの仕掛け」

 社員のスキル向上と業務効率アップを実現したい。
 業務の繁忙期と閑散期の平準化を図りたい。
 残業を減らし、休みを取りやすくしたい。
 仕事とプライベートを両立させてES向上につなげたい。

ES向上に結びついた様々な業務改善

D-06

お客様と共有できる課題

【背景】
・全国の販売会社が持っていた業務を東西2拠点の業務センター

に集約したため、当初は同じ内容の業務でも地域ごとに処理の
方法がバラバラで統一されていませんでした。

・集約当初はミス発生の都度、対応に追われるため残業になって
しまうことも多く、非効率となっていました。

・業務が属人化していて特定の社員にかかる負担が大きいため、
効率化や改善まで手が回らない状態となっていました。

・経験豊富な社員の高齢化により、ノウハウの共有や知識の
継承が急務となってきました。

・女性が７割を占めるため、家庭や育児との両立ができるよう、
働きやすい環境づくりが求められるようになりました。

取り組み内容
【１】業務の標準化で属人化やバラツキを是正

・業務フローの作成
・作業マニュアルの統一
・SLAの策定（Service Level Agreement）

【２】システム化やIT活用による高品質＆高効率の実現
・指定伝票への指定印刷で「脱・手書き」
・請求書の社印押印を印影印字へ変更

【３】体制の見直しによる適正人員配置
・業務棚卸の実施
・機能や業務量で組織の体制を変更
・他業務の繁忙をワークシェアでフォロー

【４】働きやすい環境の整備
・チーム制による業務補完の体制づくり
・メンバー間でデータや資料の共有
・有給休暇取得計画の共有
・皆が使いやすく綺麗なオフィス環境づくり

品質向上と効率アップのための取り組みが、残業抑制や
有休の取りやすさにつながりES向上に結びつきました！

＊RPAクリエイター：RPAのロボット開発者に認定された人

＊Pekoe・・・聴覚障がい者向けコミュニケーションサービス



SCM構造改革
リコーのSCM改革＝全社構造改革
顧客満足度と利益（キャッシュ）創出の同時実現のために、
グローバルな業務プロセス改革と統合された情報システムの
融合を目指す。

リコーは調達・生産・販売・物流などの限定された範囲のSCMではなく、
全部門・全プロセスを包含した全部門参画型の活動により、
グローバルな業務プロセス改革を行っています。
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リコーのSCM改革の特徴は、構造改革を通してSCMを構築し
てきたところにあります。顧客起点のリコー独自の可視化活
動により業務プロセス改革を行ってきました。また、改革さ
れたプロセスに基づいたITサポートツールの開発･導入によっ
て、投資をミニマムに抑えることが可能になりました。

これらの構造改革への取り組み（改善・改革の連鎖）の
経験を、グローバルSCMの課題解決としてご紹介します。

＊1 BPR（Business Process Re-engineering）
＊2 ファーストランナー方式･･･改革の水平展開＝先行した事例を水平展開し、より短期間でグローバル展開を実現させる

●一つ一つの改善が成果を生み、またそのつながりが大きな成果を生む
●生産と販売の信頼関係アップ
●BPR*1(業務改革)＋ ITの同期化・シンクロ化

リコーの
SCM改革

一つ一つの業務の改善・改革の連鎖

設計・生産・販売が
連携した構造改革

投資ミニマムで改善
成果を事業計画へ反映

既存システムを活かした
ITの有効活用

ファーストランナー方式*2

改善・改革の連鎖

グローバルで実現したSCM構造改革活動
顧客満足度と利益創出、同時実現のためのグローバルな
SCM構造改革活動

E-01

 在庫削減による利益創出をグローバルで実現したい
 部門間・プロセス間を超えた、トータルリードタイムの

短縮を実現したい
 投資を抑えた情報システムの構築を行いたい

お客様と共有できる課題

リコーでは、個々のお客様の求める仕様を把握し、工場で事
前にキッティング作業を行い直送することで、この世にひと
つしかない製品を素早くお届けする、工場キッティングとい
う仕組みを構築しています。

具体的には、Config DB（Configuration Data Baseの略）と
いうツールを活用し、営業現場で把握されたお客様のニーズ
について工場側と即時に共有し、オプション装着やお客様仕
様のカスタマイズを事前に実施しています。

Config DBは、生販計画、受発注、生産管理、生産、
出荷・納品、売上、品質保証の各基幹システムとの連携を
図り、関連部門が必要な情報を効率的に、常に鮮度の良い
状態で活用することができるツールです。

この工場キッティングの仕組みによって、販売区と生産区が
連携して多様化するお客様のご要望に応え、最適な供給がで
きるようになりました。

システム
ディーラー倉庫②倉庫①工場

商談情報を基に生産計画引当て

商談

工場からお客様へ直接プリセット
（キッティング／品揃え／包装レス）してお届け

ダイレクト
ビジネス
モデル

お客様
キッティング
カスタマイズ

プリンターシステム
サーバー

ソフトウェア

ソリューション

PC

受注
生産計画

仕入先

生産
関連
会社

販社

生産と販売（お客様）の距離を縮める

工場キッティングと顧客直送
顧客仕様に対応した迅速な納品による顧客満足度の向上
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 顧客ニーズの多様化に迅速に対応していきたい
 お客様先での納品作業時間や作業スペース、また梱包廃材

を削減したい
 お客様へ直送することにより中間在庫を削減したい

お客様と共有できる課題

グローバルで一元管理されたSCM基幹システム構築と展開

 複雑化した業務プロセスやシステム連携を整理し、シンプ
ル化した業務プロセスやシステム連携を実現したい

 色々な拠点でバラバラに行われている業務をベストプラク
ティスに合わせる形で標準化したい

 拠点間・システム間の情報のバケツリレーを廃して、グ
ローバルで一元管理されたシステムを活用し、グローバル
間で認識を合わせて業務を行いたい。

プロセスの可視化を行いあるべき姿を定め、システム統合を推進

E-03

お客様と共有できる課題

リコーでは、グローバルの各地域で同じ業務を行うのに各
地域それぞれで別のシステムやプロセスで業務が行われて
きました。そのため、各地域での業務品質にはバラツキが
ありました。

また、需給調整に関わるプロセスやシステムには内製して
長年改修を加え続けて複雑化したものや、パッケージソフ
ト等を組み合わせて業務が行われているものなどがあり、
データのバケツリレー型の非常に複雑なプロセスとなって
おりました。

この状況に対して、業務プロセス・システム連携の実態を
可視化し、統合パッケージソフトの活用を前提にあるべき
姿を描き、業務プロセス・システムの刷新を進めています。

各地域がバラバラに行っていた業務をベストプラクティス
に合わせる形で標準化を行いました。また、色々なシステ
ムに散らばっていたデータが1つのシステムで一元管理さ
れることとなり、グローバルで同じ情報を見て、共通認識
の下で業務ができる状態へとシステムの展開が進められて
います。

Before
<プロセス> <ツール>

自社開発システム

システム
(欧州)

システム
(日本) …

単機能
パッケージ

単機能
パッケージ

次世代システム・EG
(総合パッケージソフト)

<ツール>

販売計画立案

要求量・供給量計算

事計との連動検証

生産能力検証

After

Excel

Excel

Excel

Excel

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



ITシステム
業務プロセスの見直しによる業務革新を
IT活用により効率的に実現・定着

【活動の視点】
●止められないか
●プロセスの中抜きができないか
●今までできなかった業務ができるようにならないか
●作り上げた成果をお客様にご提供できないか
この４つの視点による業務革新に、リコーは、ITを活用して取り組んでいます。
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事業のグローバル化、デジタル化の加速に伴い、IT部門は
ビジネス区と戦略的パートナーとなり、プロアクティブに
グローバルのIT戦略、セキュリティのポリシー、投資マネ
ジメントのあり方などを検討し、展開していく必要があり
ます。

リコーではグローバルEAをIT戦略の軸としてグローバルでの
データ経営実現、グローバル標準プロセス・システム統合を
推進しています。

グローバルEA（Enterprise Architecture）戦略

リコーのグローバルIT戦略を効率的・効果的に策定し、達成させるための仕組み

F-01

 複数拠点に存在しているIT部門のガバナンスを高めたい
 ITガバナンスにおける管理ポイント、管理手法について

情報が欲しい

お客様と共有できる課題

リコーグループが進めるDX
「働き方」改革のその先にある「働きがい」改革

F-02

 DXの進め方を知りたい
 DX活動を社内に浸透させたい
 会社の今までのやり方を変えていきたい

お客様と共有できる課題

単なる業務の自動化ではなく、社員一人ひとりが業務プロセスを改善し続け、自律的にイキイキ
と働く体質づくりをどのように進めているのか、その取り組みをご紹介します。

リコーは2018年から「全員参加型の『社内デジタル革命』」
として、全社的な業務プロセス改革活動をスタートしました。
当初はRPAやAIを活用したボトムアップ活動が中心でしたが、
2020年度からローコードプラットフォームやその他のツール
展開へと拡大させ、常に進化を続けています。
この「業務プロセス改革」は単なるコスト削減ではなく、従業
員を3M（面倒、マンネリ、ミスできない）から解放し、デジ
タル技術でオフィスワークからストレスを取り除くことを目指
しています。

新しい仕事の仕方

デジタルツール

人材要件

学習コンテンツ

人材育成

ガバナンス サポート体制 称賛と共有

制度

スキル
DX

共通
価値観

＜DX実現に重要な3つのエレメント＞
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＊1 NSFコンバータ・・・リコーITソリューションズが開発したツールです。
＊2 RICOH EIM ・・・リコーITソリューションズが開発した文書管理機能を中核とした

クラウドサービス基盤です。

※ Microsoft 365、Teams、SharePointは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または
商標です。

リコーでの実践
10万件超のNotes DBの移行は、IT部門だけで実現
できません。そこで、ユーザー部門と連携した活動体制を
作り、徹底的な断捨離、サイロになったプロセスの見直しを
進めてきました。
IT部門は移行をスムーズに進めるため、グループの技術を
活用したツール作り（NSFコンバータ*1、RICOH EIM*2 ）、
業務部門からワンストップでの移行サポート体制づくり、
全社の進捗状況を可視化しながら脱Notesを推進しています。

リコーにおける脱Notesの取り組み
～10万を超えるNotes DBの前代未聞の移行プロジェクトが始まった～

Anytime, Anywhere, Any Device ～ Notesから脱却し、働き方改革を実現

F-03

 Notesから新しい働き方に対応したITツールにスムーズに
移行したい

 業務部門で作り込んだ多くのNotes資産を整理し、業務を
簡素化したい

お客様と共有できる課題

SmartPhone
セキュリティ確保された環境

Collaboration  x  Business Processing

NSF CONVERTER

RICOH EIM

文書管理 申請・台帳

Notes資産を
高い再現性でHTML化

柔軟な
アクセス権と
ワークフロー設定

Notes Enterprise Information Management

Teams

Microsoft 365

リコーグループの技術を活用し、脱NotesとAnytime, Anywhere, Any Deviceを実現する。
（NSFコンバータとEIM）

SharePoint

リコーでは、一人ひとりがイキイキと働き、チームとして最大の
パフォーマンスを発揮できる会社を目指し、「“はたらく”に歓びを」を
ビジョンとしてグループ全社で働き方改革を進めています。
改革のキーワードとなる仕事を通じて得られる「充足感」「達成感」
「自己実現」のため、「時間と場所に捉われない」「チャレンジを称え
あい、協力し合う」ことを実現し、データ利活用を前提としたコミュニ
ケーションインフラとして、 Microsoft 365をグローバルで選定し、導
入を進めていました。
社内一丸となり統一したツールの導入、展開、定着及び働き方改革に
取り組むことで、「人にしかできない創造的な仕事」の質をさらに高め
て、新たな価値を生み出しています。
今後は、コミュニケーションツールによる働き方改革の見える化を実現
し、Microsoft 365の活用改善に取り組みます。

※ Microsoft 365は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft 365で働き方改革！！
～ ツールを使いこなして従来の仕事の仕方そのものを変える ～

新しい世界（仕事の仕方）へのシフト ～ Microsoft 365の導入と活用

F-04

 リコーにおける働き方改革の活動概要を知りたい
 働き方改革のためのITはどのような環境を提供すべきか

知りたい
 利用部門はどのようにツールを活用し、働き方改革を

実現するかを知りたい

お客様と共有できる課題

ローカル5Gの社内導入と利活用事例の創出
5G導入による製造分野のDX加速

 5G／ローカル5Gの技術動向、利活用状況を知りたい
 製造業における5G技術の利活用事例を知りたい
 ローカル5G導入経緯や導入後の所感を知りたい

お客様と共有できる課題

モニターの
作業表示

コード読取

音声とLEDで
作業案内

重量計測による
部品数判定

ドライバーの
締結情報取得

クラウドへ
情報同期

利活用事例①360°カメラ「RICOH THETA」とストリー
ミング技術による遠隔現場把握

利活用事例②IoT*技術による生産設備の情報取得

利活用事例③AR技術を活用した現場作業の技術支援

リアルタイムで映像に重ね合わせた矢印による指示とコミュニケーショ
ンにより、そばに支援者がいるようにわかりやすく的確な作業を実現

高速
大容
量

多数
同時
接続

低遅
延

1km2あたり

10万デバイス 1ms～

上り
10Gbps

下り
20Gbps

遠隔地の視聴者が、手元のデバイスで自由に視点を操作し、拡大縮小して
視聴でき、生産ライン全体の状況をリアルタイムに把握可能

ボード型コンピュータに各種センサー・カメラなどをつなげた機器を生産
工程に大量に配備して、生産データをリアルタイムに収集している。既存
無線周波数のチャネルの重複による通信不良が問題化する中で5Gを活用し、
安定した通信環境の確立

【関連記事】リコー、ローカル5Gを活用したデジタル技術を製造工程に実装（PR TIMES）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000043114.html

RICOH
Remote
Field

RICOH
THETA

+

＊IoT：Internet of Things

F-05

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000043114.html
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開発・設計

顧客ニーズの変化による多品種少量生産・開発サイクルの短縮化へシフトする中で、
計画通りに開発を進めるため、
試作機ゼロを目指して設計プロセスを改革。競合優位な商品のタイムリーな提供の
実現に取り組んでいます。

開発・設計
世界一のものづくりを実現する開発・設計プロセスへ
顧客ニーズの変化による多品種少量生産・開発サイクルの短縮化へ
シフトする中で、商品のタイムリーな提供の実現に取り組んでいます。

昨今、一人ひとりが、チャレンジすることが認められ、称賛される組織風土、
自発的にイキイキと働ける組織を目指し、自ら仕事のやり方を
変えていこうという機運が高まってきています。
働き方改革の活動として取り組みをご紹介します。

＜ 働き方改革 ＞
・自発的にイキイキ働ける組織
・自ら仕事のやり方を変えていく
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複合機は、部品数が数千点あり、形状も入り組んでおり、機内の
気流はとても複雑です。以前は、度々熱や気流の問題が起こって
いました。そこでリコーでは、熱・気流シミュレーションを活用し、
効果を上げています。初めのうちは、解析結果が実験結果と合わな
かったり、計算時間がかかりすぎてしまったりして、うまく活用で
きませんでしたが、下記を実施することにより、十分な解析精度と
速さでシミュレーションができるようになりました。
現在では、リコーの商品設計において、この熱・気流シミュレー
ションが不可欠なものとなっています。

①ボクセル（直交格子）メッシュを用いた熱流体解析ソフトの活用
②機内発熱源の洗い出しと、発熱源ごとの発熱量見積りの高精度化
③紙やベルトなどの動くものが熱を運ぶ現象を再現するシミュレー

ション技術開発

複合機内外の気流（流速） 機内の温度分布

シミュレーション結果

先進的シミュレーション技術
機内全体の熱・気流シミュレーション

G-01

 試作評価に頼らずに、シミュレーションで熱や気流の問題を解決したい
 部品数が多い場合でも熱・気流シミュレーションを容易に行いたい

お客様と共有できる課題

取り組みによる効果
開発設計段階でパラメータ設計と機能性評価を活用すること
によって、性能と品質の事前確保が可能となり、試作段階以
降での問題発生をほぼゼロにすることが可能になりました。

企画 試作
評価製品設計 製造

パラメータ設計：設計パラメータの水準を最適化する方法
機能性評価：市場品質を予測する方法

検査 市
場

品質管理：製造ばらつきの
フィードバック対策

確認修正型アプローチ

品質工学：市場品質のトータルな改善と予測

品質工学の代表的な手法であるパラメータ設計と機能性
評価は、全体最適化視点での品質改善と品質予測を可能に
します。

これら品質工学手法を開発・設計段階で有効活用すること
によって、試作段階で顕在化したさまざまな品質トラブル
を個別に対策するという確認修正型のものづくりプロセス
から脱却し、トータルに品質を予測し、事前対応する予測
対応型のものづくりプロセスへの変革が可能となります。

技術が未完成な要素開発段階では、性能と品質の目標を
達成できるシステムや制御因子（設計パラメータ）を考案
することが求められます。

そのためには、性能と品質を改善するメカニズムを把握す
る必要がありますが、従来のパラメータ設計はシステムを
ブラックボックスにした最適化のため、最適条件は把握で
きても、何故それが最適条件かについてのメカニズムに
関する情報が得られませんでした。

この課題を解決するために、パラメータ設計とT法を連携す
る新たな技法（CS-T法 Causality Search T-Method）を
確立し、改善メカニズムの把握の効率化を実現しました。

管理手法予測手法創造技法 改善手法

企画 試作評価 ・・・

CS-T法 機能性評価パラメータ設計 QC(品質管理)

先行開発
汎用技術開発 製品設計 製造

CS-T法：品質工学の体系を構築した田口博士が2005年に考案した
多変量解析（T法）を応用した新しい技法
さまざまな要因と目的特性の因果関係を効率的に把握できる
2015年度 日本品質管理学会 品質技術賞受賞 （株）リコー

取り組みによる効果
性能・品質を確保するために有効な制御因子を的確に考案・
選択することができるようになり、要素開発段階で効率的に
技術を創り込むことが可能となりました。
活用実績：新規のメカ機構開発・機能材料開発等

品質工学活用のススメ①
品質の見える化と作り込み

G-02

品質工学活用のススメ②
開発段階での技術の創り込み

G-03

 性能と品質を事前に確保したい
 コストダウンをしたい
 試作回数を削減したい

お客様と共有できる課題

 研究開発投資効率を向上させたい
 新規技術の開発成功率を向上させたい
 開発期間を短縮したい

お客様と共有できる課題
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＊CS-T法：品質工学の体系を構築した田口博士が2005年に考案した多変量解析（T法）を応用した新しい技法
さまざまな要因と目的特性の因果関係を効率的に把握できる
2015年度 日本品質管理学会 品質技術賞受賞 （株）リコー

これまでの品質工学の教育は、方法論としての有効性を
強調する啓発的な内容のため、実際の開発設計の現場で
活用する実践力を修得できないものが多くありました。

一方で、実務適用のためにSN比の計算等の難解な数理を
天下り的に教えるセミナーもありますが、式の意味を
感覚的に理解できない教材のため、業務で活用する応用
的なスキルの修得が困難という問題がありました。

これらの問題を解決するために、セミナーを 「基礎コー
ス」、「活用・コンサルティングコース」の2つのパート
から構成し、表計算ソフトウェアによる演習形式でわか
りやすい実践的な教材を開発しました。

最適化技法
パラメータ設計

セミナー

品質評価技法
機能性評価
セミナー

品質工学の数理Ⅰ・Ⅱ
SN比からCS-T法*まで

取り組みによる効果
これまで2日間必要であったパラメータ設計と許容差設計
の手順を1日で学ぶことができます。また、機能性評価の
ポイント及びメリット・デメリットを修得できます。
SN比の計算の意味を理解できるようになります。
さらに実務活用を継続することによって、実践スキルを
持った人材が育ってきています。

早分かり
品質工学
セミナー

実践活用
コンサルティング

「基礎コース」

「活用・コンサルティングコース」

品質工学活用のススメ③

 開発設計を遂行する組織力を向上させたい
 成果を継続的に確保したい

人材育成

G-04

お客様と共有できる課題

社員が自発的にイキイキと働くことができ、チャレンジ
することが認められ、称賛する社内風土を目指し活動中
（参考：2022年9月時点 35チーム 209名）

①働き方を改善するアイデア提案を
本部全体から募集する。

②アイデアを具現化したい人が
集まり、チームで改善活動を
行う。（就業時間内に活動可）

③活動に対し「イイね！」で
評価し、後押しをする。

活動の輪を広げるきっかけづくり
「活動共有会」を開催（半期に一度）

【活動のサイクル】

活動のサイクルをまわす上で大事にしている3つの価値観
「主体性」「チャレンジ」「コラボレーション」

＊

＊LCA （Lively Challenge Activity）

働き方改革 ～風土を変える取り組み～
開発部門から始まった イキイキチャレンジ活動

G-05

 チャレンジを称賛する社内風土にしたい
 組織の壁を無くし、仕事の効率を上げたい
 社員の達成意欲が湧く、目標設定をしたい

お客様と共有できる課題

活動メンバーの声 参加者アンケート満足度 約77%
・社内の様々な部署の人とつながれたことで、業務でも他部署

の人と気軽に会話できるようになった
・他部門の方との接点を多く持て、イキイキを実践している人

たちと活動でき良い刺激となった
・専門スキル以外を学ぶきっかけになり、成長を感じられた 等

オープンイノベーション／共創の取り組み

 リコーグループの研究開発技術と共創したい
 オープンイノベーションによる新事業創出や競争力向上に

つながる取り組みを行いたい

リコーグループの研究開発中の技術をベースとした、
パートナー様とのコラボレーションを推進

G-06

お客様と共有できる課題

＜主な活動内容＞
①共創パートナーマッチング
・各技術テーマの共創目的、要件に合う企業／法人の

候補を抽出
・候補企業／法人へのコンタクト・面談
・リコーグループの技術紹介、共創ポイントのご提案

②社内外への技術・商品／サービスのPR
各技術テーマの目的に合う媒体で情報発信

・技術展示（リアル＆オンライン）
・Webinar（オンラインセミナー）
・外部マッチングプラットフォーム／イベントへの出展

リコーはヘルスケア・エネルギー・新素材などの新たな領域で
のオープンイノベーション／共創に取り組んでいます。

RICOH Collaboration Hubでは、共創パートナー候補とのマッ
チングや、技術・商品／サービスのPRの場を設け、社内の研究
開発部門と社外をつなぐ役割を担っています。

現在共創パートナーを募集しているテーマはこちらからご確認ください → https://jp.ricoh.com/ricohfuturehouse/collaboration

リコーグループの技術をきっかけに
お客様やパートナー様との共創活動を実践する場

R&Dテーマ
（社内）

リコー
コラボレーション

ハブ
パートナー候補

（社外）

相談 発信

提案 受信

パートナーマッチングプロセス
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生産
「リコーウェイ」を一人ひとりが徹底して

実践することで、世の中をさらに良く変えて
いく存在でありたいと考えています。

リコーブランドを支えてきた高品質・高信頼性の
キーデバイスの工法開発・設備開発力が土台となり、
試作・評価・部品加工から組立まで一貫した
ものづくり体制でフレキシブルな生産を確立しています。

リコーインダストリー（株）
本社事業所

(株)リコー 沼津事業所

『生産のリコーウェイ』
ものづくりの土台12の基礎

＊Ｓ・Ｅを土台として、Ｑ・Ｃ・Ｄを達成します。

1. 安全は全てに優先する

2. 5Sの徹底

3. ものづくりは人づくり

4. 地球環境にやさしい生産活動

5. 社会的責任(CSR)を果たす

6. 高品質の実現

7. 事実に基づく意思決定

8. 現場の見える化

9. 標準化活動

10.全員参加の改善

11.超低コストの追求

12.工程間同期化1コ流し生産の実践

SD
CA

+
PD

CA

ものづくり企業が抱える問題として、人材育成・原価低減は
避けて通れない課題となっております。

リコーでは改善を通じ、自ら考え行動する人材育成、ムリ・
ムラ・ムダを徹底排除し、生産効率を上げる現場改善を展開
しています。
また、現場改善の考え方を水平展開し、全社一丸となった
改善活動を進めることで原価低減につなげております。

このリコーの生産拠点で実践してきた改善活動のノウハウを
基に社外のお客様へ提供するコンサルティングサービスも
行っております。⇒工程改善支援サービス「工場維新」

教材を使った改善教育 現場でムダ観測中

教育風景

リコー無人搬送車
（AGV*）

＊AGV（Automated Guided Vehicle）… 無人搬送車

生産現場の改善活動

 全社に展開できる改善の仕組みやルールを設定したい
 改善活動を盛り上げ、改善文化を定着させたい
 コストをかけずに手作り可能な改善をしたい

全社改善で実現した『人にやさしいものづくり』

H-01

お客様と共有できる課題

生産現場におけるムリ・ムラ・ムダを徹底改善し
生産効率を上げる現場改善活動を展開しています。

改善活動から生まれたツール類
生産工程可視化システム

オールライン
レコグナイザー(ALR)

RICOHフレキシブル
イメージチェッカー

部品、ユニット、製品
搬送作業の省人化

動画振り返りによる
設備チョコ停要因の解析

カメラ活用による欠品
や相違の品質自動判定
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5S活動の取り組み
５S活動による「正常」と「異常」が見える職場づくり

H-02

 ものづくりの基盤である5Sを継続させたい
 「異常」がすぐにわかる職場をつくりたい
 S（Safety）、E（Environment）、Q（Quality）、

C（Cost）、D（Delivery）の向上を図りたい

お客様と共有できる課題

仕事の基本は『5S』です。
リコーは5Sの考え方を改善活動の柱として、
「安全」「環境」「人づくり」に取り組んでいます。

自社で培った5Sノウハウを活かし、サプライヤー様の
S（Safety）、E（Environment）、Q（Quality）、
C（Cost）、D（Delivery）の向上と競争力を強化するため
現場や事務所の5S活動をご支援しております。

このリコーの生産拠点で実践してきた5S活動のノウハウを基
に社外のお客様へ提供するコンサルティングサービスも行って
おります。⇒工程改善支援サービス「工場維新（5S版）」

【5S活動の位置づけ】
◆工具の姿置き

◆リサイクルボックス
の品目識別表示

紛失・個数の過不足防止

改善活動から生まれたツール

5S活動の事例

RICOH らくらくKAIZENサービス

スマートデバイスを使って安全･5S
パトロールの運用フローを効率化 分別ミスの防止、意識づけ

製造間接業務のデジタル化改善

 安全衛生活動におけるムダな作業をなくし、
業務効率や改善スピードをあげたい

 生産ラインのブザー対応業務を見える化し、迅速なプロセス
改善およびリーダー業務の負荷改善を図りたい

ものづくり工場で行うデジタルプロセスによる生産性向上

H-03

お客様と共有できる課題

【背景】
ものづくりを行う生産事業所では報連相ツールとして
紙帳票を主体に日常管理、業務が行われています。
社内のインフラツールを活用し、事業所横串活動として取り組
みを始めました。

【社内のインフラツールを有効活用 】
・社員であれば誰でも使えるハード、アプリケーションを活用
・特別なスキルは必要がなく、手軽に始められる
・成功体験が次の改善意欲へ繋がり、仲間も増える

工場内の間接／直経業務での困りごと・改善したいことの
社内開発アプリケーションの活用・応用による改善

事例1 「安全パトロール」の業務効率化
・デジタルカメラ撮影～指定様式への転記業務改善

事例2 製造ラインのブザー対応業務の見える化
・複合機ラインの班長、リーダー業務の改善

①異常に気がついた人が
②その場で記録、送信是正勧告
③是正結果を確認

①生産現場で作業者からのブザーコールへの
対応スピードアップとロスミニマム化

②ブザーコールの見える化・リアルタイム集計
による分析と改善

③班長業務の負荷改善・本来の班長業務に特化
できる環境づくり・直経人員数の適切化（削減）

スマホによる
ブザーコール化

デジタルツールを活用した生産現場のコミュニケーション効率化

 勤務交代時の引き継ぎ作業を効率化したい
 PCが限定された、または無い現場で、現場の気づきや議論

した情報を蓄積し、現場改善に役立てたい
 言葉で伝えにくい微妙なニュアンスの情報を正しく伝えたい
 現場と遠方スタッフの報連相を効率化したい

三交代生産現場、遠隔者との生産状況の報連相を活性化

H-04

お客様と共有できる課題

<実施内容>
今までは、PC画面を見ながら、言葉による引き継ぎが中心でした。
複数人で引き継ぐ際は、全員が同時に情報を確認しにくく、討議
内容も残しにくいという課題がありました。

RICOH IWB*の「大画面で、皆で書込み、即共有できる」機能を活用し、
・気づきや疑問を手書きで追記し議論を深め、理解度向上につながって
います。

・RICOH IWBに情報を蓄積し、いつでも誰でも確認が可能になり、
過去情報の確認や現場改善の活性化にも貢献しています。

＊RICOH IWB・・・RICOH Interactive Whiteboard（インタラクティブ ホワイトボード）

紙やPCを用いた業務引き継ぎの様子

気付きや疑問も
手書きで追記・
補足！

RICOH IWBを活用した業務引き継ぎの様子
大画面で見易い！

PC画面や紙では
図や文字が小さい

全員でデータの
目視確認が難しく
言葉中心の引き継
ぎとなりがち

メンバー間の相互
理解が深まる！
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①品質予測・制御システムの構築

品質管理者が20数項目の品質を
毎日チェックし、試行錯誤しながら
手作業で細かく製造条件を指示

従来 現在
コンピューターが品質を予測し、
次のアクションを指示！

②プラントの異常検知・自動運転

※写真はイメージであり、実際の場所とは異なります。

従来
工場には約5,000のセンサーが
あり、そこから毎日8万データ
が取得されているが、これら
大量のデータを日々管理する
ことは、人の限界を超えている！

異常が起きたらすぐに現場に知らせる！
全てのセンサーから得られる8万データを
コンピューターが管理し、異常がなけれ
ばそのまま自動運転を行う。

↓
トナー製造工程の
95%が自動運転
可能となり、人が
気付けない異常も
感知し、すぐに手を
打てるように！

現在

■沼津第1プラント AI化 対象業務範囲

AI化

<Before 1日当たりの工数> <After AI技術開発による工数変化>

AI 置き換え
12%

AI 置き換え
9%

AI 置き換え
15%

※写真はイメージです。

出典：第7回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム,2A-3(2020)

 AIを活用した品質の予測・制御を行うことにより、
製品の品質を安定させたい

 AIを活用した異常検知システムにより、プラントの
生産状態を高いレベルで監視したい

 AI系システム開発の技術者を育成したい

品質予測・制御および異常検知、自動運転システムにおいて
AIを活用し、作業の自動化を実現

お客様と共有できる課題

AI・IoT*活用によるデジタルマニュファクチャリングの実践H-05
＊IoT：Internet of Things

②Mixed Reality（MR）技術・Teamsによる作業支援

工場内

空間に手順書、作業動画の
表示により作業支援

工場内 遠隔（Teams）

視野

指示

●MR技術（定期メンテナンス・トレーニング・トラブル対応 等）

●MR技術＋Teams（トラブル対応・現場調査・システム導入 等）

遠隔地の熟練技術者と
会話・資料共有

工場内作業者の
視野を通して状況確認

MRスマートグラスにより空間にホログラムを表示し作業支援

MRスマートグラスとTeamsにてビデオ会議

動画

作業箇所
指示

作業者視野
①工場監視のリモート化
工場全体の稼働状況を
場所を問わず把握可能

在宅 工場内

外出先

他拠点 データのアップロード
およびデータの確認

＊1 AGV（Automated Guided Vehicle）・・・無人搬送車
＊2 ALR（All Line Recognizer) ・・・生産工程可視化システム
＊3 Motion Board ・・・情報活用ダッシュボード

ロボットやAGV*1（無人搬送車）による自動化を実現し、
直接労務費、工場内物流の間接労務費削減を実現しました。
また、自動化した設備を安定して稼働し続けるための工夫を
随所に施しました。

【活動内容】
●小型AGVによる材料の自動搬送／供給
●ロボットの多能工化（組立／梱包作業）
●トラブルモニタリングシステム

（ALR*2、Motion Board*3 ）
●オンライン自動点検、設備劣化／故障予測システム
●自動清掃システム

電動シリンダの劣化予測例:
傾きaの変化から劣化を予測し故障発生前に管理者に通知

AGV

自動搬送材料／資材置き場 自動充填組立工程 自動梱包工程

ALRとMotion Boardを連携した異常の見える化

■トラブルモニタリングシステム

ロボット ロボット

イベントタイムライン

異常の検出と動画の紐づけ

メール通知制御／データ
収集PLC

データ解析PC電動シリンダ等

ロボット

シリンタﾞ速度

指
令
電
流

傾きa

■自動化工程例

■オンライン自動点検、劣化／故障予測システム

※ Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Motion Boardは、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の登録商標です。

DX活用によるニューノーマルな生産工場の実践
工場のリモート監視・支援の実現

H-06

製造コストの削減 ｰ 自動化を支える技術 ｰ
トナーの容器充填、組立／梱包の自動化と稼働率の向上

H-07

 工場全体の稼働状況を現場・遠隔でリアルタイムに
監視したい

 熟練の技術者からのトラブル対応支援・ノウハウ伝承を
効率的に行いたい

 技術支援の質は維持したまま、出張を抑制したい

お客様と共有できる課題

 作業の自動化で人をより付加価値の高い業務に
従事させたい

 自動化した工程の維持管理の効率化を図りたい

お客様と共有できる課題



30

＜取り組み前の課題＞
安全確認 • 機器点検に手間と時間がかかる

• 人の五感チェックは、誤認のリスクがある

健康管理 • 季節により、労働条件が厳しい職場がある
• 温度／湿度をモニタリングしたい

教育・訓練 • 座学教育や資料を読んだだけでは、安全教
育の理解や意識向上は難しい

■安全確認...サーモカメラによる発熱監視

■健康管理...環境センサーによる熱中症リスク監視

■教育・訓練...VR技術による安全体感教育

＜取り組み内容＞

・設備の特定部位の温度を常時監視し、異常検知時はメール連絡
・対象が複数の場合、サーモカメラをAGV*で移動させて発熱監視
・点検工数を大幅に削減し、かつ遠隔監視が可能

・熱中症リスクのある現場に環境センサー（室内光発電）を設置し、
暑さ指数（WBGT）をリアルタイム監視

・異常時は、現場管理者へアラート通知

・危険行動のバーチャル体験で、安全意識と感性を向上
・重大事故の怖さを体感できる

設備・
制御盤

サーモカメラ 異常アラート

＊ AGV（Automated Guided Vehicle）・・・無人搬送車

デジタル技術による安全衛生の高度化・効率化

 Withコロナ時代に対応し、製造現場での安全点検／確認
作業を自動化したい

 作業者の健康を守るため、労働環境リスクをリアル／
定量的に管理したい

 危険行動／労働災害をバーチャル空間で体験し、作業者
の安全意識を高め、事故防止知識を定着させたい

Well-being（ウェルビーイング）な現場環境構築に向けた
取り組み

H-08

お客様と共有できる課題

WBGT値 注意
25℃未満

警戒
25℃～28℃

厳重警戒
28℃～31℃

危険
31℃以上

【背景】
①生産のQCD状況をそれぞれのシステムで把握して異常や

トラブルの対応をしていました。またデータ分析においても
データ収集／整理／加工に手間がかかっていました。

②作業要員に関する情報は人手で管理しており、出勤状況の
把握～工程配置に手間がかかっていました。

必要情報を自動収集し、生産状況を可視化することで、
タスクリスト自動生成によるデジタル管理を実現しました。
従来の人手による管理からデジタル管理に変わることでQCD
改善のスピードアップ、現場稼働率の向上につながっています。

＊DM･･･デジタルマニュファクチャリング

貯める取る 使う

パブリック
クラウド

【DM*プラットフォームの共通化】
データを“取る”、“貯める”、“使う”を共通化し、
誰もがデータを利活用できる仕組みを構築。

エンドユーザー

Machine
Learning
Machine
Learning

Azure 
Databricks

Power BI

セルフBI
（Power BI）

ダッシュボード
(3階層可視化システム)

ビッグデータ解析
（解析・予測モデル）

エッジデータ

情報収集ボックス

PC

RFID
（社員証カード

リーダー）

PLC

※ Azure、Power BIは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

デジタルマニュファクチャリングによる生産現場の変革
グローバル生産拠点における共通のプラットフォーム構築、統合管理の実現

H-09

 グローバルな生産拠点の生産状況、異常検知、トラブル
対応状況等を統一感を持たせて見える化を図りたい

 生産のQCDデータ収集／整理／加工の手間を軽減したい
 出勤管理の自動化により、現場の稼働率を向上させたい
 どこからでも生産現場の状態をモニタリングできる環境を

構築して間接業務のフレキシブルワークスタイルを実現したい

お客様と共有できる課題

【 ツール活用後のデータイメージ 】
ものづくり工場でのBIツールを活用した業務改革

 国内外を含め、グローバルで生産予実績の情報を把握したい
 全ての拠点で誰もが必要な時に、スピーディーに必要な

情報を収集できるようにしたい
 生産現場のデータを収集し、改善活動に活かしたい

BIツールを活用した
次のアクションにつなげる情報可視化と利活用

H-10

お客様と共有できる課題

【背景】
現状の課題発見や問題解決のためのアクションには社内で
稼働しているシステム等のデータから現状をタイムリーに
見極める必要がありました。
また早期解決のために分析に必要な情報（基幹システムか
らのデータ取得）を収集する時間を短縮し、欲しい情報が
見たい形で引き出せるツールが必要でした。

【BIツールの活用で実現できたこと】
・システムからのデータ取得作業の廃止
・可視化によるタイムリーな情報の共有
・報告用資料の自動作成

After

Before

※ ExcelおよびPowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
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調達購買
仕入先様と一体になったコストダウン活動と
グリーン調達により、Win-Winの関係を構築
価格競争に勝ち残る目標コスト達成に向け、
リコーの設計･技術・調達購買部門が仕入先様と一体になって、
開発上流からのコストダウン活動を展開。
また仕入先様とのグリーンパートナーシップ構築により、
サプライチェーンでの汚染防止や省エネに取り組んでいます。
これらの両者の強みを活かした協力でお客様満足度を高め、
Win-Winの関係構築につなげています。

設計仕様が決まると部材コストの80％は決まってしまうと
いわれています。*

リコーは仕入先様とのWin－Winの関係をベースに、
仕入先様と設計・技術・調達購買がコラボレーションし、
開発上流段階からの部材コスト削減活動を展開しています。

また、部門や人によるバラツキのないコスト決定・論理的な
コスト交渉、コスト目標の確実な達成のための予実績管理の
仕組みの構築やツール開発を行っています。
更には、直接材だけでなく間接材・経費系の支出まで
コストダウンの活動領域を広げグループ利益の拡大を
図っています。 ＊ 出典：Life-Cycle Cost and Economic Analysis 

(Prentice Hall International Series in Industrial and Systems Engineering)
by Wolter J. Fabrycky, Benjamin S. Blanchard

リコーの調達購買業務改革の取り組み
超低コストものづくりに向けたリコーの調達購買業務改革の取り組み

I-01

 新製品の部材費を削減したい
 設計上流段階からコストの作り込みをしたい
 直接部材のみならず間接材のコストダウンを実施したい

お客様と共有できる課題
超低コストの実現

調達購買戦略
◆新製品 開発上流から入り込んだコスト低減活動
◆量産製品 仕込み型コストダウンの拡大

開発部門との
コラボレーション

取引先との
WinーWin

の関係
組織能力
の向上

海外廉価部品
の採用

・開発購買
・部品品種の集約

・主要パートナー制度
・ひかりもの創出

・人材育成制度
・ITの活用
・コストテーブル

・中国（華南）
・タイ（バンコク）

グリーン調達の仕組みの構築は、自社だけではできません。
仕入先様・お客様とのパートナーシップの構築で、
さまざまな法令への対応・全体の環境負荷軽減・
職場改善・コストダウン、そしてビジネス拡大という
双方のメリットが生まれます。

リコーグループではグリーンパートナーシップとして、
仕入先様のCMS構築サポートをはじめ、
パートナー関係強化に取り組んでいます。

省エネルギー
温暖化防止
部品加工工程
環境負荷削減汚染予防

製造工程禁止
物質全廃

省資源・
リサイクル
廃棄物削減

活動の基盤

活動領域

CMS*3

EMS*4

＊1 RoHS指令…EU加盟国内で、電気電子機器に10指定物質の使用を制限する指令
＊2 REACH規則 (REACH:Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation)

…化学物質の安全性評価のため、事業に関わる化学物質を使用状況に応じて登録・管理することを求めるEUの規則
＊3 CMS（Chemical-substances Management System）…化学物質マネジメントシステム
＊4 EMS（Environmental Management System）…環境マネジメントシステム

グリーン調達 「グリーンパートナーシップ」

 環境負荷の軽減を図りたい
 RoHS指令*1・REACH規則*2などに対応する仕組みを構築したい
 仕入先様とのさらなる関係強化を図りたい

仕入先様の環境マネジメント構築支援でパートナー関係強化

I-02

お客様と共有できる課題
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お客様との議論にあがる取り組み事例

■RPA・Microsoft Power Platformの活用
間接材の購買業務においてもRPA・Microsoft Power 
Platformをはじめとした様々なツールを活用し効率化
や業務改善を進めています。

■サービス材を含めた間接材購買システムの導入
これまで物品中心だったシステムをサービス材領域ま
で広げ、一気通貫のシステムを展開しています。
＜取り組みによる効果＞
・一気通貫の購買プロセスに標準化
・帳票類（メール／FAX）の電子化
・コスト情報の一元管理
・自動マッチングによるコンプライアンス向上
・上流工程である取引基本契約書の一元化

戦略
立案

案件
創出

見積交渉
(ソーシング)

契約・発注
(パーチェシング)

管理
活動

案件進捗管理表の
自動更新

コストダウン集計の
自動化

購買KPIの見える化

発注・検収遅れの
督促自動化

ナビゲーションツー
ル導入による購買シ
ステムのユーザビリ
ティ向上

BIツールによる大量
な入札結果の分析

見積明細ごとの最安
値抽出の自動化

※ Microsoft、 Power Platformは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

間接材購買のDXI-03

本社購買部門主導による間接材コスト削減のグループ展開

＜取り組みによる効果＞
・間接材支出を可視化することができました。
・事務用消耗品など少額多品種品目のカタログ購買化

による過剰スペック品の購入抑止につながりました。

●経費支出の可視化
・間接材支出の可視化（品目別、仕入先様別）
・コスト削減の対象品目の選定（ペイオフマトリクス活用）

●活動体制の検討
・グループ横断的な間接材削減体制の検討

●品目毎のコストダウン戦略の立案と実施
・品目毎のコスト削減手法の検討
・コスト削減の実施・対象品目の拡大

●購買プロセスの構築
・グループ統一の購買システム構築検討
・少量多品種購買品のカタログ購買化検討
・国内拠点へのシステム導入

新しいビジネス様式における間接材購買活動の展開

リモートワーク
の加速・定着

新型コロナウイ
ルスの感染拡大

オフィスへの
出社の激減

・社員が購入するPC周辺機器及び什器類の
特別割引対応

・国内賃借オフィスの最適化検討

購買量の減少 ・品目パレート図の可視化による注力品目の抽出
及びコストダウン戦略の見直し

需給バランスの
急激な変化 ・業務委託の内製化・契約条件の見直し

デジタル化の
更なる加速

・コーポレートカードの電子帳簿保存法対応
・間接材購買システムeGRIPによる電子化の推進
・海外生産拠点へのeGRIP展開

コロナ禍における様々な変化に対応した購買
活動を実施しています。

SDGs・ESGへ
の関心の高まり

・グローバルスタンダード発行による
ガバナンス強化

・グローバルスペンドアナリティクスによる
人権侵害リスクのある取引のチェック

・サプライヤー行動規範の同意書取得開始

削
減
率

難易度難 易

高

低

国内案件 グローバル案件
※丸の大きさは削減効果（金額）を表しています。

（間接材購買センター 2021年2月時点集計データ）

間接材コストダウン活動I-04

新しいビジネス様式における間接材購買活動I-05

 部門単位での活動になりがちな間接材（経費支出）
のコスト削減について、グループ全体で取り組みたい

 複数存在する間接材調達の購買プロセス（支出品目・
購入量等）を可視化し、グループ全体の購買
ボリュームを活用したコスト削減を進めたい

お客様と共有できる課題

 デジタルツールを活用した業務効率化を図りたい
 間接材購買システムをサービス材領域まで拡大したい

お客様と共有できる課題

 新型コロナウイルスにより加速する
新しいビジネス様式に対応した間接材購買を推進したい

お客様と共有できる課題
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品質
「安心」から｢満足」そして｢感動」につながる商品づくり・品質づくり

リコーグループは、
ものづくりから販売・サービスまでの一連のプロセスは
もちろん、社内の活動のすべてをお客様起点で行っています。
改善・改革のサイクルを回しながらスパイラルアップを図る
体質づくりを日常的に行うことで
お客様の安心から満足、そして感動へとつながる
商品づくり・品質づくりを目指しています。

製品の安全性作り込み活動
さまざまな環境でも安全性の

極めて高い製品の提供

信頼性の高い製品の作り込み活動
さまざまな使い方をしても

故障の極めて少ない製品の提供

顧（個）客起点のものづくりプロセス
お客様が必要なときに必要な価値を
生み出せる製品・サービスの提供

改善活動と人材育成活動
世界のお客様に「感動」を

提供できる仕組みと人材育成

品質向上活動
お客様に「安心・満足・使い続けて感動」

していただくため、
継続的な品質向上活動の実施

全ての製品・サービスの提供と価値共創のプロセスを通じて、
お客様に「いつまでも安心・満足を感じていただくと共に、
使い続けて感動」していただくため、継続的な品質向上活動を
実施しています。その基盤は、基本品質向上活動を継続しなが
ら、会社全体のQMS成熟度をスパイラルアップさせることです。

品質に関する基本方針

リコーグループは、いつの時代もお客様に信頼され、
魅力ある企業グループであり続けたいと考えています。
そのために、リコーグループは全ての製品・サービス
の提供と価値共創のプロセスを通じて、お客様に、
いつまでも安心・満足を感じていただくと共に、使い
続けて感動していただくQualityを追求していきます。

いつまでも安心・満足、使い続けて感動

品質向上の取り組み
品質向上に向けた継続的改善活動

J-01

お客様と共有できる課題
 再発防止の仕組みづくりを図りたい
 品質マネジメントシステムの質を向上させ、日常的に

運用できるようにしたい
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リコーは品質教育に関する「ありたい姿」として、
以下を掲げています。

１．教育の展開推進
CS品質教育がリコーグループ全社員に定常的な必須の
基本共通教育としてスピーディーに展開されている

２．教育の結果
CSの心と技を備えた人財が全ての階層・年代に漏れなく
育成されている

これを踏まえて「リコー再起動」のために数年前から改めてCS品質に
関するマインド醸成やQM基礎教育の体系再構築に取り組んでいます。

～2020年2月実施のQM研修資料より抜粋～

現在も受け継がれている
リコーのQMに対する桜井元社長の想い

＊CS品質…すべての製品・サービスの提供と価値共創のプロセスを通じて、
お客様に、いつまでも安心・満足を感じていただくと共に、
使い続けて感動していただくこと

桜井 正光
(株)リコー 5代目社長

1.QMは “仕事・マネジメントの基本”
2.重要なこと

・三現主義
・ばらつき
・継続的改善
・潜在ニーズ発掘
・お客様起点

3.リコーの成長・発展のために、
QMを身につけ、伝承してほしい

事実直視

改善

お客様起点

CS品質*の人財育成
リコーが大事にしている「品質／CS」の考え方や価値観の社内展開活動のご紹介

J-02

 新入社員～中堅～課長～経営幹部を対象に階層に応じた
自社の「品質／CS」の基本を浸透させたい

 品質問題の再発防止やCSの認識を高めたい
 高い問題解決力を持つ次世代の改善リーダーを育成したい

お客様と共有できる課題

近年、市場要求の高まりにより各国の法規制（安全･EMC*･通信）
は厳しさを増しています。

リコーでは、国際規格や各国法規制の迅速な情報収集をベースに
確実な法規制遵守体制を構築してきています。

加えて、事故の未然防止に関しては商品開発設計時に安全性を
どれだけ作り込めるかが重要です。

社会的要求の変化も捉えながらリスク評価と分析・安全基準の
制改訂・製品反映などの改善活動に継続して取り組んでいます。

【苦労した点】
・活動開始当初は関連部署の参加者に活動意義の理解と

協力意識を持ってもらうことに時間を費やしました。
・同業種に加えて異業種での事故事例や法規制も参考に

しながら安全基準策定活動を推進しました。
・法規制認可マネジメントのシステム化も関係者に

その効果を理解してもらい協力してもらうことが
肝要でした。

【今後の展開】
・製品事故の未然防止を行うべく、商品開発上流での

リスク抽出と安全性の作り込みを行うように更に変革
していきます。

・今後も継続して社会環境変化や新規技術に対しても、
リスクを事前に検出して排除し、事故要因を生み出さ
ないシステム（先取り型安全）の構築を目指していき
ます。＊EMC（Electromagnetic Compatibility）… 電磁的両立性（電子機器から放射される電磁ノイズ）

製品の安全性の作り込み

 安心してお使いいただくために、製品の安全性を作り込みたい
 製品事故の未然防止に関しての一貫した体制を構築したい
 製品の安全性を作り込むための改善活動を進めたい

製品安全性の作り込みにおける改善活動の取り組み

J-03

お客様と共有できる課題

リコーでは、「使いやすさ」をお客様の重要なニーズ
としてとらえ、お客様の多様な場面で使いやすく、
わかりやすい商品をご提供するために、
「顧（個）客起点のものづくりプロセス」に取り組んでいます。

これは、開発プロセスの全ステップで、お客様の立場に
立った考え方に基づき、商品を開発するものです。
また、開発上流段階から関連部門が一体となり、
これを行うことで効率化を図っています。

プロセスの概要

商品コンセプト
と利用状況に
基づく取り組み
方針の決定

設計仕様の決定

ガイドラインに
基づく設計

プロトタイプ
の評価

総合的な
評価設計利用状況

の把握

チーム活動に
よる要求分析

握りやすく、順手でも逆手でも操作が可能。
少ない力で引き出すことができるため、かがみ込む
動作も少なくなり、楽に用紙の補給ができます。

引き出しやすい
給紙トレイ

（例）

ユーザビリティ・アクセシビリティへの取り組み
顧（個）客起点のものづくりを追求する
ユーザビリティ・アクセシビリティへの取り組み

J-04

 商品の使いやすさ、わかりやすさを通じて顧客満足度を上げたい
 商品の使いやすさ、わかりやすさを向上させるための体制をつくりたい
 商品の使いやすさ、わかりやすさを向上させるための仕組みをつくりたい

お客様と共有できる課題
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販売・サービス
「お客様から感謝・信頼・選択され継続した

お取引をいただける顧客接点」の実現へ、
販売プロセス改革とITインフラの強化

お客様ニーズが高度化・多様化し、商品購入手段も多様化する中、
従来の個人の経験・スキル、セールスの訪問販売だけに頼った価値提供から脱却。
最適な販売方法の標準化・ナレッジの活用、および販売プロセス改革とそれを支える
ITインフラの構築を実践しています。

提供価値
の最大化

お客様の
活動履歴や取引状況、

販売のナレッジ
が可視化され、
共有できている

標準化された
プロセス

プロセス改革を支えるインフラ強化
（顧客理解と生産性向上）

【顧客提供価値の最大化（プロセスの標準化とインフラ強化）】

価
値
提
供
プ
ロ
セ
ス
の
可
視
化
・
標
準
化

NetRICOH

@Remote

カスタマーエンジニア

デジタル
マーケティング

コンタクトセンター

お客様

顧客情報や
ナレッジなどが

個人所有

セールスプロセス
マネジメントスタイル

個人依存

BIツール

CIRUS

案件前からアフターまで
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【背景】
・移動時間･コストを抑え、営業の生産性向上が必須であった
・テレワーク･オンライン会議が普及するデジタル化の時代に

適した､お客様が求める営業スタイルへの対応が必要となった

【取り組み内容】
・Microsoft Teamsなどをオンライン商談推奨ツールとして

環境整備
・eラーニング及び支社別オンライン商談教育の実施
・活用事例をもとに有効な非対面活動シーンを明確化した

NewNormal営業ガイドの展開による意識改革
※ Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

非対面営業力強化による
営業の生産性向上

対面／非対面MIXモデル

“質”
案件化率を

上げる

“量“
総活動量を

増やす

売上UP
の実現

× ＝

オンラインを導入したNewNormal営業スタイルの確立

 オンラインを加えた非対面による営業活動の効率化と生産性向上
 ニューノーマル時代に適した営業スタイルの確立

従来の営業手段の訪問／電話／メールに “オンライン” を新たに加えて非対面営業を強化。
これからの時代に適したNewNormal営業スタイルを確立し、お客様接点の量と質を向上させる。

K-01

お客様と共有できる課題

＜活動内容＞
・AI（機械学習）／統計／多変量解析を活用した

科学的なターゲティング手法の開発

・顧客接点（セールス／カスタマーエンジニア／Web／コールセンター）
より、お客様へ提案する資料を自動生成／自動提案する
ITシステムの開発

・効率的且つ効果的なデジタルマーケティングの実現

ビッグデータ活用による
生産性向上再購入／

契約更新

迅速・的確な
サポート

有効活用

不満解消

故障／トラブルの未然防止

業務効率を更に
向上させる提案

課題発生時の検知による早期対応

過去の使用実績から
最適な提案を実現

ビッグデータを活用したマーケティング活動
ビッグデータとAI技術を活用し、お客様ごとの業務課題を
解決する最適な提案をタイムリーに実現する取り組み

K-02

 ビッグデータを活用して営業生産性を向上させたい
 デジタル技術を活用して顧客体験（CX）を高めたい
 分析力を活用してビジネスや営業プロセスを変えたい

お客様と共有できる課題

＜取り組み前の課題＞

紙契約であるために、以下のような問題が発生していた。
• 契約書を取り交わすためだけにお客様先に訪問する

必要がある。
• 責任者が不在の場合は押印ができない。
• お客様の担当者が不在の場合、再訪問する必要がある。
• 紙文書の管理の手間がかかる。

電子契約導入の目的、対象策定、期待効果算出

導入アプローチの策定

売買契約書の電子契約検討

売買契約書の電子契約展開

導入の優先順位策定

他契約書の電子契約検討

他契約書の電子契約展開

＜取り組み内容＞

電子契約導入による業務の効率化とコスト削減

 契約書作成業務（押印）のための出社をなくしたい
 取引先との契約締結にかかる時間を短縮したい
 収入印紙や契約書の管理コストを削減したい

販売プロセスの一貫したデジタル化による業務の生産性の向上

K-03

お客様と共有できる課題



突発的に発生する複合機の故障を予測し、事前対応す
る「予兆保守」は膨大な情報処理が必要とされ、従来
は実現困難でした。リコーは、お客様機器一台一台の
@Remote*の稼働情報や保守履歴のビッグデータを分
析することで、故障予兆を可能とする技術を構築しま
した。
これにより、故障予兆解析結果から、故障の予兆を示
す機器があれば、カスタマーエンジニアに通知するこ
とで、未然防止活動が可能になります。

＊ @Remote（アットリモート）は、デジタル複合機やレーザープリンターを
インターネット経由でリモート管理するリコーのサポート＆サービスです。

ビッグデータ活用による複合機の予兆保守
お客様機器一台一台から得られるビッグデータを分析し、安定稼働につなげる

K-04

 ビッグデータから故障予兆をとらえ、故障を未然
に防止したい

お客様と共有できる課題

@Remote

保守履歴

ビッグデータ

毎日すべての
機器を統計分析

故障予兆解析

故障予兆解析結果を用いた
未然防止活動

未然防止活動

カスタマー
エンジニア
保守情報

予兆保守

未然防止 故障発生

カスタマー
エンジニア

情報通知

お客様と共有できる課題

保守サービスの高効率オペレーション実現に向けた
サービスパーツ管理

■ お客様ニーズに対応した供給プロセスを構築したい
■ 不動・過剰の発生を防止し、在庫キャッシュの極小化を

実現したい
■ 供給打切りまでの継続調達を実現したい

●調達
国内・海外より調達し現地から直接グローバル供給しています。
製品生産打切り後の保守パーツ調達は小ロットとなりコストアップや
継続調達が困難な環境となるため、リユース等を活用した継続調達
活動を展開しています。

●在庫
不動・過剰の発生プロセスを製品ライフサイクルに合わせて要因分析
し、再発／未然防止を図っています。

●供給
国内・海外にて緊急供給拠点による当日配送やフルタイム供給を実施
しています。また、消耗パーツのキット供給等により、保守サービス
体制を支援しています。
このように調達から供給まで、高効率と顧客起点での対応を両軸に
プロセス改善を実施しています。

製品ライフサイクル毎の在庫分析による課題と対応

＊ SLA（Service Level Agreement）・・・サービスの提供品質を保証する契約

新製品発売前
購入在庫

必要数量毎購入在庫
（量産中）

【 起きている課題 】
メーカー生産打切一括購入在庫

生産打切 供給打切

商品特性に応じた
SLA*への対応が
求められている

受注の振れにより、
過剰/不動在庫が発生している

部品メーカー生産
打切りに伴い、一括
で部品購入を行うが
予測が外れる

[主な要因]

納入 発売発注

・商品特性に応じた
緊急対応力不足

・需要変動への対応力不足
・需要予測の精度不足

・一括購入の増加
・需要予測の精度不足

・商品毎のSLAに
応じた緊急供給
体制の整備

・市場情報を活用した
需要予測システムの構築

・リユース等を活用した
継続調達

・一括購入予測の精度向上

[主な対応策]

（生産打切り後も継続して購入）

サービスパーツ管理の効率化K-05

■審査件数は年間で30万件以上と膨大な量になる。

■審査回答まで時間がかかっていた。（平均約3時間）

■審査担当者が異なると、知識や審査の経験の差から審査判断に
バラつきがあった。

■審査自動化は進めていたものの20％前後で頭打ちの状態で
あった。

【取り組み前の課題】

【実施内容】<小口リース取引の審査業務>
■人の審査に替わりAIが瞬時に判定

■審査担当者が行っていた信用リスク判断の中で、
中間の層の審査判断自動化を促進

■審査自動化率が20％前後から約30％まで向上した

信用リスク
低い

信用リスク
中間

信用
リスク高い

■人の判断と95％以上の確率で一致する独自のAIを開発

※ 事業内容が競合となるお客様の場合には、ベンチマーキングをお断りさせていただく場合があります。

ICTによる小口リース取引の審査業務の改善

 AI技術を駆使した先進的な金融サービスを創出したい
 審査担当者の業務負担を軽減したい
 審査回答時間を短縮したい
 審査担当者が異なることによる、審査判断のバラつきを

なくしたい

リコーグループの知見を活用した独自のAI開発の取り組み

K-06

お客様と共有できる課題
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お客様と共有できる課題

｢VOC（お客様の声）｣を起点とした改善・改革活動

■ 自社のお客様満足度向上やお客様との関係力強化を図りたい
■ お客様の声を経営に反映させるやり方を知りたい
■ CSマインドの醸成やCS人材の育成について知りたい

当初は総合満足度の回復を狙って、悪い評価の原因を探り、
対策を打つ活動に取り組んでいましたが、思うような成果
につながらず試行錯誤は続きました。
その経験から、やみくもに結果（満足度）を追うのではなく、
お客様満足の「ありたい姿」を明確に描き、そこに至るため
の阻害要因を課題として抽出し、取り組む必要があることに
気づきました。

＜ご紹介する活動について＞
VOC（Voice of Customer）を起点とした
リコージャパンのCS活動を中心にご紹介します。

１）VOCに基づくCS向上活動
２）CS向上のための組織風土づくり
３）支社・事業部のCS向上活動
４）リコージャパンに対する評価について

企業が「CS実現」を追い求めるのは、企業活動の目的が
『顧客を創り続けること』であるからです。
そのためには、「お客様を深く知る」というシンプルで
実直な企業行動、従業員行動が必要です。
当メニューでリコージャパンが取り組んできたCS向上に
向けた取り組みをご紹介します。

CS向上の取り組みK-07

コールセンターに入電した「操作・設定・修理」関連のお問合せ
や現場で入力された苦情情報・CS調査等で収集したお客様の声
から、以下の観点で製品への改善活動を行っています。

1. 使いやすさ（ユーザビリティ）向上に向けた提案・改善要求
2. ユーザー視点での仕様のあり方の提案・改善要求
3. 故障トラブルのない安定稼働に対する提案・改善要求

※改善提案 160件／年

＊ VOC（Voice of Customer）

※お客様の声から製品改善につながった事例

お客様の声（VOC*）を起点としたCS活動の仕組みづくり
お客様の声（VOC）を商品、販売、サービスに活かせるよう、
問合せの対応履歴を蓄積・集計・分析し、関連区に発信しています。

K-08

 お客様の声を設計区／営業区／サービス区にて共有する
ことで、改善のための仕組みをつくりたい

 使用されているお客様の使用感および、ご要望や困りごと
を把握して次の製品づくりに活かしたい

お客様と共有できる課題

お客様

CSものづくり
情報交換会

国内コールセンター
定例報告会

CS改善依頼

リコー

商品企画
設計・開発

Fresh Voice eXpress
（テキストマイニング）

コールセンター

CForce
（対応履歴DB）

苦情対応依頼

対応依頼

販売情報紹介

リコージャパン

販売
サービス

問
合
せ

回
答

顧客の声を集計・分析

＜遠隔サポート＞

●遠隔サポート
カスタマーエンジニアの到着をお待ちいただく必要なく、
お電話口で簡単な復旧操作をしていただいたり、操作パネ
ルを活用しながら遠隔で操作方法のご支援をしています。

●マルチチャネル化
修理、操作依頼のチャネルとして、音声自動応答／チャッ
トボット／お客様サポートアプリ、お客様ご自身で操作方
法を検索いただく手段として、YouTube™サイト／チャッ
トボットで動画やFAQをご案内しています。また、
Twitterを活用して、サポート情報を発信しています。

●問い合わせ先をワンナンバー化しフリーダイヤルに集約
2016年よりリコー製品に関するお問い合わせ時の窓口を一本化。
お客様がお困りの際に、問い合わせ内容や製品によって掛け直し
ていただく必要がなくなりました。
製品を跨ぐお問い合わせについてもセンター間でお問合せ内容の
共有が可能になりました。

※ YouTubeは、Google LLC の商標です。
※ Twitterは、Twitter, Inc.の登録商標です。

コンタクトセンターのCX向上への取り組み

 問い合わせ窓口を一つに集約し迅速かつ的確な対応を図りたい
 コンタクトセンターで即時解決をしたい
 問い合わせチャネルを拡張し、時間や場所に捉われずお客様の

ご都合に合わせたスムーズな対応をしたい

顧客体験価値向上を実現するコンタクトセンターへ

K-09

お客様と共有できる課題

※ フリーダイヤルのサービス名称はNTTコミュニケーションズの商標です。 ※ワンナンバーは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

VOCに基づくCS向上活動
• VOC（Voice of Customer）とは
• VOCに基づく改善活動
• お客様満足度調査
• 調査結果に基づくアクション

支社・事業部のCS向上活動
• 支社CS向上委員会
• 支社CS向上委員会の活動

CS向上のための組織風土づくり
• 社内に向けたCS情報の発信
• 社外に向けたCS情報の発信
• CSマインド情勢のための取り組み

VOCに基づくCS向上活動
• J.D. Power社顧客満足度調査
• 日経コンピュータ顧客満足度調査
• リコージャパンお客様アンケート
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●外部機関及びリコー独自調査結果から改善マネジメント
応対品質監査や顧客満足度調査を実施し結果分析することにより、
さらなる品質向上に取り組んでいます。

●提案型の応対を目指す取り組み（リードジェネレーション）
コンタクトセンタースタッフ育成のマイルストーンを設定し、コミュニケー
ターはお客様応対に必要なスキルを習得しています。さらには、お問い合わせ
内容に的確にお応えするのみならず、会話内容からお客様の業務課題をキャッ
チし、提案型の応対を実施できるように教育を行っています。

●従業員満足度向上施策
日々の業務や取り組みの成果を確認、応対力を披露し研鑽する場としてリコー
独自で電話応対コンクールを実施。モチベーションや従業員満足度（ES）の
向上を図っています。

日常マネジメント
改
善
サ
イ
ク
ル

教
育
・
品
質

モニタリング評価

コーチング＆モニタリングフィードバック

講習参加/目標設定

業務遂行/目標の実践

応対品質マネジメント

評
価

品質監査
・応対品質
・テクニカル
・業務プロセス
・改善アクションプラン

教育
・新人導入教育
・CS応対の基本
・テクニカル教育
・ロープレ／OJT

・社内 電話応対コンクール ・外部 顧客満足度調査
・リコー 顧客満足度調査・社内評価による表彰

●応対者教育／品質改善サイクル

コンタクトセンターのCXを支える人材マネジメント
お客様の満足度を高めるために
コミュニケーター、一人ひとりの対応力を強化

K-10

 お客様のお困りごとの解決に、確かなスキルで貢献したい
 受付応対品質向上の仕組みを確立し、品質の安定を図りたい
 コミュニケーターのモチベーションや従業員満足度を向上したい

お客様と共有できる課題

◆背景
・お客様環境や事業変化に伴う新たな製品やサービスに、迅速

かつ柔軟に対応できるプロセス改革に取り組んでいた。

◆取り組み内容
・顧客軸でのお客様対応の実現に向けて、「提案型の応対」や

「トータルサポート」を実行するプロセス改革を行い、
CX（顧客体験価値）の拡大を目指す。

・スクラッチ個別開発システムから脱却し、SaaS型クラウド
パッケージへ刷新。
ソリューション：Salesforce Service Cloud Lightning

（1,500ライセンス、10事業所）
◆苦労した点
・全47ダイヤル窓口の現状分析・課題の洗い出しを実施。

業務要件を一つにまとめ、目指すべき姿を決定。
・業務をパッケージツールに合わせるFit & Gapを実施。

102件のGapが発生、調整の結果86件がパッケージ標準にFit。
Gap16件はBPRを実施、最終的な開発要件を6件に絞り込む。

・IT部門とコンタクトセンターが一体となり、アジャイル開発
方式を用いて、短期間でシステム設計構築を実施。

＊ EDW（EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES）
“リコーがお客様へ提供する価値”人と情報をつなぎ、人の伝える力、人の生みだす力を支えること

CRM基盤 統合顧客情報

ナレッジ・FAQ

応対履歴

契約情報

顧客情報

機器情報

修理手配進捗

コンタクト
センター

業務

受付
問診
テレメンテナンス
エスカレーション
エンジニア手配
手配受託監視
集計／分析

デ
ー
タ
連
携
基
盤

顧客情報

契約情報

機器情報

販売情報

サービス情報

EDW*アプリ

連携システムチャネル

※ salesforceは、salesforce.com,Inc.の商標または登録商標です。

コンタクトセンターのCX実現に向けたCRMシステム刷新
顧客軸でのお客様対応、利益創出の実現に向けたプロセス改革およびシステム刷新

K-11

 お客様やビジネス環境の変化に、迅速かつ柔軟に対応したい
 販売部門とサービス部門のシームレスな情報連携を可能にしたい
 システム改修期間や費用を減らしつつ、AIなど最先端技術を取り

入れたい

お客様と共有できる課題

遠隔技術を活用したお客様への新たな価値提供と困りごとの早期解決
最新遠隔ツールを活用したDX活動でお客様に先進性と未来の実現を
体感いただくと共に、高効率な現場作業で時間短縮とCS向上を実現

K-12

お客様と共有できる課題

実現したいこと
・お客様への新たな価値提供
・オンサイトレスによる高効率体制の構築
・熟練技術の共有
・お客様の困りごとを早期解決
・若年技術者に対する支援と育成
・技術教育のリモート化

Customers
PC／複合機操作部

OPTiM®／TeamViewer

スマートグラス
TeamViewer Assist AR
／Help Lightning

全国に429のサービスステーション、約4,600名のカスタマー
エンジニアが地域密着でお客様をサポートしています。
5G実用化や昨今の日本が直面している社会問題に、DXを活用
して立ち向かい挑戦します。（2022年4月1日現在）

＜ 遠隔ツール＆サポート＞
数種類のツールを比較検討、お客様と現場カスタマーエンジニ
アにとって最適なツールを選択、遠隔サポートを実施します。
現場カスタマーエンジニアと熟練スタッフが映像と音声を遠隔
で共有、アノテーション機能などを用いて困りごとの早期解決
と技術伝承を行います。

スマートフォン
TeamViewer Assist AR
／Help Lightning

※TeamViewer Assist ARおよびTeamViewerは、ドイツ TeamViewer Germany GmbHのドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。
※OPTiMは株式会社オプティムの登録商標です。

 労働人口減少による現場作業者不足への対応
 熟練技術の伝承
 ダウンタイムの削減、再訪問の削減
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物流
物流工程のコントロールタワー機能を高め、
グリーンロジスティクスを実現

調達物流

回収
リサイクル物流

生産物流

販売物流

循環型ロジスティクス

エコ包装設計 部品・原材料物流 工場内物流 製品物流

拠点への商品物流

流通加工
キッティング 他

エンドユーザーへの
お届け・設置下取回収包装材・循環型

エコ包装回収

分別・分解

リサイクル

物流環境経営を目指す中、リコーグループの物流部門では、
回収・処理のネットワークと情報システムを連動させた情報管理や、
「コメットサークル」の各ループの効率的運用のための基幹システムを充実させてきました。
また全国に展開する物流インフラを活用し、物流工程のコントロールタワー機能を高める
活動を継続。
リコーグループの物流ノウハウを活かし、さまざまなお客様へ
高付加価値な物流サービスを提供しております。
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・ 複数の荷主、複数の出荷オーダーに同時対応
・ 機械仕分けにより、高速で高品質な作業を実現

◆ 作業の自動化により大幅な効率化を実現
（作業人員▲16％、作業スペース▲14％）

⇒ 物流費の低減
◆ 機械仕分けにより高精度な物流作業を実現

（シングルPPM*達成）⇒ 高品質な物流サービス
※効果は、SBSリコーロジスティクス倉庫実績（2022年実績） ＊PPM（Parts Per Million）…品質不良の評価尺度

共同配送物流センター

SBSリコーロジスティクス

大手
家電量販店

向け

大手小売店
向け

ホーム
センター

向け

ドラッグストア
向け

その他
小売店舗

向け

※ コンサルタント会社や事業内容が競合となるお客様の場合、SBSリコーロジスティクス(株)へのベンチマーキングをお断りさせていただく場合があります。

店舗・納品受け入れ作業削減の取り組み

 店舗納品受け入れ作業の負荷を軽減し、販売業務を
強化したい

 仕入先の作業負荷軽減など、トータルで物流コストを
低減したい

 在庫を持つパターン、持たないパターン、どちらにも
対応した物流機能が欲しい

仕入先での出荷作業、店舗での納品受付作業の削減

L-01

お客様と共有できる課題

SBSリコーロジスティクスグループでは、国内全域をカバー
する回収＆リサイクル拠点のネットワーク網を構築しています。
47都道府県および6つの市町村で産業廃棄物「収集運搬業」の
ライセンスを取得し、専門の知識を有する担当者による監査・
運用管理を定期的に行うことで、数多くのお客様に遵法で適切
な回収・静脈物流の提供、提案を目指しています。

【専門の担当者による監査体制と所有施設について】
・担当者は特別管理産業廃棄物管理責任者講習会を定期受講し、

国内全域の各拠点に監査を実施（半年に1回）
・SBSリコーロジスティクス（株）が国内3か所で中間処理施設

を運営（東京・大阪・宮城）
＊1 静脈物流･･･返品商品や、輸送段階で発生する包装資材など、廃品の回収に伴う物流
＊2 DoD方式（Department of Defense）･･･国防総省規格の消去方法で、ハードディスクのデータを

3回繰り返し消去を行う方式

◆回収したPCハードディスクのデータイレース対応
ソフトによるデータイレース（米国防総省準拠のDoD方式*2 ）
や物理イレース（器具による破壊）を行い、個人情報や機密
データ等の外部流出の防止を図っています。
また、お客様先での物理イレース作業も実施しています。

◆国内の回収・静脈物流を一括管理化で管理負担を軽減
• 国内全域で「収集運搬業」のライセンス取得
• 回収・集約の拠点である「グリーンチェックセンター」の

展開（23か所）、回収物の再資源化を手掛ける「リサイ
クルセンター」の展開（5か所）
→最終処理まで一貫した対応が可能

• 作業進捗や機器情報などの管理を徹底し、不法投棄などの
違法行為を防ぐための厳格な管理を実施

お客様は、各地域毎の運送業者、廃棄業者との契約・発注が
不要となり、監査・管理業務の負荷が軽減するとともに、専
門の担当者へ適切な処理方法を相談することもできます。

回収・静脈物流*1のコンプライアンス強化
専門家による監査・運用管理を国内全域で展開

L-02

 コンプライアンス経営に準じて、書類やPC等の廃棄・資産
管理を適切に実施したい

 回収・廃棄の管理を強化したいが、負担は軽減したい

お客様と共有できる課題

お客様
SBSリコーロジスティクス 保管・リサイクル

PC回収作業 PCデータイレース作業
（報告書発行） 保管

リサイクル

薬機法に基づいた物流管理の実現（化粧品・医薬部外品）
化粧品製造業ライセンス取得でワンストップサービスの提供

L-03

 日本の薬機法に関する法的制約を遵守しながら、
物流コストを低減したい

 化粧品の輸入に関する業務負荷を減らし、
販売業務を強化したい

 製造（流通加工）業務を短納期で実施したい

お客様と共有できる課題

SBSリコーロジスティクスグループでは、国際物流機能
と国内の輸配送ネットワークを組み合わせることで、海
外工場からの輸入、通関代行、国内での製造、流通加工、
保管、エンドユーザーへの配送までを一気通貫で提供し
ております。

お客様のお取り扱い商品に必要な業認可の取得や環境設
備への投資により、弊社施設で製造（流通加工）業務を
完結することで、高効率な物流配送ネットワークを構築
し、物流コスト削減、配送リードタイム短縮を実現しま
した。

※フローの拡大図は補足資料に記載しております

取扱商材例 輸入・オーガニック化粧品 / 化粧品原料
スキンケア用品 / メイクアップ用品 / ヘアケア用品
ヘルス＆ビューティ関連商材 / 化粧雑貨
ビタミン剤やサプリ、入浴剤、制汗剤など

対応可能な作業 ①輸入通関後の倉庫（物流センター）での製品検査（受け入れ検品）
②製造行為としての化粧箱包装
③法定指示に基づく表示物（成分ラベル等）の貼付
④一時および長期保管
⑤ピッキング・出荷

対応施設 物流センター厚木
神奈川県厚木市下古沢

保有認可 化粧品・医薬部外品製造業認可（包装・表示・保管）



ベンチマーキングのご案内

ベンチマーキングに関するお問い合わせは、リコージャパン営業担当者にご相談ください。

お客様が抱えている課題や実践、挑戦されたいことをお聞かせください。
課題解決のための私たちのさまざまな実践経験を、お客様と共有したい
と思っております。

カタログに掲載されているメニューについて、
共通の課題をお持ちのお客様とリコーグループ実践部門との
ベンチマーキングも実施しております。

※オンライン対応も実施中

カタログのメニューについて
もう少し詳しい資料が見たい

リコーグループの取り組みについて
詳しい話が聞きたい

課題を共有できる実践部門と
直接ディスカッションしたい

ベンチマーキングご希望の際には、ベンチマーキング ヒアリングシートをご記入いただきます。
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※ QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。



東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル 〒105-8503

※ベンチマーキング実施の際は、恐れ入りますが当グループ対象部門へお越し頂きますようお願いいたします。
※リコーグループ内の業務変更およびご依頼の内容などにより、社内実践者と意見交換できない場合がございます。
※コンサルタント会社や同業他社のお客様のベンチマーキングについては、一部、お断りさせていただく場合がございます。
※ベンチマーキング終了後の、改めてのご質問についてはご遠慮いただいております。
※本資料に掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。

Ver.1.0このカタログの記載内容は、2023年5月現在のものです。

私たちが実践してきたことが、お客様の課題解決のために
お役に立てるかもしれません。

私たちはお客様の生産性向上と新たな価値創造に貢献し、
そのなかで「お客様とのゆるぎない信頼関係を築く」ことを目指しています。

そして、課題解決のための私たちのさまざまな実践経験を、
お客様と共有したいと思っております。

リコーグループ各社で実践してきたこと、挑戦していることを、
お客様の課題解決や企業体質の強化にご活用ください。

https://www.ricoh.co.jp/service/rpp/

※ QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.ricoh.co.jp/service/rpp/
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