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2本のLCX（同軸ケーブル型アンテナ）によるLCX-MIMOシステムの開発
光ファイバ融着接続機がGLOBAL FUSION SPLICERS CUSTOMER VALUE LEADERSHIP AWARDを受賞
可視・近赤外用光ファイバカプラのラインナップ充実
ドロップ接続収容ケースの販売開始
レーザー学会産業省「優秀賞」を受賞
内視鏡向け高解像度イメージファイバの開発
高品質光ファイバの優れた量産製法である「VAD法」がIEEEマイルストーンに認定
WBLCX®・有線LAN複合ケーブル（ARCHI-LCX）の開発
リチウムイオンキャパシタの開発
センシング用PANDAファイバ
仙台市地下鉄南北線向け信号用ケーブルの納入開始
新型光コネクタ端面観察器FOCIS Flexの販売開始
エネルギーハーベスティング型ワイヤレス環境センサシステム
FutureGuide®-Aceの紹介
第53回技能五輪全国大会参加報告
6キロワットファイバレーザ（FLC-6000M-W）
高出力レーザ光出力用溶着型ファイバ端末加工技術の開発
海外通信・放送・郵便支援機構が発足
トンネル照明用ワンタッチコネクタの紹介
美観性を向上させた透明光ファイバの紹介
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美観性を向上させた
透明光ファイバの紹介

透明光ファイバは、日本電信電話株式会社殿からの要請を受けＮＴＴアクセスサービスシステム研究所殿と共同

開発した製品です。

FTTHの光開通工事では、配管通線性に優れた細径低摩擦インドア光ケーブルもしくはドロップ光ケーブルを

そのまま宅内に配線していましたが、ケーブルを露出させ配線する場合、ケーブル自体が目立ち、美観を損ねる

ことが課題となっていました。

透明光ファイバは色が透明で且つ細径であるため、本ファイバを導入することで、多様な壁面に調和した光配線が

可能となります。

透明光ファイバは、2015年7月より東日本電信電話株式会社殿、西日本電信電話株式会社殿に導入され、美観性の

優れた光ケーブルとして好評を博しています。

尚、日本電信電話株式会社殿では、釣り糸のように細く透明で、美観を損ねない配線が可能な「透明光ファイバ」と

して、「2015年グッドデザイン賞（素材・部材/生産・開発・製造技術/製造法）」（Gマーク）を受賞しています。

美観性を向上させた美観性を向上させた
透明光ファイバの紹介

エネルギー
情報通信

ケーブル事業部　　telcon@jp.fujikura.comE

特 長

透明光ファイバ

専用のアタッチメント
現場組立光コネクタ

２.耐候性を有した透明外被材を使用しているため、屋内だけでなく屋外への配線も可能。

従来の外被把持部材が
そのまま使用可能

１.光ケーブル色が透明で且つ細径であるため、
配線が目立たず、多様な壁面に調和した光
配線が可能。

３.従来ケーブルよりも細径な直径0.9 mmの丸型
構造で、小曲げに強い空孔アシスト光ファイバ

（HAF、ITU-T G.657 B3に準拠）を使用している
ため、壁面隅での目立たない小曲げ配線が
可能。

４.専用のかさ上げ用チューブを使用することで
ドアのすきま部にも配線可能。

５.市販の工具を使用することで0.25 mm素線に
口出しすることが可能で、口出し部に専用の
アタッチメントを取り付けることで固形整合剤を
使用した現場組立光コネクタを取り付けることが
可能。

壁固定部材を
使用した小曲げ配線

透明光ファイバ

透明光ファイバ現行すきま配線用
インドア光ケーブル

かさ上げチューブを
透明インドアに被せ

ドアのすきま部に配線

透明光ファイバ

現行細径低摩擦インドア光ケーブル（従来ケーブル）
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Fujikura News

当社の「ヒートパイプ」は、ノートパソコン、スマートフォンなどのモバイル機器の冷却、放熱の役割の他に、再生可能

エネルギーとして地中熱を利用した融雪にも使われています。積雪箇所の下にヒートパイプを埋設することで

融雪ができ、歩道、施設のアプローチ、駐車場などに最適です。

地球環境に優しいクリーンエネルギー融雪システムとして、敷設事例が年々増加しています。

サーマルテック事業部　　netsu-info@jp.fujikura.comE

自動車電装カンパニー　　Automotive@jp.fujikura.comE

融雪用ヒートパイプ製品

当社は、CHAdeMO規格の車両用急速充電コネクタを開発し、量産を開始しました。

近年、世界各国で自動車のCO2排出規制が進められており、今後CO2排出量の小さい電動車両（プラグイン

ハイブリッド車,電気自動車）の普及が加速します。

これら電動車両への充電方式は普通充電と急速充電の2種類があり、数時間から十数時間充電時間をとれる家庭での

充電等には普通充電が、高速道路のSA、コンビニエンスストアーなど公共の場所で短時間での充電を行う必要が

ある場合は30分で容量の8割まで充電できる急速充電が用いられます。本製品は、急速充電用の製品です。

充電の操作はセルフスタンドでの給油と似ており、ユーザー自身がガソリン給油ノズルに相当する充電器側コネクタを

車両側コネクタと接続しますが、接続に要するコネクタ挿入力の大きさが課題となっていました。

そこで当社では、今後の電動車両の普及に当たり、女性でも接続が容易となるよう、コネクタの低挿入化を開発の

狙いとしました。

車両側コネクタには、様々な充電器側コネクタが接続

されるため、当社では接続操作時の嵌合力を解析

して、コネクタを構成する各部反力のピークをずらす

構造を採用することで、従来他社品比で約30 %

以上挿入力を低減することに成功しました。

今後も世の中のニーズに合った製品の開発を行って

いきます。

車両用急速充電コネクタの量産

熱　源 : 地中熱
運転制御 : 路温と地中熱の温度差、雪が路面にある限り放熱、電源不要
管　理 : メンテナンスフリー＆ランニングコストゼロ

特 長

最近の敷設事例

歩道融雪／北陸新幹線 上越妙高駅前 坂道道路融雪（片側車線に3 m間隔で敷設）／
新潟県 国道403号線

③放熱により融雪

②ヒートパイプに
　より熱を運搬

①地中熱を
　採熱

積雪
路面

コンクリート

ヒートパイプ
地中

展示会
情報 第16回 光通信技術展（FOE2016）

2016 国際ウエルディングショー
ものづくりを革新する溶接・接合技術

当社は、「第16回 光通信技術展：FOE2016」に出展します。
「"つなぐ"テクノロジーの分野で、お客様に最も信頼されるパートナーになる」を合言葉に、お客様へ
価値ある商品及びソリューションを紹介します。
今回は、フジクラ電装（株）との共同出展となり、大幅にブースを拡大して多種多様な製品を展示します。
また、特殊ファイバ融着関連製品コーナーでは、CO2レーザー融着機の接続も体験できます。
その他、通信用ケーブル用融着機、配線
ソリューション関連、ネットワーク関連、
産業用ファイバ関連などの各製品を
実機に加え大型パネルやデモンスト
レーションでご紹介します。
皆様のご来場を心よりお待ちしています。

精密機器事業部　　optfsm@jp.fujikura.comE
融着接続関連製品ホームページ　　http://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp/

2016年4月6日(水)～8日(金) 10:00～18:00（最終日は17:00まで）日時

東京ビッグサイト　東1ホール（フジクラブース E29-6）場所

当社は、4月中旬に開催される「2016 国際ウエルディングショー」にファイバレーザを出展します。
本展示会は、世界の三大ウエルディングショーのひとつとして、溶接・接合技術及び関連分野における
最新製品と先端溶接加工システム技術を一堂に結集した日本で唯一の
溶接専門展です。
当社ブースでは、耐反射特性＊に優れた高出力CWファイバレーザを

お客様にご紹介し、様々なアプリケーションに適した新たなソリューションを
ご提案します。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

＊耐反射特性：照射したレーザ光が加工対象物に当たり、ファイバレーザ発振器に
戻ってきた場合の出力パワーの安定性や信頼性 (故障しにくさ)

ファイバレーザ事業推進室　　fiber_laser@jp.fujikura.comE

2016年4月13日(火)～16日(土) 10:00～17:00日時

インテックス大阪　A会場（フジクラブース A-18）場所

昨年の当社ブース風景

6kW ファイバレーザ
他社品 当社開発品
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トンネル照明用ワンタッチコネクタの紹介
美観性を向上させた透明光ファイバの紹介

2015　4月号

5月号

7月号

9月号

11月号
12月号

2016　1月号

2月号

3月号

2本のLCX（同軸ケーブル型アンテナ）によるLCX-MIMOシステムの開発2本のLCX（同軸ケーブル型アンテナ）によるLCX-MIMOシステムの開発2本のLCX（同軸ケーブル型アンテナ）によるLCX-MIMOシステムの開発
光ファイバ融着接続機がGLOBAL FUSION SPLICERS CUSTOMER VALUE LEADERSHIP AWARDを受賞光ファイバ融着接続機がGLOBAL FUSION SPLICERS CUSTOMER VALUE LEADERSHIP AWARDを受賞
可視・近赤外用光ファイバカプラのラインナップ充実可視・近赤外用光ファイバカプラのラインナップ充実

2015　4月号2015　4月号2015　4月号2015　4月号2015　4月号

5月号5月号

2本のLCX（同軸ケーブル型アンテナ）によるLCX-MIMOシステムの開発2015　4月号2015　4月号2015　4月号2015　4月号2015　4月号

エネルギー情報通信

大型加速器向けイオンフィルターの開発
USB3.1TypeCケーブルアセンブリ
高級イヤホン接続用コネクタ
MMCXFシリーズの紹介
防水FPCの開発
FETL-L1で超ファインメンブレンの量産開始を予定
車載・産業用基板間コネクタの開発
車載用FPCコネクタVLS3シリーズ
融雪用ヒートパイプ製品

2015　4月号
11月号

12月号
2016　1月号

3月号

スマートジョイントボックスを量産
車両用急速充電コネクタの量産

2015　9月号
2016　3月号

大型加速器向けイオンフィルターの開発

海外通信・放送・郵便支援機構が発足
トンネル照明用ワンタッチコネクタの紹介
美観性を向上させた透明光ファイバの紹介3月号

大型加速器向けイオンフィルターの開発
USB3.1TypeCケーブルアセンブリ
高級イヤホン接続用コネクタ

2015　4月号
11月号

大型加速器向けイオンフィルターの開発2015　4月号

エレクトロニクス

研究開発

TECHNO-FRONTIER2015　第17回 熱設計・対策技術展
JECA FAIR 2015 (第63回電設工業展）
JPCA　Show 2015

【特集】JPCA Show 2015
【特集】グリーン関連製品
CEATEC JAPAN 2015

【特集】CEATEC JAPAN 2015
極細径160K CMOS イメージセンサモジュールの開発
コーポレートサイトをリニューアル
第16回 光通信技術展（FOE2016）
2016 国際ウエルディングショー

2015　4月号
5月号

6月号
8月号
9月号

10月号
12月号

2016　2月号
3月号

ミリ波帯バンドパスフィルタの開発2016　2月号

スマートジョイントボックスを量産

車載・産業用基板間コネクタの開発
車載用FPCコネクタVLS3シリーズ
融雪用ヒートパイプ製品

2016　1月号

3月号

スマートジョイントボックスを量産
車両用急速充電コネクタの量産
スマートジョイントボックスを量産
車両用急速充電コネクタの量産

2015　9月号
2016　3月号

スマートジョイントボックスを量産スマートジョイントボックスを量産2015　9月号

自動車電装

研究開発

TECHNO-FRONTIER2015　第17回 熱設計・対策技術展
JECA FAIR 2015 (第63回電設工業展）
JPCA　Show 2015

2015　4月号
5月号

ミリ波帯バンドパスフィルタの開発ミリ波帯バンドパスフィルタの開発ミリ波帯バンドパスフィルタの開発ミリ波帯バンドパスフィルタの開発2016　2月号2016　2月号

展示会、その他

 ̶ 2015年4月～2016年3月 ̶

美観性を向上させた
透明光ファイバの紹介

透明光ファイバは、日本電信電話株式会社殿からの要請を受けＮＴＴアクセスサービスシステム研究所殿と共同

開発した製品です。

FTTHの光開通工事では、配管通線性に優れた細径低摩擦インドア光ケーブルもしくはドロップ光ケーブルを

そのまま宅内に配線していましたが、ケーブルを露出させ配線する場合、ケーブル自体が目立ち、美観を損ねる

ことが課題となっていました。

透明光ファイバは色が透明で且つ細径であるため、本ファイバを導入することで、多様な壁面に調和した光配線が

可能となります。

透明光ファイバは、2015年7月より東日本電信電話株式会社殿、西日本電信電話株式会社殿に導入され、美観性の

優れた光ケーブルとして好評を博しています。

尚、日本電信電話株式会社殿では、釣り糸のように細く透明で、美観を損ねない配線が可能な「透明光ファイバ」と

して、「2015年グッドデザイン賞（素材・部材/生産・開発・製造技術/製造法）」（Gマーク）を受賞しています。

エネルギー
情報通信

ケーブル事業部　　telcon@jp.fujikura.comE

特 長

透明光ファイバ

専用のアタッチメント
現場組立光コネクタ

２.耐候性を有した透明外被材を使用しているため、屋内だけでなく屋外への配線も可能。

従来の外被把持部材が
そのまま使用可能

１.光ケーブル色が透明で且つ細径であるため、
配線が目立たず、多様な壁面に調和した光
配線が可能。

３.従来ケーブルよりも細径な直径0.9 mmの丸型
構造で、小曲げに強い空孔アシスト光ファイバ

（HAF、ITU-T G.657 B3に準拠）を使用している
ため、壁面隅での目立たない小曲げ配線が
可能。

４.専用のかさ上げ用チューブを使用することで
ドアのすきま部にも配線可能。

５.市販の工具を使用することで0.25 mm素線に
口出しすることが可能で、口出し部に専用の
アタッチメントを取り付けることで固形整合剤を
使用した現場組立光コネクタを取り付けることが
可能。

壁固定部材を
使用した小曲げ配線

透明光ファイバ

透明光ファイバ現行すきま配線用
インドア光ケーブル

かさ上げチューブを
透明インドアに被せ

ドアのすきま部に配線

透明光ファイバ

現行細径低摩擦インドア光ケーブル（従来ケーブル）

Fujikura News
“つなぐ”テクノロジー 製品ニュース
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ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づき、
より多くの人に見やすく読み間違えにくい
デザインの文字を使用しています。

総合営業推進部
関 西 支 店
中 部 支 店
東 北ブ ロック
九 州 ブ ロック

TEL：03-5606-1095
TEL：06-6364-0373
TEL：052-212-1880
TEL：022-266-3344
TEL：092-291-6126

3

20
16 No.416

●用紙：適切に管理された森林の木材を利用したFSC®認証用紙
●インキ：大豆油インキを含む植物油インキ
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

2016

3月


