
シリコーンモジュール形 
差込式耐塩端末の開発

2012年7月に再生可能エネルギー固定価格買い取り制度が開始され、メガソーラー・風力発電向けの系統連系用

ケーブル・機材の引合いが増えています。

当社は変圧器やリングメインなどの機器に接続する端末材として、屋内プレハブ形(差込式)・碍子形耐塩端末等を

採用していましたが、これらに替わる端末として、シリコーンモジュール形差込式耐塩端末を開発しました。

本製品は傘の枚数を変更することにより定格電圧33 kVまで使用でき、屋内～超重汚損地区まで対応可能です。

2016年下期に販売開始予定です。

シリコーンモジュール形 シリコーンモジュール形 
差込式耐塩端末の開発

エネルギー
情報通信

株式会社フジクラ・ダイヤケーブルとの
事業統合開始

当社は、2005年1月に三菱電線工業株式会社（以下、三菱電線）と、建設・電販向けに販売事業について株式会社

フジクラ・ダイヤケーブル（出資比率：フジクラ70 %、三菱電線30 %　以下FDC）を設立して事業運営を行って

きましたが、互いの強みを活かしたシナジー効果による事業強化のため、産業用電線事業全般に係る製造事業及び

販売事業を一体的にFDCへ統合し、2016年4月1日から本格事業統合を開始しました。

なお、今回の事業統合により、当該事業における一層の競争力強化を実現すべく、当社と三菱電線は、FDCとして

産業用電線統合事業の効率的な運営体制の構築、経営基盤の強化に向けて尽力していきます。

●差込方式により、スキルレスで、組立作業が向上しました。

●常温収縮形の様に施工ミス(やり直し)の心配がありません。

●材質にシリコーンゴムを採用しているため、沿岸部の超重汚損地区
(想定塩分付着量～0.35 mg/cm2)まで対応可能です。

●碍子形より大幅に軽量化が図れ、万が一、落下させても破損する心配が
ありません。

主な特長

エネルギー EPC事業部　　fjk.efdept@jp.fuijkura.comE

シリコーンモジュール形
差込式耐塩端末

製品仕様
項目

定格電圧
製品適用範囲

CVケーブル等適用サイズ
商用周波耐電圧

商用周波部分放電
雷インパルス耐電圧

汚損閃絡
傘枚数

仕様

22 kV

屋内～超重汚損地区

60 mm2 ～ 325 mm2

AC57 kV×3時間

17 kV/10 pC以下

-230 kV×3回

23 kV以上

3枚

33 kV

屋内～超重汚損地区

60 mm2 ～ 325 mm2

AC 86kV×3時間

26 kV/10 pC以下

-305 kV×3回

34.5 kV以上

4枚

※JCAA A502「22 kV・33 kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋外終端接続部」準拠

その他

株式会社フジクラキューブを設立

当社は、2015年11月に障がい者雇用のための新会社「株式会社フジクラキューブ」を設立し、その後障がい者の

採用、スタッフの確保、施設諸工事を完了し、2016年4月1日から10名の従業員で事業をスタートしました。 

フジクラキューブは主に佐倉事業所における構内の緑化、寮社宅の清掃、資料発送業務を請負いますが、６月の

特例子会社の認定取得以降、当社グループに対する業務も拡大する予定です。  

その他

名　称：株式会社フジクラ・ダイヤケーブル
所在地：東京都中央区築地一丁目12番22号コンワビル
代表者：取締役社長　久下 忠利

事業統合後のFDC概要

資　本　金：54億円
設立年月日：2005年1月26日
従業員数：約700名

名　称：株式会社フジクラキューブ
所在地：千葉県佐倉市六崎1440番地
代表者：取締役社長　水野 博之

フジクラキューブの概要

資　本　金：1,000万円（フジクラ100%出資子会社）

設立年月日：2015年11月2日
従業員数：10名
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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
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●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
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第8回データセンタ展 春

当社は、5月開催の「第8回データセンタ展 春」に出展します。
この展示会は、データセンタの建設・運用に必要な製品とサービスに焦点を絞った専門展です。

「”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、
当社グループの製品群により構成されるデータセンタ向けソリューションを紹介します。
光配線ソリューションの一例として、10年先のネットワークサービスまで考慮した、経済的かつ
効率的な配線システム、「MPO光ケーブリングシステム」を紹介します。
さらにその先の高速大容量次世代ネットワークのためのソリューションとして、当社グループの
最先端技術を紹介します。
また、当社グループの取り組むグリーンITソリューションとして、再生可能エネルギーシステムに
対応可能な環境負荷低減型パワーケーブルラインナップを紹介します。
その他、融着機、測定器、光コネクタおよびクリーナ、アクティブ光ケーブル（AOC）など、当社の
ソリューション提案を支える製品群を実機に加え、大型パネルやデモンストレーションで紹介
します。
皆様のご来場を心よりお待ちしています。

要望により移動・追加・交換が容易な拡張性の高いシステムです。
将来の10 G/40 G/100 Gへの移行も効率的かつ経済的に実現します。

2016年5月11日(水)～5月13日(金) 
10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

日時

東京ビッグサイト（フジクラブース 東31-40）場所

MPO光ケーブリングシステム

製品外観　米粒大の小型パッケージ

当社はこのたび、デジタル出力タイプの超小型防水絶対圧センサ（型式ABS5シリーズ）を開発しました。防水構造の

採用により、防水型電子機器の高度計測用途・水深計測などアウトドアでの各種アプリケーションにご使用いただけ

ます。

本開発品は現行モデルとなるアナログ出力タイプの絶対圧センサ（FPBSシリーズ）と比較してさらに小型となって

います。また、機能面では、製品に内蔵した温度センサ・信号処理回路により、センサ出力信号の補正演算処理を

行っているため、精度の高い圧力・温度データをデジタル値として出力します。

このような新しい機能の追加により、お客様側での煩雑な調整作業・補正計算処理が一切不要となり、機器への組み

込みが容易な絶対圧センサを実現しました。

2016年12月より販売開始予定です。

超小型防水デジタル絶対圧センサ超小型防水デジタル絶対圧センサエレクトロ
ニクス

１. 高い防水性能
1 MPa（水深90 mの水圧に相当）の高圧に耐え
るパッケージ設計。

２. サイズ小型化
φ4.0 mm×1.85 mmの小型パッケージを実現。

３. デジタル出力
精度補正処理後の圧力データ／温度データを
16 bitデジタル値で出力。

４. 高分解能
圧力分解能0.02 hPa（地表付近での高度分解能
約16 cmに相当）。

特 長

製品仕様
型式

パッケージ外径
圧力／温度出力データフォーマット

圧力測定レンジ
圧力分解能
圧力媒体

動作温度範囲
精度補償温度範囲

動作電圧
平均消費電流

ABS5-100KA ABS5-450KA 単位

300 ～ 1100

0.02

φ4.0 ×1.85

16 bit , I2CTM

非腐食性ガス、水、海水

-40 ～ 85

-10 ～ 60

1.8 ～ 3.6

9

mm

-

hPa

hPa/count

-

℃

℃

V

μA/sample/sec

300 ～ 4500

0.084

I2CTMはNXP Semiconductors社の登録商標です。

電子材料事業部　　sensor@jp.fujikura.comE

光ケーブルシステム事業部　　telcon@jp.fujikura.comE

規格に応じてこの部分だけを変える

パッチコード

LC Duplex - LC Duplex

12MPO - 12MPO

24MPO - 12MPO x2

MPO-LCモジュール
4Uシャーシ

12 MPO
コネクタ

MPO トランクケーブル
12 f ～ 144 f

テンションメンバ

サブユニット

外被

リップコード

MPOアダプタパネル

モジュール

交換不要

10GBASE-SR

40GBASE-SR4
100GBASE-SR4

100GBASE-SR10
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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。
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●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
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