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フジクラは、「根掛け」の製造から絹・綿巻電線の製造を開始し、120年余の歴史を刻んでまいりました。第3の創業を機に、
これまでフジクラの進んできた歴史と現在が一目でわかる本社ショールームを一新しました。未来にはばたくフジクラがご覧
いただけると思います。本社（木場）にご来社の節はぜひご覧ください。�
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読 者 の み なさまへ �

対象範囲�

期間�

データは2006年4月1日～2007年3月31日の実績を集計しています。�
活動については直近のものも含んでいる場合があります。�

発行�

2007年8月（次回発行は2008年8月予定）�

会社概要�

商　号�株式会社フジクラ�

明治18年（1885年）�

明治43年（1910年）�

530億円（2007年3月31日現在）�

連結6,460億円（2006年度）　�

大橋一彦�

〒135-8512　�
東京都江東区木場1-5-1�

佐倉、鈴鹿、沼津、石岡�

東京、佐倉、シンガポール�

大阪、名古屋、福岡、広島、仙台、�
札幌、富山、高松／沖縄、沼津�

アメリカ、イギリス、シンガポール、�
マレーシア、タイ、中国、ベトナム、�
インド、ロシア�

連結43,874名�
（2007年3月31日現在）�

光ファイバケーブル、光伝送シス�
テム、通信システム、電子材料、�
電力システム、被覆線、マグネット�
ワイヤ、機器電材、金属材料�

創　業�

設　立�

資本金�

売上高�

取締役社長�

本　社�

事業所�

研究所�

支店/営業所�

海外事業所�

従�業員�

事�業内�容�

お問い合わせ先�

（株）フジクラ地球環境保護推進室�

CSR活動推進チーム�

Ｅ-mail：f-eco@fujikura.co.jp�

TEL：０３－５６０６－１０８１�

FAX：０３－５６０６－１５２０�

フジクラがステークホルダーの皆様にお伝えしておきたいことをまとめた�

ＣＳＲ（企業が社会に果たすべき責任）報告書を発行して2巻目を迎えました。�

昨年は、フジクラから開始した活動がフジクラグループ全体に広がり、フジクラグループ全員で�

経済・社会・環境に責任ある行動をとり、より良い社会の形成に貢献する活動が本格的にスタートした元年にあたります。�

企業にとって、地球温暖化や製品含有化学物質管理の問題を一例としてみても、�

グローバル化に対応した取り組みが要求されています。�

フジクラグループが果たすべき役割と、2006年度の環境、社会面への取り組みを中心にその活動成果をまとめました。�

ご一読いただきまして、ご意見やご感想をメールアドレスにお寄せいただければ幸いです。�

（株）フジクラとグループ会社の一部�
国内　西日本電線（株）、米沢電線（株）、第一電子工業（株）、（株）東北フジクラ、（株）

青森ディーディーケイ、藤倉エネシス（株）、（株）フジクラコンポーネンツ、（株）フジ

クララインテック、協栄線材（株）、沼津熔銅（株）、フジクラプレシジョン（株）、シス

コム（株）、（株）フジクラ・ダイヤケーブル、藤倉商事（株）、フジクラ開発（株）、（株）

ケーブルネット鈴鹿、（株）フジクラテレコム、（株）スズキ技研、（株）シンシロケーブ

ル、フジクラ物流（株）、（株）青森フジクラ金矢、富士資材加工（株）、（株）フジデ

ン、プレシジョンファイバオプティクス（株）、（株）フジクラ情報システム、（株）フジク

ラアカウンティングサービス、フジサービス（株）、武蔵金線（株）　28社�

海外　Fujikura (Thailand) Ltd.、PCTT Ltd.、LTEC Ltd.、DDK (Thailand) Ltd.、

Yoneden (Thailand) Ltd.、Fujikura Federal Cables Sdn. Bhd.、Fujikura Asia 

Ltd.、FIMT Ltd.、Fujikura (Malaysia) Sdn. Bhd.、Fujikura Fiber Optics 

Vietnam Ltd.、Fujikura Europe Ltd.、Fujikura America, Inc.、United States 

Alumoweld Co., Inc、　America Fujikura Ltd.、藤倉香港有限公司、珠海藤倉

電装有限公司、米沢（番禺）電線有限公司、藤倉電子（上海）有限公司、藤倉電

子（無錫）有限公司、第一電子工業(上海)有限公司、江蘇藤倉亨通光電有限公

司、Fujikura Engineering (Thailand) Ltd.、米沢電線（昆山）有限公司　23社�
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　フジクラの歴史は明治１８年神田淡路町で藤倉善八が絹

巻線、綿巻線の製造開始に端を発します。この当時、善八は

根掛け（日本髪の束ねたところに掛ける装飾品）と羽織紐など

を作っていました。�

　明治１６年１１月３日天長節（天皇誕生日）に善八と末弟の

留吉は東京電灯（東京電力の前身）が日本橋通りでアーク灯

の公開点灯を行ったのを見て電気に大きな感銘を受けました。

そして、善八は電気の将来性に着目し、この根掛けと電線被

覆の編組技術が通じることから電線製造を手がけるようにな

りました。その後、ゴム線の開発へと展開し、明治３４年（１９０１）

には藤倉電線護膜合名会社が設立されました。�

　藤倉善八は鋭いビジネス感覚と起業家精神に富んでおりま

した、一方、弟の留吉は全国的販売網づくり、数々の新製品

の市場投入等で大胆な経営戦略を講じ、“技術の研鑽”を経

営理念として、需要家から“技術の藤倉”と呼ばれる絶対的

信頼を確立しました。さらに、留吉は社会貢献にも注力し、大

正８年、兄である中内春吉が伊豆大島に日本で４番目に古い

障がい者施設「藤倉学園」を設立したのを機に当学園の理

事に就任しております。�

　これらの藤倉善八、留吉らの経営理念、社会貢献への精

神はフジクラのDNAとして、受け継がれ現在に至っています。�

　なお、「藤倉学園」につきましては、フジクラの120周年の記

念行事といたしまして、本館並びに自立訓練棟を再建しこれ

を寄贈しております。�

�

　2005年度、私は藤倉善八の起業１２０周年を“第３の創業”

元年と位置付け「“つなぐ”テクノロジーで未来をひらく」をコ

ーポレート・スローガンとして、新たな経営理念であるフジクラ

のミッション・ビジョン・基本的価値（MVCV）を定めました。そ

して、このMVCVを社内へ浸透させるため推進組織をつくり

展開いたしました。�

　さらに、全社員にこのMVCVをわかり易く説明するために

絵本をつくり、この冊子を「飛ぶぞう。」と名づけ、社員とともに

仕事をする喜びや達成感を分かち合おうと私の思いを伝えま

した。�

�

　会社が健全に成長し続けること、それが企業の社会的責

任であり、CSRの牽引力であると考えます。会社を健全に成

地道に、しぶとく、ひたむきに！�



4

長させるためには“強いフジクラ”にする必要があります。そこ

で2010年の長期戦略ゴールを設定し、この達成に向けたロー

ドマップを策定するとともに新中期経営計画を決定しました。“強

いフジクラ”、それはステークホルダーの皆様から絶対的な信

頼をいただけることでもあります。このため、2006年度、執行役

員制を採用して執行責任の明確化と効率的なトップマネジメ

ントの構築を図るとともに、執行と監督の分離を進め、これを強

化しました。また、日常業務における内部統制の活動につきま

しては、内部監査部門、本社共通管理部門、各事業部門管

理組織などにより、業務執行における適法性・妥当性を常に

管理しております。さらに、経営情報の保存・管理については

文書および電子情報の管理規程を見直すとともに、リスク管

理委員会および行動規範推進委員会を設けて全社共通のリ

スクの検討やコンプライアンス体制の整備並びに内部通報制

度の運用を行っております。�

　グループ会社に対しましても「グ

ループ経営指針」を定めて当社グ

ループ共通の統制を行っております。�

�

　私どもフジクラはものづくりの会

社です。さらに、“強いフジクラ”を

構築するには“ものづくりの強化”

が不可欠です。そこで、各事業部

門にCPO（チーフ・プロダクション・

オフィサー）を配置したCPO制を導

入するとともに、G-FPS活動（グロ

ーバル・フジクラ・プロダクション・システム）を開始しました。�

　フジクラは、1987年より製造現場を中心に徹底したムダどり

を目指したFPS（フジクラ・プロダクション・システム）活動を展開

して参りました。�

　そして、2002年、“受注から納入までの一気通貫のものづく

り”として、受注からお客様に製品をお届けするまでのすべて

のプロセスの活動を見直し改善した、FPS－Ⅱ（パート２）活動

を全社展開いたしました。�

　そして、2006年度、さらにこれらをステップ・アップさせ海外を含め

た全部門を参画させて、G-FPS活動として活動を開始させました。�

　この活動のミッションは、�

フジクラグループ全体のあらゆる業務分野で発生するムダを

徹底的に排除する聖域なしの“クオリティファースト”活動を推

進し、“第３の創業”を強力に推進する組織風土を確立する。�

としました。�

　そして、その基本コンセプトは、�

・すべての活動は“お客様”の視点に立って行う。�

・限りある貴重な資源である時間を大切に使う。�

としております。�

　このG-FPS活動の目標値は“ハーフ or ダブル”とし、それ

ぞれの活動の2006年度の実績値を基準として、2010年までに

半減または倍増するものです。海外拠点においても同様に展

開するわけですが、この活動を通じて現地の有能な人財を積

極的に登用しワールド・ワイドで活躍できる人事システムを構築

しております。�

�

　2006年も日本国内、海外でのIR活動を通じて投資家の皆

様をはじめステークホルダーの皆様からのご意見をお伺いし、

フジクラへの期待の大きさを感じました。そして、これからもご

理解、ご支援をいただくべくコミュニケーションとCSR活動を強

化してご期待にお応えしたいと思います。�

　“地道に、しぶとく、ひたむきに！” をモットーに「スピード感あ

る信頼の積極経営」を実践して参ります。�

�

　本報告が、フジクラの取り組みに対する皆様のご理解を深

めていただければ幸いです。�

A Message f rom
our  president

取締役社長�

�



Mission ミッション

Vision ビジョン

Core Value 基本的価値

フジクラは
“つなぐ”テクノロジーを通じ

顧客の価値想創造と社会に貢献する

私たちは

“つなぐ”テクノロジーの分野で

あくなき挑戦を続け

価値ある商品及びソリューションの提供により

顧客の信頼に応え社会に貢献します

・“つなぐ”テクノロジーの分野で、顧客に最も信頼されるパートナーになる

・先進的で有用性の高い商品とソリューションを継続的に開発し、“つなぐ”テクノロジーの分野でリーダーになる

・「一人ひとりが主役」として行動し、世界で通用する有能な人財集団になる

カスタマーサティスファクション（Customer Satisfaction）
“それでお客様は満足ですか？”�

一人ひとりが自分以外はお客様と認識し、“それでお客様は満足ですか？”を自問自答し、顧客

にクオリティの高い商品とサービスを提供する。

変革（Change）
“進歩への意欲を持って取り組んでいますか？”�

進歩、向上することは健全な行為であり、変革の原動力である。

個人と組織はもてる資源を総動員して変革を行い、顧客ニーズの変化するスピードに応える。

共創（Collaboration）
“それぞれが十分に能力を発揮するために協力し合っていますか？”�

一人ひとりが持てる能力を十分に発揮し、顧客ニーズに的確に応えフジクラをすぐれた企業にすること。

そのためには、それぞれが互いを尊重し、激励し、協力し合う全体最適の組織風土を作り出す。
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マネジメント Management

「第3の創業」 経営理念 ＭＶＣＶ ― 序文 ―

・「先例がない」、だからこそ自分がやる。

・第２創業期の成功体験、価値観で考えるな。

・「道」を切り拓いていくには、同情したり遠慮はするな。馴れ合いもたれ合いでは、新しい「道」は創れない。

・口先や頭の中で考えるな、本気になって心で新しい「道」を求めよ。

経営理念

フジクラは、2005年を「第3の創業」の年と位置づけ、新しい「道」を切り拓くことに挑戦する。�
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Ｇ－ＦＰＳ活動は、長期事業戦略ゴールを達成するため

に『聖域なきムダどり』をあらゆる職場で実践することを

目指し、推進組織を構築するとともに、「ハーフorダブル」

の目標を数値化して活動を開始しております。

〈ミッション〉　

フジクラグループ全体のあらゆる業務分野で発生する

ムダを徹底的に排除する聖域なしの“クオリティファー

スト”活動を推進し、“第3の創業”を強力に推進する

組織風土を確立する。

〈基本コンセプト〉

1. すべての活動は“お客様”の視点に立って行う。

2. 限りある貴重な資源である時間を大切に使う。

Ｇ－ＦＰＳ（Global Fujikura Production System）

Ｇ－ＦＰＳ

MVCV

G-FPS 活動
販売即経営

事業戦略ゴール

事業戦略（全社、事業部門）

中期・単年度実施計画

ものづくり風土「変革」
品質改善

聖域なき
ムダどり

クオリティファースト
顧客の視点から

「必ず実行すること、絶対にしてはならないこと」を明確にし、
これを必ず守る組織風土に変えること。

・カスタマーの立場で考え行動することを最優先せよ

・何を残し何を捨てるか常に考えよ

・ゴールを明瞭に示せ

・絶えず研究し一歩先んぜよ

・事実に基づき迅速に行動せよ

120周年記念事業
絵本「飛ぶぞう。」

Management
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マネジメント Management

活動状況

国内生産拠点のMVCV浸透活動

執行役員佐倉事業所長　鈴木　秀雄

それでお客様は満足ですか？

フジクラ佐倉事業所

　職場の安全衛生活動は私たちものづくり企業の第一の基本です。怪我をしない、

させないことを佐倉事業所の大きな目標にしています。安全衛生委員会やゼロ災

害推進委員会の活動を通して『安全第一』を進めています。環境保護の面では、

環境マネジメントシステムISO14001の取得はもちろんのこと、省エネやリサイクル

活動、地球環境保全へも積極的に取り組んでいます。

　私たちは地域の皆様とともに歩んでいくために、地元千葉県や佐倉市の経済

活動への積極的な参画だけでなく、産業界の重要課題である労働安全衛生や

環境保護の面でも大きな役割を担っています。「顧客価値創造型企業」として

佐倉事業所はフジクラの一翼を担い、豊かな未来社会づくりに寄与して参ります。

今後とも、皆様方のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

安全第一と環境保護

　佐倉事業所は1965年（昭和40年）に緑豊かな自然に恵まれた千葉県佐倉市の高台に設立されました。当時はメタル

通信ケーブルの一貫生産工場として操業を開始しましたが、現在ではフジクラの光ファイバケーブルを製造する主力工

場であるとともに、光機器・システム製品や電子・電装関連製品の製造・開発拠点であり、国内外に展開しているフジク

ラグループ生産会社のマザー工場としての役割を担っています。また事業所内には三つの主力研究所を擁しており、研

究開発部門の拠点でもあります。

　私たちは多くの従業員に共通する行動基準として全社の経営理念であるＭＶＣＶ（ミ

ッション・ビジョン・基本的価値）を活用しています。従業員は絵本“飛ぶぞう。”を配布

されるとともに、従業員研修の場でＭＶＣＶについての講話を受けています。

　私たちはＭＶＣＶの中でも“カスタマーサティスファクション”は特に重要と考えていま

す。ここでいうカスタマーとはフジクラ製品のお客様だけを指しているのではなく、材料メ

ーカの方も自分の前後工程も上司も部下も“自分以外はすべてお客様”との認識で

活動しています。事業所の正門を通過すると“それでお客様は満足ですか？”の看板を

見ることができます。私たち佐倉事業所で働く全員が、行動の価値判断基準にしようと昨年から掲げているものです。

　佐倉事業所では従来から工場の製造部門で生産性向上を主目的としたFPS-Ⅱ（フジクラ・プロダクション・システムPart２）活

動に取り組んできましたが、2006年度から、Ｇ-ＦＰＳ（グローバル・フジクラ・プロダクション・システム）活動をスタートさせました。Ｇ-

ＦＰＳ活動のベースになるのはクオリティファーストの推進ですが、このクオリティファーストは、『お客様の視点から「必ず実行する

こと、絶対にしてはならないこと」を明確にし、これを必ず守る組織風土に変えること』です。佐倉事業所ではその活動部門を事務

間接部門にも拡大して“聖域なきムダどり”の実現を目指し、“ムダ発見の窓分析”手法や“巻紙解析”手法を用いてムダどり

を推進しています。お客様の視点を中心に据えたクオリティファーストとＧ-ＦＰＳ活動でものづくり風土の変革を進めています。
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海外拠点のMVCV浸透活動

　フジクラは、1984年にタイ国に進出以来、電子電装部品、光機器部品の生産を拡大させて参りました。現在、タイ国内の

フジクラのグループ会社は１１社あり、電子電装部門の主要生産拠点となっております。１１社のうち製造拠点は８社、１２工場

で、タイ人従業員数はタイ国日系企業では最大の３５０００人です。私が所属しておりますFMOT社は、これらタイ国内グループ

会社の統括と支援を行う会社です。

　2006年度フジクラの経営理念であるミッション・ビジョン・基本的価値が制定されましたが、これにともないグループ会社内

への浸透、展開活動をFMOT社が担当いたしました。具体的には、MVCVをタイ語、英語に翻訳しタイ人に理解できるように

しました。あわせて推進組織を設け、タイ人管理職、技術員、現場監督者それぞれ階層別に導入教育と浸透、展開のための

研修会を行いました。そして現在、各社タイ人の推進リーダーによりこのフォロー・アップ活動を展開中です。当初、タイ国の

文化、タイ人の気質にこのMVCVが合うか懸念いたしましたが、スムースに理解してもらうことができました。

　タイ人と日本人が同じ価値観をもち日常業務ができることは、非常に素晴らしいことだと感じております。

Fujikura Management Organization Thailand Ltd.

社長　小山　進

FMOT社

タイ人によるものづくり

　タイ地区におけるG-FPS活動は「必ず実行すること、絶対にしてはならないこと」を明確にして、これを１００％守らせること

によるクオリティファースト活動を展開しております。そして「ものづくりは人づくり」をキーワードに、安全、環境、品質、生産性、

コストダウン等の１３テーマそれぞれに委員会組織を設けタイ人リーダーにより改善活動を行っております。

　例えば、安全活動に関しては、「朝来た姿で家族のもとへ」をスローガンとして、危険予知活動、ヒヤリハット活動を取り入

れ「怪我をしない、させない」職場づくりを構築しております。また、環境活動に関しては、日本と同様にタイ国でも水質、大気

等の公害防止管理者の選任が義務付けられており、これら管理者によるクリーンな工場運営、また、環境品質担当者による

製品への環境負荷物質管理とこの低減活動によりRoHS指令への対応、顧客への環境品質対応を実施しております。さら

に、品質に関しましては、05年度に発生したクレームの半減を目標とし、グループ各社のタイ人品質保証担当、技術担当がリ

ーダーとなりすべてのクレームの原因分析とその改善を実施しております。

　これらの改善活動の成果は会社間のパトロール、研鑽会で議論され、タイ地区改善活動発表会により共有しレベルアップ

させております。

　以上、フジクラ・グループ、タイ拠点の活動を述べて参りましたが、「CUSTOMER 

SATISFACTION」「（ビジネスプロセスでつながった）自分以外はすべてお客様」

を全員が理解し実践できれば、さらに一層改善活動を進めることができると考え

活動しております。タイ人の手により、日本のレベルより高い品質、生産性を目指

して努力しております。

　これからも、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

Management
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フジクラは、執行役員制度の採用により、執行責任の明確化と効率的なトップマネジメントの構築を図ると同時に、経営

の監視・監督体制としては、経営意思の形成過程での監視・監督が行いやすい監査役制度を採用しています。

執行役員制度の導入により執行と監督の分離を進め、取締役の監視・監督機能を明確に位置付け、業務執行が法令・

定款に適合することを管理することとしています。

日常的な業務執行における内部統制の活動は、内部監査部門、本社共通管理部門、各事業部門管理組織などにより、

業務執行過程において適法性・妥当性を常に管理することを原則としています。

内部統制のための制度として、重要な経営情報の保存・管理については文書及び電子情報の管理規程を定めてこれを

行い、また、リスク管理委員会及び行動規範推進委員会を設けて全社共通のリスクについての検討やコンプライアンス

体制の整備並びに内部通報制度の運用を行っています。

企業集団としての統制については、「グループ経営指針」を定めて当社グループの共通の価値観を示して一体感の醸

成を図るとともに、グループとしての経営の管理精度向上とリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を進めるこ

ととしています。

監査役の業務監査をサポートし監査精度を向上させるための仕組みとしては、監査役を補助する使用人の任免、その執

行部門からの独立性並びに監査役が必要とする情報へのアクセスなどに関して取締役の義務を定め、また、執行責任

者との定期的な意見交換の場を設けて監査役がその要求を表明する機会を保証しています。

財務報告に係る内部統制の制度化（2008年度決算から適用）については、専任担当組織を設置し、2007年度を試行

期間と位置付け、制度の全面適用に備えていきます。

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの模式図

株主総会
選任 選任

連携

連携

監査

監督

選任・監督
監査

監査

監査

監査

監査

監査役会（監査役）

監理室

取締役会（取締役）

関係会社

会計監査人

監査役（会）

事業部門　本社機能

経営会議

執行役員

コンプライアンス

行動規範推進委員会

リスク管理委員会

会
計
監
査
人

選任

フジクラグループは、経済、社会および環境に対して責任ある行動をとり、より良い社会の形成に貢献したいと考えています。

事業活動全般を通じ、人権､労働、品質、企業倫理、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティなどのさまざまなテ

ーマをバランス良く推進し、ステークホルダーの期待に応える企業を目指します。フジクラの推進体制を以下に示します。

取締役会 ステークホルダー

経営会議

各事業部門およびグループ会社

CSR活動推進チーム

監督

監督・指導

成果報告

コミュニケーション

成果報告

支援･指導 報告･相談

情報開示・広報・IR 環境 製品品質 社員･人権･社会貢献

法務室 コーポレート企画室 地球環境保護推進室 品質保証部 人事・総務部 資材部
輸出
管理室

営業
企画部

マネジメント Management

CSR推進体制

調達･物流コンプライアンス

フジクラは経済活動だけでなく社会的責任を果たす
ことが、企業経営において欠かすことのできない重要
な要素と考えています。「株主」、「投資家」、「顧客」、
「社員およびその家族」、「取引先」、「調達先」、「協
力会社」、「行政」、「地域社会」、「国際社会」など
のステークホルダーの期待や関心を的確に把握し、
それに応えていくことが私たちの目標です。

フジクラの考えるステークホルダー
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どんなに素晴らしい成果をあげていたとしても、企業全体の行動は勿論のこと、その企業を構成する社員一人の行動が法

令や社会ルールに反するようなことがあれば、社会的に厳しい批判を受けるだけにとどまらず、企業の存在自体が否定され

てしまう、という事例は枚挙にいとまがありません。

私たちは、社会全般から認められ、社会の良き一員として存続しつづけるためにも、法令・ルールを遵守し、かつ社会的良

識のもと責任を持った行動をとります。これを真に実践することこそが、社会への貢献・社会からの信用の獲得につながり、

さらには企業グループの発展、ひいてはそこで働く者すべてにとって、豊かで明るい生活の確保につながるものと信じ、「フ

ジクラ行動規範」を定めています。

基本方針�
1.適切な人的、物理的、技術的対策を講じ、情報資産において
不正な浸入、漏えい、改ざん、破壊などを発生させない。自らが
加害者にならない。
2.万一、セキュリティ事故が発生した場合に速やかに対応し、
その被害を最小限に止める。
3.セキュリティに対する活動を継続的に実施し、かつ新たな
脅威にも対応できるよう、セキュリティ管理体制を確立し、そ
の活動により高い安全性を確保する。

上記活動を通じて、電子情報のセキュリティの確保に関する社会的責任を果

たし、顧客、株主、取引先等からの信頼を得る。

個人情報の保護について、関係法令や関係ガイドライン等を
遵守することはもちろん、規程等を整備して社内体制や管理
の仕組みについて定め、また、従業員に対する教育などを行っ
て、個人情報の適正な取扱いに努めています。

基本方針�
1.フジクラは、全社的な情報セキュリティ体制を構築するととも
に、個人情報の保護に関する規程を定め、個人情報の漏え
い、滅失、毀損等の防止を図ります。
2.フジクラは、個人情報の取得に当たってはその利用目的を明
示してこれを行います。
3.フジクラは、利用目的及び利用目的と相当の関連性を有す
ると合理的に認められる目的の範囲内で個人情報を取扱い
ます。
4.フジクラは、法令に定める場合及びご本人の同意がある場
合を除き、個人情報を第三者に提供しません。
5.フジクラは、保有する個人情報について、その透明性の確保
に努めご本人からの問合せ窓口などを整備します。

役員、従業員をはじめとして当社業務に従事するすべての者が遵守すべき基本的な規範として「フジクラ行動規範」を定

め、トップマネジメントで構成する行動規範推進委員会がこの周知徹底を推進しています。

行動規範推進委員会は取締役常務執行役員以上の経営トップと常勤監査役で構成され、3ヶ月毎に委員会を開催し、行

動規範の周知徹底活動や遵守活動の問題点等について報告を受け、必要な指示を行っています。

また、行動規範の一部として内部通報制度を設け、外部の弁護士事務所に何らの不利益を受けることなくコンプライアン

ス上の問題などを申し出ることができる体制をとっています。この申し出は匿名で行うことができ、内容は直ちに社内の関

係部門へ伝達されて必要な対応がとられ、さらにその結果は行動規範推進委員会へ報告されることとなっています。

コンプライアンス

1.基本方針

電
子
情
報
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー

電
子
情
報
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

2.基本規程

3.具体的指針

体系
情報資産を適切に管理するために、
その取扱いが利用者の裁量で左右さ
れることのないように組織として統一
されたルールを明文化

電子情報セキュリテイを確保
するため遵守すべき行為お
よび判断基準をまとめたもの

実施手順を定め
たもの

フジクラ行動規範

リスクマネジメント

フジクラは、管理すべきリスクを、事業機会に関連するリスク（戦略リスク）と事業活動の遂行に関連するリスク（業務リス

ク）に分類し、戦略リスクは取締役会及び経営会議のトップマネジメントの合議により管理し、業務リスクは「フジクラリスク

管理規程」に基づきリスク管理委員会が管理する体制をとっています。

また、危機管理についても、リスク管理規程において、情報のトップへの速やかな伝達と対応組織の構築および責任体

制などを定めています。

Management
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2006年度の連結業績は、売上高は全般的な好況と銅価高騰、円安で推移した為替の影響などもあって過去最高を計

上し、6,459億円となりました。しかし、利益面では、情報通信部門の改善があったものの、電子電装部門の主力である

FPC※の売価ダウンの影響が大きく、全体として減益となりました。         
※ＦＰＣ：フレキシブルプリント配線板

経済性パフォーマンス
Economical
per formance

2006年度業績

従業員数（連結）

連結

年度

売上高

経常利益

当期純利益

総資産

従業員数

単位

百万円

百万円

百万円

百万円

人

2003年度 2004年度

331,325

10,404

△ 2,557

412,316

23,825

2005年度

360,752

13,856

5,412

411,619

27,553

2006年度

503,090

36,441

24,989

465,366

33,658

645,984

32,772

21,484

536,766

43,874
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百万円
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400,000

300,000
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100,000

0

売上高（連結）

総資産（連結）

経常利益（連結）

当期純利益（連結）

セグメント別売上高（連結）

年度2003

331,325

2004

360,752

2006

645,984

2005

503,090

25,000

百万円

20,000

15,000

10,000

5,000

0

-5,000
年度

30,000

2003

-2,557

2004

5,412

2006

21,484
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40,000

人数

35,000

30,000

25,000
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0
年度

10,000

20,000

600,000

百万円

500,000

400,000

300,000
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0
年度2003
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411,619
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536,766
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465,366

百万円
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情報通信 18%

電子電装 37%

その他 2%
ケーブル・
機器関連 43%
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10,404

2004

13,856

2006

32,772

2005

36,441

2006

43,874

2003

23,825

2004

27,553

2005

33,658
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Economical
per formance

設備投資

フジクラグループ（フジクラお

よび連結子会社）では、｢成

長分野への経営資源の集

中」、「ものづくり体質の強化」

の基本戦略のもと、324億円

の設備投資を行いました。

研究開発

フジクラは、ＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）からＩＳＴＥＣ（財団法人国際超電導産業技

術研究センター）と連名で受託しているイットリウム系酸化物超電導線の開発である「超電導応用基盤技術研究開発」

において、酸化物超電導マグネットの励磁試験を行い、１テスラ（10，000ガウス）の磁場発生に成功しました。�

これまでのイットリウム系マグネットの最大発生磁場0.65テスラを超え、実用化の目安の１テスラ以上の1.1テスラの磁場

を安定して発生しました。�

�

イットリウム線材は、臨界電流密度が大きく、液体窒素温度の磁場下で臨界電流が大きいため、モーターや電力貯蔵

装置、変圧器等の強磁場を利用する機器では、小型化、高効率化が実現できます。強磁場を発生するイットリウム線

材により、これらの機器の実用化に大きく前進しました。

情報通信事業

電子電装事業

ケーブル・機器関連事業

その他および全社

合計

52 億円

221 億円

26 億円

24 億円

324 億円

光関連製品製造設備および開発設備

電子材料製造設備および開発設備、タイ生産拠点でのFPCや生産能力増強

鈴鹿事業所メタルケーブル関連製造設備整備

材料関連、半導体加工技術関連研究開発設備

2006年度設備投資額

研究開発費

フジクラグループでは、下記研究所で商品

開発ならびに新技術の開発を進めています。

・材料技術研究所 
・光電子技術研究所 
・電子デバイス研究所 
・電子電装開発センター 
・光ケーブルシステム開発センター 
・光電子回路開発センター 
・メタルケーブル開発グループ 

情報通信部門

電子電装部門

ケーブル・機器関連事業

合計

48 億円

64 億円

9 億円

122 億円

FTTH※対応ケーブル、部品、ファイバーレーザー、
光インターコネクションモジュールなど

ファインパターン、多層積層技術、ＩＣチップ内蔵基盤、
低反発基板開発など
発電方式の多様化対応配電部品、
高温超電導線材の長尺化や実用化研究など

2006年度研究開発費

 全体の研究開発費は122億円です。 

※ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）：光ファイバによる家庭向けのデータ通信サービス



13

フジクラ地球環境憲章

前文

基本理念

行動指針

制定　1992年4月　改訂　2000年4月

フジクラは1992年に「フジクラ地球環境憲章」を制定しました。フジクラグループの経営の最高課題のひとつとして、

全社をあげて地球環境保全に取り組んでいます。

人類の文明は、科学技術の急速な発展とともに、飛躍的な進歩を遂げ、私たちは豊かな生活を享受できるようになりました。

しかしその一方で、地球温暖化、大気のオゾン層破壊、酸性雨、熱帯林の減少、砂漠化、海洋汚染など地球レベルでの環境

破壊が進み、人類のみならず地球上の生命全体の存続にかかわる深刻な事態が進行しています。

この地球環境問題には複雑多様化した社会システムが深くかかわっており、企業活動がその重大な要因のひとつであること

は否めません。

フジクラは、私たちの事業活動が地球環境と密接な関係をもつということを深く認識し、地球環境を保護するために最大の努

力を尽くします。

  フジクラは、『フジクラグループ全員の努力により 豊かで明るい生活を確保する』との基本方針を地球的規模に広げ、経営

の最高課題のひとつとして、全社を挙げて地球環境の保全に取り組んで行きます。

企業活動の全領域で、一人ひとりが地球環境の保全を優先して行動します。

組織と運営
環境担当役員を責任者とする環境保全のための社内組織及び運営制度を整備し、各組織は環境目的、環境目標を明確
にし、計画的かつ継続的な改善を推進する。

環境管理基準と環境管理レベルの向上
国や地方自治体などの環境規制を遵守することはもちろん、自主的な管理基準を設定して、環境管理レベルのいっそうの
向上に努める。また定期的に環境監査を実施し、自主管理の維持向上をはかる。

事業活動において
製品の開発、設計、購買、生産、施工、販売、物流、廃棄等に至るまで、企業活動の全段階において環境の保全に努める。
さらに省エネルギ－、省資源、リサイクルの促進、廃棄物および環境負荷物質の削減に取り組み、環境の汚染予防をはかる。

顧客への適切な情報提供
製品の利用者に対して、適正な使用方法、再資源化、廃棄方法などの情報を提供する。

地域社会への貢献
地域環境の保全活動に積極的に参画して、相互理解と協力関係の強化につとめ、地域社会の一員として貢献する。

海外での事業活動
進出先国の環境基準を遵守することはもちろん、自主的に管理基準を設定して環境の保全に努める。更に環境保全の
ための技術、ノウハウを積極的に活用するとともに、環境管理に関する人材育成に努める。

広報、啓蒙活動
全従業員に教育、広報および啓蒙活動を実施し、地球環境保全の理解と環境意識の向上を図る。

環境パフォーマンス
Environmenta l
per formance

環境マネジメントシステム　

1

2

3

4

5

6

7



Environmenta l
per formance

環境活動推進体制

法規制の遵守

フジクラは、1992年に「フジクラ地球環境憲章」を制定するとともに、社内の環境保全推進体制を整備しました。従来の

工場公害防止管理だけでなく、環境担当役員を環境保全の責任者とし、各事業所および事業部を統括しています。全事

業所長と事業部のメンバーを委員として構成する「地球環境委員会」や地球環境保護推進室と事業所の環境担当とで

構成する「環境連絡会」のほか、事業所ごとに構成する「環境管理委員会」など各種委員会を設置しています。この中で

は、地球保護に関する目標や計画の審議、経過実績のフォローアップ、環境課題への取り組み、情報交換、水平展開等

を実施しています。

フジクラグループの2006年度事業活動において、法に抵触したことによる罰金・科料などの支払い事例は発生していま

せん。また、社外に影響を及ぼすような環境事故も発生していません。

14

社　長� 環境担当役員� 地球環境保護�
推進室長�

人事・総務部長�

地球環境担当者�
（事業所長）�

地球環境担当者�
（事業部門）�

環境担当課長�

部課長�

環境管理責任者�

公害防止管理者�

大　気�

水　質�

騒　音�

振　動�

環境管理委員会

事業所環境管理責任者

事業所部課長

会議

主査

メンバー

地球環境委員会

環境担当役員

地球環境保護推進室長

人事・総務部長

 事業所、事業部地球環境担当者

環境連絡会

地球環境保護推進室長

事業所環境担当課長
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フジクラ環境管理活動指針　2版�（2006～2008年度）�

2006年4月に設定した中期3ヵ年目標「フジクラ環境管理活動指針2版」に基づき、フジクラグループ全社で環境活

動に取り組みました。�

2006年度は国内・海外のグループ会社のデータを集約し、グローバルな視点での活動展開を目指しました。おおむね

目標を達成することができましたが、残念ながら一部の項目で海外拠点のデータ集計システムが構築しきれず、全グ

ループ会社の結果を網羅することができませんでした。07年度は海外拠点のフォローアップを行うとともに2008年

度までの目標に向かって活動を進めていきます。�

環境ISO認証取得状況�

2006年度はフジクラプレシジョン㈱と第一電子工業（上海）有限公司の2社が新たにISO14001認証を取得しました。�

環境パフォーマンス�
Environmenta l
per formance

Environmenta l
per formance

環境管理活動指針　�

16

国内・海外における法律・条例・協定やその他要求事項を遵守する�
�
�

（1）エネルギー使用効率の向上�
国内・海外のエネルギー費用を売上高当たり2005年度比国内
3％、海外9％以上削減する�

（2）温室効果ガス排出量の削減�
国内の二酸化炭素排出量を2005年度比8％以上削減する�
�
�

（3）グリーン物流の推進�
国内の製品物流に要するエネルギー消費原単位を2006年度比
の２％以上削減する�

（1）廃棄物の削減�
国内の埋立廃棄物比率を2％以下とする�

（2）梱包資材の削減�
国内の梱包資材の購入費用比率を2005年度比3％以上削減す
る�

（1）PRTR対象化学物質排出・移動量の削減�
国内・海外で排出・移動量を2005年度比10％以上削減する�

（2）VOC対象化学物質大気排出量の削減�
国内・海外で大気排出量を2005年度比10％以上削減する�

（3）調達品の含有化学物質管理の拡大�
国内・海外で禁止化学物質不含有保証品の調達を徹底する�

（4）エコマーク製品等の購入比率を国内・海外で70％以上とする�
文具やOA機器の比率拡大�

（1）製品含有化学物質管理の拡大�
�

（2）省資源、省エネ、リサイクルしやすい環境配慮型製品の開発と
拡大の推進�

�

項　目� 2006年度～2008年度中期目標�
�

国内・海外における法律・条例・協定やその他要求事項を遵守する�
�
�

（1）エネルギー使用効率の向上�
国内・海外のエネルギー費用を売上高当たり2005年度比国内
1％、海外3％以上削減する�

（2）温室効果ガス排出量の削減�
国内の温室効果ガス排出量の実態を把握する�
�
�

（3）グリーン物流の推進�
国内の製品物流に要する貨物重量トン×輸送距離kmを把握
する�

（1）廃棄物の削減�
国内の埋立廃棄物比率を5％以下とする�

（2）梱包資材の削減�
国内の梱包資材の購入費用比率を2005年度比1％以上削減する�
海外分の購入費用比率を把握する�

（1）PRTR対象化学物質排出・移動量の削減�
国内・海外で対象化学物質排出・移動量を把握する�

（2）VOC対象化学物質大気排出量の削減�
国内・海外で対象化学物質の大気排出量を把握する�

（3）調達品の含有化学物質管理の拡大�
国内・海外で含有化学物質のデータベースを共有する�

（4）エコマーク製品等の購入比率を把握�
�

（1）六価クロム、カドミ、鉛、水銀、PBB、PBDEを全廃（顧客仕様品を除く）�
RoHS規制　2006年7月実施�

（2）省資源、省エネ、リサイクルしやすい環境配慮型製品の開発と
拡大の推進�

国内・海外における法律・条例・協定やその他要求事項を遵守する�
�
�

（1）エネルギー使用効率の向上�
国内・海外のエネルギー費用を売上高当たり2005年度比国内2
％、海外6％以上削減する�

（2）温室効果ガス排出量の削減�
国内の二酸化炭素排出量を2005年度比4％以上削減する�
拠点ごとに温室効果ガス排出量を監視する�
�

（3）グリーン物流の推進�
国内の製品物流に要するエネルギー消費原単位GJ/トンキロ値
を2006年度比1％以上削減する�

（1）廃棄物の削減�
国内の埋立廃棄物比率を2.5％以下とする�

（2）梱包資材の削減�
国内の梱包資材の購入費用比率を2005年度比2％以上削減す
る�

（1）PRTR対象化学物質排出・移動量の削減�
国内・海外で対象化学物質排出・移動量を2005年度比5％以上削減する�

（2）VOC対象化学物質大気排出量の削減�
国内・海外で対象化学物質の大気排出量を2005年度比5％以上削減する�

（3）調達品の含有化学物質管理の拡大�
国内・海外で禁止化学物質不含有保証品の調達を徹底する�

（4）エコマーク製品等の購入比率を国内・海外で50％以上とする�
�

（1）製品含有化学物質管理の拡大�
RoHS規制の遵守�

（2）省資源、省エネ、リサイクルしやすい環境配慮型製品の開発と拡大の推進�
ISO14021制度の運用�

2006年度の事業活動において、法に抵触したことによる罰金・科料などの
支払い事例は発生していません。社外に影響を与える環境事故も発生して
いません。�

売上高当たりのエネルギー費用は、国内で8.2％削減、海外では8.5％増加
となりましたが、国内・海外連結ベースでは8％削減できました。�
�

国内のフジクラおよびグループ会社28社 の温室効果 ガス排出量は、
127,290 CO2トンでした（生産拠点123,041 CO2トン、オフィス4,249 CO2トン）。�
「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」により、06年度から温
室効果ガスを事業所ごとに計算しています。�

国内の製品等輸送量実績は、約7,000万トンキロでした（二酸化炭素排出
量換算で約7,300トン）。�
�

フジクラ事業所および生産工程を有する国内グループ会社14社の埋立廃
棄物比率は、5.8％でした。�

国内の梱包資材購入費用比率は、14％削減となりました。�
海外は一部の拠点でデータシステム構築中のため、4拠点の把握を行いました。�

国内の排出・移動量は36ｔでした。海外は、一部の拠点でデータ集計システ
ム構築中のため、国内の結果を示しています。�

国内の大気排出量は194ｔでした。海外は、一部の拠点でデータ集計システ
ム構築中のため、国内の結果を示しています。�

国内と海外で含有化学物質のデータベースの共有化を推進しました。�
�

国内連結ベースのエコマーク製品等の購入比率は36％でした（フジクラ71％）。
海外は一部の拠点でデータシステム構築中のため、5拠点の把握を行いました。�

RoHS規制への対応を実施し、関連物質を全廃しています（顧客仕様除く）。�
�
低消費電力化を目指した設計、自動車用ノンハロゲン低圧電線の採用車
種拡大、移動用エコケーブルの開発など、開発と拡販を推進しました。�

2006年度目標� 2006年度実績� 2007年度目標�評　価� 参照頁�

温暖化の防止�

環境汚染予防、�
グリーン調達、�
グリーン購入�

廃棄物削減、�
資源リサイクル�

顧客要求への�
対応と�
環境配慮型�
製品への�
取り組み�

製品含有�
化学物質管理�
及び�
エコ製品の�
開発と拡大�

環境法規制の遵守�

事業活動に伴う�
環境負荷低減と�
汚染予防�

〔評価　　○：目標達成　　△：一部、目標未達　　×：目標未達成〕�

フジクラ事業所�
�

認証機関� 認証取得日�
本社（国内8支店、関係会社15社含む）�
佐倉事業所（関係会社2社含む）�
鈴鹿事業所（関係会社1社含む）�
沼津事業所（関係会社3社含む）�
石岡事業所（関係会社3社含む）�
�

国内グループ会社�
西日本電線㈱（関係会社1社含む）�
㈱東北フジクラ�
第一電子工業㈱（関係会社1社含む）�
米沢電線㈱　郡山工場�
米沢電線㈱　本社/米沢工場�
米沢電線㈱　八幡原事業所�
㈱青森フジクラ金矢�
㈱スズキ技研�
沼津熔銅㈱　金谷工場�
富士資材加工㈱　本社/富士事業所�
藤倉商事㈱�
シスコム㈱　本社/東京事務所�
フジクラプレシジョン㈱�

LRQA�
LRQA�
LRQA�
LRQA�
JQA�
�

認証機関�
LRQA�
LRQA�
JQA�
JQA�
JQA�
JQA�
LRQA�
LRQA�
JQA�
LRQA�
LRQA�
PJR�
LRQA

2000年 9月�
1998年 9月�
1999年9月�
2002年3月�
2001年12月�
�

認証取得日�
1999年5月�
1999年6月�
1999年11月�
2000年2月�
2000年10月�
2001年3月�
2000年3月�
2000年9月�
2001年9月�
2003年2月�
2004年3月�
2004年8月�
2006年6月�

海外グループ会社�
Fujikura (Thailand) Ltd. 　�
DDK (Thailand) Ltd.　�
LTEC Ltd.�
PCTT Ltd.�
Yoneden (Thailand) Ltd.�
Fujikura Engineering (Thailand) Ltd.�
Fujikura Federal Cables Sdn. Bhd.�
Fujikura (Malaysia) Sdn. Bhd.�
Fujikura Asia Ltd. �
Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd.�
珠海藤倉電裝有限公司�
米沢電線（昆山）有限公司�
米沢（番禺）電線有限公司�
藤倉電子（上海）有限公司�
第一電子工業（上海）有限公司�

認証機関�
SGS�
TUV　CERT�
SGS �
TUV　CERT�
SGS�
SGS　�
SGS Yarsley�
SIRIM QAS�
LRQA�
SGS�
CQC�
CQC�
BSI�
SGS�
SGS

国　名�
タイ�
タイ�
タイ�
タイ�
タイ�
タイ�
マレーシア�
マレーシア�
シンガポール�
ベトナム�
中国�
中国�
中国�
中国�
中国�

認証取得日�
1998年5月�
1999年11月�
2000年2月�
2002年2月�
2003年12月�
2000年12月�
2002年8月�
2004年12月�
2004年12月�
2005年1月�
2004年5月�
2004年8月�
2004年12月�
2005年2月�
2006年5月�

認証機関名称�
BSI: British Standard Institute　　CQC: China Quality Certification Center　中国質量認証中心�
JQA: Japan Quality Assurance Organization　財団法人日本品質保証機構 　　LRQA: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.�
PJR: Perry Johnson Registrars　　SGS: Societe Generale de Surveillance 　　SGS Yarsley: SGS Yarsley International Certification Services Ltd.�
SIRIM QAS: Standard and Industrial Research Institute of Malaysia　Quality Assurance System 　　TUV CERT: TUV CERT through TUV Industrie Service Gmb

○�
�
�
�
○�
�
�
�

○�

�
�

○�
�
�
×�
�
�
○�
�
�
△�
�
�
△�
�
�
○�
�
�
△�
�

○�
�
�
○�
�

14�
�
�
�
21�
�
�
�

21�

�
�

22�
�
�
23�
�
�
26�
�
�
25�
�
�
25�
�
�
20�
�
�
20�
�

27～30�
�
�

24、27～30�
�
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前文

ISO14001環境監査

ISO14001認証取得サイトでは、毎年、環境マネジメントシ

ステム（EMS）が効果的に運用され、継続的改善が行わ

れているかどうかを社内での内部監査および外部の審査

機関により確認しています。

内部監査は、フジクラ国内グループで総勢218名いる内部

監査員により、サイトごとに実施されました。監査員数は前

年度よりも11名増えました。今後も監査員の増加を図ると

ともに、勉強会等を開催して個人の監査能力のレベルアッ

プと質の向上を目指します。

外部による審査では、重大な不適合とされる指摘はありま

せんでした。指摘された軽微な不適合については是正措

置を実施しています。

環境パフォーマンス
Environmenta l
per formance

社内環境監査

環境監査

フジクラ事業所

国内関係会社（11社）

　　　　　  合　計

会　社

92名

126名

218名

人　数

毎年、自主的な社内環境監査として「フジクラ環境監査」を実施しています。環境担当役員、監査役、人事・総務部長、地球

環境保護室員らが監査メンバーとなり、監査対象となるフジクラ事業所および国内外のグループ会社に赴き、現地での調査

を実施します。環境監査では、環境保全への取り組みや法規制・条例などの遵守についての運用管理を確認し、指摘事項

があった場合には「改善要望事項」として改善・予防措置を求めることとしています。

2006年度は、国内ではフジクラ全事業所、沼津熔銅㈱金谷工場、米沢電線㈱郡山工場、フジクラプレシジョン㈱、西日本電

線㈱大分事業所・挟間事業所、㈱スズキ技研、㈱フジクラコンポーネンツ大阪工場、㈱青森フジクラ金矢、富士資材加工㈱

深川事業所を、海外では中国の米沢（番禺）電線有限公司、珠海藤倉電装有限公司、藤倉電子（上海）有限公司、上海上

纜藤倉電纜有限公司、上海藤倉橡塑電纜有限公司とタイのFujikura （Thailand） Ltd, PCTT Ltd, LTEC Ltd, Fujikura 

Engineering （Thailand） Ltd, Fujikura SHS Ltd.の環境監査を実施しました。

内部環境監査員人数

Fujikura （Thailand） Ltd. フジクラ沼津事業所

フジクラ本社での外部審査状況 フジクラ石岡事業所での外部審査状況

フジクラ石岡事業所



Environmenta l
per formance

環境会計

環境教育

環境会計は、企業が環境対策を進めるためにどれだけコストをかけ、その結果、どんな効果が得られたかなどを、定量的

に評価することで、自社の環境保全への取り組みを効果の高いものにするための経営管理上の分析ツールです。

フジクラと連結会社で環境保全に要した投資や費用を、環境省の「環境会計ガイドライン2005年版」に基づいて集計

しています。

2006年度の国内フジクラグループの投資総額は269百万円、費用総額は2,420百万円です。

●対象範囲：フジクラと国内グループ会社28社

●対象期間：2006年4月から2007年3月末まで

また、環境保全対策に伴う経済効果は、フジクラの3事業

所と本社分の実質的な効果分として、リサイクル・有価売

却分、電力削減分、産廃処理量削減分を2005年度と比

較して示します。

廃棄物量は、生産増加にともない、2006年度は2005年

度より700ｔほど廃棄物が増加したのでマイナス表示になっ

ており、委託処理費も削減されなかったことからマイナス

表示になっています。

一人ひとりが省エネルギーやリサイクルなどの省資源活

動に取り組み、さらに日常の業務を通じて地球環境保護

に努めるよう、全従業員に対する環境教育を実施していま

す。新入社員研修で行う環境講座、事業所でのＯＪＴ、各

事業所・部課単位のISO14001教育、業務に関わる専門

的な教育などを行い、環境意識の向上をはかっています。

環境会計/環境教育
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（1）事業エリア内コスト

　  （公害防止コスト、地球環境保全コスト、資源循環コスト）

（2）上・下流コスト

（3）管理活動コスト

（4）研究開発コスト

（5）社会活動コスト

（6）環境損傷対応コスト

　　　　　　　　　　 合　　計

排ガス洗浄装置、本社ビル照明インバーター、省エネ型水銀灯、

粉塵静電除去装置など

光ケーブル解体設備など

ISOマネジメントシステム維持管理費など

環境対応製品開発費など

ボランティア清掃、緑化など

汚染負荷量賦課金、調査費など

82.3

99.8

1.9

84.5

0.0

0.0

268.5

1,810.3

70.1

309．4

192.5

9.1

28.6

2,419.9

金額：百万円

投資内容/取組内容 投資合計 費用合計

リサイクルや有価売却分（前年度比増分）

電力削減分(前年度比削減分)

廃棄物削減分（前年度比削減分）

498.7ｔ

5.2MWh

－704.5ｔ

物量効果2006年度経済効果（フジクラ分のみ）

193.4

53.2

－42.7

金額（百万円）

鈴鹿事業所での化学物質教育
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環境パフォーマンス
Environmenta l
per formance

事業活動に伴う環境影響

フジクラの事業活動が環境に与えた影響として、２００６年度のフジクラ事業所と本社の環境負荷を合計して示しています。

マテリアルバランス

原材料

　銅

　ポリエチレン

　ポリ塩化ビニール

エネルギー

　電気

　燃料

　ガス

水資源

トン

12,600

7,200

6,000

ギガジュール

1,609,068

2,565

90,813

トン

621,000

エネルギー起源CO2

製品物流CO2

廃水量

廃棄物

   埋立処理量

　PRTR※1排出と
　移動量

　VOC※2排出量

トン

62,000

73,000

530,000

170

3.5

11.2

製品

　銅アルミ電線

　光ファイバ

85,000トン

9,500千kmc

ＩＮＰＵＴ ＯＵＴＰＵＴ

製　造

c：コア（素線）長

※１　ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register）：環境汚染物質の排出と移動登録
※２　ＶＯＣ（Volatile Organic Compounds）：揮発性有機化合物

トン



Environmenta l
per formance

「フジクラ地球環境憲章」の理念に基づき、省エネルギー、省資源、リサイクルの促進、廃棄物および環境負荷物質の

削減につながる原材料・部品・設備の購入を促進しています。

【環境負荷物質含有調査】
資材部では、『環境負荷物質ガイドライン』を主要な購入先すべてに配布し、購入品への負荷物質含有の有無のアンケート調査を実
施しています。含有している場合にはその含有率をppm単位で把握しています。       

【環境負荷物質データベース】
2004年度に「環境負荷物質データベース」を構築し、上記の調査で判明したデータをこれに登録しています。購入品の環境負荷物質
含有状況を知りたい部門は、イントラ上でいつでもこのデータベースにアクセスし、検索することが可能です。

グリーン調達/グリーン購入

調達先への環境管理上の協力要請事項
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グリーン調達

フジクラでは、文房具・事務用機器の購買品リストをイントラ上に掲載しており、そこには環境対応品がエコマークやグリ

ーンマークで表示されています。 購入希望者が環境対応品を選んで購入するようグリーン購入促進運動を推進中です。

グリーン購入

調達先への調査

使用を原則禁止する物質

含有量を管理する物質

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ビス(トリブチルスズ）=オキシドTBTO、有機
錫化合物TBT,TPT、PBB類（ポリブロモビフェニル）、PBDE類（ポリブロモジフェニルエーテル）、PCB類、ポリ塩化ナフタレン(PCN)、
塩素化パラフィン、石綿（アスベスト類)、アゾ化合物、オゾン層破壊物質・臭化メチル、放射性物質、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、
ディルドリン、エンドリン、DDT、クロルデン、ホルムアルデヒド、N-パラーフェニレンジアミン類、2,4,6-トリーターシャリーブチルフェノール、
黄燐マッチ、ベンジジン及びその塩、4-ニトロジフェニル及びその塩、ビス（クロロメチル)エーテル、ベンゼンのり（ベンゼン5%以上）、有
機リン化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン,PENに限る)、アルキル水銀化合物、HBFC、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩
化ジベンゾーパージオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニル

アンチモン及びその化合物、砒素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、ビスマス及びその化合物、ニッケル及びニッケル化合物、
セレン及びその化合物、臭素系化合物、ポリ塩化ビニル(PVC)、フタル酸エステル、シアン化合物

フジクラ指定環境負荷物質

フジクラは、製造過程で使用する原材料、資機材において環境負荷の低いものを優先購入する“グリーン調達”と、オフィス

などで環境負荷を配慮した商品を購入する“グリーン購入”に積極的に取り組んでいます。

2006年度に、主要な調達先に対し、環境管理に関して以下の協力を要請しています。

１． フジクラへの納入品（以下、「納入品」と言う）に対する、環境負荷物質の使用禁止または削減      

２． 納入品の製造工程中での、環境負荷への配慮      

３． ＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート）等、納入品の有する危険有害性および適用法令に関する情報提供      

４． 納入品の簡素化、減量化、および環境負荷の小さい材料の選択      

５． 納入品に関する、再生容易な材料の選択、分類・分解が容易な構造の選択などのリサイクルへの配慮      

６． 納入品への再生資源の積極的利用      

７． 納入品輸送時に生ずる環境影響への配慮

２００６年度に、調達先に対し、以下の事項の環境側面管理状況調査を実施しました。

１． 環境マネジメントシステム（ISO14001等）の整備・運用状況      

２． 著しい環境影響を及ぼす緊急事態への対応体制      

３． 過去3年間の環境に関わる事故の有無      

４． 環境関連法規制遵守状況（廃棄物処理法、水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法、騒音防止法、振動防止法）
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二酸化炭素排出量

エネルギー使用効率の向上

フジクラグループは、事業活動に伴うエネルギー使用の効率化を推進するなど、温室効果ガス排出の低減に努め

ています。京都議定書により、日本は、温室効果ガス排出量を2008年度から2012年度の間に基準年度の6％削

減する必要があります。

フジクラグループは、従来から生産活動でのエネルギー効率化による省エネルギー活動として、生産工程の見直

しによる不要エネルギーの削減、冷暖房ゾーンの局所化、照明の高効率化設備更新などを進めてきました。

また、本社ビルがある東京都も、都内のエネルギー使用の多い事業所1,000社以上を対象に「地球温暖化対策

計画書」制度により、2010年までのＣＯ２排出量削減に取り組んでいます。

フジクラ本社ビルもその対象として、2005年度から2010年度まで削減対策計画を提出し、毎年その対策と実施

が評価されています。東京都のＨＰにその結果は公開されており、ＡＡの評価（目標対策の削減率が5％以上）を

得ています。

２００６年度から、国内フジクラグループの二酸化炭素排出

量を、地域の電力会社ごとに公表された購入電力排出原

単位を用いて、各事業所・各社ごとに二酸化炭素量を計算

しています。

（各燃料については、地球温暖化対策の推進に関する法

律に基づく命令による排出係数により計算）

フジクラは、エネルギー使用効率を売上高当たりのエネルギー

費用比率の指標で、国内・海外の製造拠点やオフィスについ

て、削減目標を定め、活動しています。連結売上と全エネルギー

費用の比率は、2006年度は1.15％でした。前年度比8％と削

減されましたが、これは銅価の大幅な上昇や為替の影響で、

売上高が過去最高になったことも大きな要因です。

国内のフジクラおよびグループ会社（製造拠点やオフィス含む）

と海外のグループ会社（製造拠点やオフィス含む）の2006年

度のエネルギー費／売上高比率は、2005年度を基準に、国

内分は8.2％減でしたが、海外分は8.5％増でした。省エネルギー

活動については、国内、海外共に進めていますが、海外にお

いては、原油高の影響と為替の変動により、購入している電

力や燃料油の費用が上昇したこと、および電子中心に売価

が下落したことにより、2005年度より悪化しています。

2007年度以降は、各拠点単位で生産性指標（生産量、生

産個数、生産台数、床面積などを原単位とした電力使用量）

の向上を目標に定め、エネルギーの効率化を図っていくこ

とにしています。

環境パフォーマンス
Environmenta l
per formance

地球温暖化対策

目標：連結会社を含む国内フジクラグループの温室

効果ガス排出量の実態を把握する

目標：国内･海外のエネルギー費用を売上高当たり

2005年度比国内1％、海外3％以上削減する

CO2（トン）

70,000

60,000

40,000

50,000

20,000

30,000

10,000

0
フジクラ グループ会社 フジクラ グループ会社

製造拠点 オフィス

58,544
64,497

4,061
188

2006年度温室効果ガス排出量（国内分）

百万円

700,000 2.0

1.5

1.0

0.5

600,000

400,000

500,000

200,000

300,000

100,000

0
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度

331,325

1.84％

1.64％

1.25％
1.15％360,752

503,090

645,984

0.0

連結売上とエネルギー費比率

連結売上（百万円） 比率（％）
％



Environmenta l
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グリーン物流の推進

製品をお客様のもとに輸送する際にもエネルギーを消費することから、省エネルギー法が改正され、2006年4月1日から施行さ

れています。フジクラは、年間で3000万トンキロ以上の輸送を運送業者に委託している特定荷主にあたり、毎年、前年度の

輸送に関するエネルギー使用量等の実績と当年度の省エネ計画を経済産業省に報告することになっています。これらの活

動により、荷主として製品等輸送時のＣＯ2排出量の削減に取り組んでいきます。フジクラが2006年度に製品等輸送を委託

した総量は約7,000万トンキロ（輸送トンキロ）で、これは輸送時に発生するＣＯ2に換算すると約７,３００トンに相当します。注）

また、東京23区内のビル工事現場への製品納入には、同業他社と共同納入することで、車輌による振動･騒音の低減や

交通渋滞の緩和等に貢献し、ＣＯ2排出量の削減にも効果をあげています。2006年度は継続4件、新規2件の工事現場へ

の共同納入を行いました。

注）製品輸送には工場で発生した廃棄物処理を業者に委託した時の運搬に要した量も含んでいます。

＜継続＞

赤坂四丁目薬研坂北地区ビル

虎4計画　住宅棟新築工事 

虎4計画　事務所棟新築 

新丸の内ビル新築工事

＜新規＞

東京駅八重洲口開発南棟　Ⅰ期工事

東京駅八重洲口開発北棟　Ⅰ期工事
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2006年度共同納入実施案件

オフィス部門での環境活動
本社や支店、事務所のオフィス部門でも、省エネ活動、廃棄物削減活動、ペー

パーレス活動など積極的に環境負荷の低減に取り組んでいます。

■省エネ活動

クールビズ・ウォームビズ、昼休み消灯などのほか、本社

では蛍光灯照明の安定器インバータ化などによる省エ

ネ活動を実施しました。蛍光灯のインバータ化により、従

来よりも約35％消費電力を削減できるようになりました。

■ペーパーレス活動

2006年度の準備期間を経て、2007年4月よりG-FPS活
動のひとつとして本格的に活動がスタートしました。これ
までの紙文化のワークスタイルを見直して、「業務の効
率化」や「知的生産性の向上」を推進しています。紙資
源の削減による環境保全のほかに、情報の共有化や情
報検索の迅速化、オフィススペースの有効活用などの
利点も期待されています。

▲実施前 ▲実施後
写真の実施例では、約8割の
資料量を削減できました

▲事務所でのクールビズ
　暑さをしのぎやすい
　軽装を奨励しました

▲インバータ化後
明るさは変わらず、消費
電力が削減されました

目標：国内の製品物流に要する貨物重量トン×輸送距離kmを把握する



廃棄物の減量化（リデュース）と廃棄物にしないでリサイクルをすることは、製造メーカにとって大きな課題です。製造工

程から発生する有価物（運賃を含めてプラスで買い取られるもの）以外の廃棄物量を削減することにより、埋立処分量も

削減し、廃棄物は可能な限り有効利用するという資源循環型社会の実現が望まれています。

フジクラは、(社)日本経団連の環境自主行動計画の廃棄物対策として電線工業会の定めた産業廃棄物の最終処分量

を、1995年度を基準として2010年度までに82％削減する活動に取り組んでいます。

従来、銅やアルミは、産業廃棄物ではなく有価金属として回収され、100％近くのものが再び銅やアルミとして利用されて

います。

フジクラグループの製造工程において発生する原材料をロス低減活動によりムダを省き、さらに、分別回収の有効利用によっ

て最終処分で埋立や単純焼却（熱として利用しない）される廃棄物を削減する活動を行っています。

2006年度から国内連結グループ全体で埋立廃棄物を削減する活動に取り組みました。

フジクラおよびグループの15社の全排出量は16,341トンで、そのうち埋立処分された廃棄物量は957トンで、比率は5.85％

でした。計画値は5％だったので、目標は未達でした。また、製造工程で電線被覆に使われるポリエチレンとエコ材の混合物

や、ポリエチレンと塩化ビニールの混合物が埋立処理されているため、混合物の分離が今後の取り組むべき大きな課題です。
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廃棄物対策

廃棄物の削減

目標：国内フジクラグループの埋立廃棄物比率を5％以下とする

2,000

0

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0
トン ％

7,735

グループ会社（国内） 国内総計フジクラ単体

176.8

8,606

779.9

16,340.9

956.7

埋立量 排出量 埋立比率

2.29

9.06

5.85
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光ファイバケーブルのリサイクルシステム

銅電線のリサイクルシステム

製品リサイクル

24

光ファイバケーブルの普及に伴い、今後、使用済み光ファイバケーブルの適切なリサイクルがユーザおよびメーカの課題に

なってきます。フジクラでは、関係会社の富士資材加工（株）が産業廃棄物処理業の許可を取得し、撤去光ファイバケーブ

ルのリサイクル処理を行っています。

2006年6月には、光ファイバケーブルの破砕機を設置し、マテリアルリサイクル率をアップさせる取り組みも行っています。

独自の比重分別法により、フジクラのエコ電線は、リサイクル性が高く、マテリアルリサイクル※1やサーマルリサイクル※2が容

易にできます。

鈴鹿事業所では、使用済み撤去電線の被覆材を回収し、3種類の材料（ポリエチレン、エコ材料、PVC）の比重差を利用し

た「液体サイクロン被覆分別回収装置」を稼働してリサイクルを行っています。このリサイクルシステムを用いると、一度でそ

れぞれ99%以上の純度で分別回収が可能になります。

このほか、ビニル電線についても、銅および被覆材の電線等ヘのリサイクルを推進しています。

再生

PEペレット PEシース屑 皮剥ぎ解体 粉砕粉鋼線屑

破砕解体

富士資材加工

エコ電線

電線等廃材 電線等の解体・粉砕

銅の回収

銅と
被覆材の
分別

混合被覆
材の回収

再生ペレットの製作

■液体サイクロンでの
　被覆材の分別
PVC、架橋ポリエチレン、エ
コ材料が混じったナゲット処
理回収材から、各材料を
99%以上の高純度で分別

※1 マテリアルリサイクル：
使用済み製品や生産工程か
ら出た材料を回収し、利用し
やすいように処理して、新し
い製品の材料もしくは原料と
して使うこと
※2 サーマルリサイクル：
廃棄物を単に焼却処理する
だけではなく、焼却の際に発
生するエネルギーを回収・利
用すること



2006年度にフジクラの製品原材料や製造工程で使用された化学物質のうち、PRTR法「特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」で定められた取扱量1ｔ以上の指定化学物質は6物質であり、排出・移動量

合計で3,574kgでした。昨年に比べ、排出・移動量合計で466kg削減しました。アンチモンや鉛化合物、フタル酸ビス（2-エチ

ルヘキシル）、モリブデンなどはプラスチックやゴム材料の添加剤として、キシレン、トルエンなどはインキ溶剤や運搬車輌用の

ガソリンとして使われています。PRTR法に基づく化学物質の管理・削減のため、今後さらなる製品の非鉛化やエコ化、代替

材料への転換を進めていきます。

2006年度にフジクラおよび国内グループ会社15社の製品原材料や製造工程で使用された化学物質のうち、PRTR法で定めら

れた取扱量1ｔ以上の指定化学物質は7物質となり、排出・移動量合計は36,299kgとなります。

大気汚染防止法改正により、大規模な特定施設からの揮

発性有機化合物（VOC）の排出が規制されています。また

揮発性有機溶剤などを取り扱う、その他施設についても、排

出量削減について自主的取り組みが求められています。

フジクラでは、トルエンやキシレンなどPRTR法で指定されて

いるVOCや、イソプロピルアルコールなどPRTR法に非該当

のVOCについても、積極的に排出量削減に取り組んでいき

ます。

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、

年間100kg以上の指定化学物質を使用する場合には、使

用の管理や安全管理および化学物質適正管理の届出が

必要となります。2006年度、東京本社にある研究所では

都条例の対象となる指定化学物質58種類のうち、3物質、

590kgの使用がありました。昨年度に比べて、研究所の移

転等もあり、4物質、4,510kgの減少となっています。
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化学物質の管理・削減

PRTR法

揮発性有機化合物（VOC）の削減 東京都条例

アンチモン及びその化合物
キシレン
トルエン
鉛及びその化合物
フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）
モリブデン及びその化合物

0
12

2,737
0
0
0

2,749

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
12

2,737
0
0
0

2,749

0
0
0
0
0
0
0

251
40
0

170
364
0

825

251
40
0

170
364
0

825

251
52

2,737
170
364
0

3,574

25
63
227
230
272
346

政令
番号

排出量（kg） 移動量（kg） 排出・移動
量合計（kg）公共水域 事業所土壌 事業所埋立 合計 下水道 事業所外（廃棄物） 合計大気

物質名

注）フジクラ3事業所の合計値

合計

アンチモン及びその化合物
キシレン
トルエン
鉛及びその化合物
バリウム・その水溶性化合物
フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）
モリブデン及びその化合物

0
12

9,555
0
0
0
0

9,567

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
12

9,555
0
0
0
0

9,567

0
0
0
0
0
0
0
0

594
40
758
2,187
161

23,088
0

26,828

594
40
758
2,187
161

23,088
0

26,828

498
52

10,313
2,187
161

23,088
0

36,299

25
63
227
230
243
272
346

政令
番号

移動量（kg） 排出・移動
量合計（kg）公共水域 事業所土壌 事業所埋立 合計 下水道 事業所外（廃棄物） 合計大気物質名

合計

政令番号 政令
番号

物質名称 使用量
（kg）

2006年度排出量（t）
適正管理化学物質名

環境への排出量（kg）PRTR該非

アセトン
硝酸
トルエン

190
100
300
590

2
0
3
5

0
0
0
0

0
0
0
0

190
100
300
590

0
0
0
0

2
29
39

事業所外への移動量（kg）
大気 公共水域 その他 廃棄物 排水PRTR

PRTR
PRTR非対象
PRTR非対象
PRTR非対象
PRTR非対象
PRTR非対象
PRTR非対象
PRTR非対象

63
227
–
–
–
–
–
–

キシレン
トルエン
n-プロピルアルコール
エタノール
酢酸エチル
イソプロピルアルコール
メタノール
メチルエチルケトン
プロピレングリコールモノメチルエーテル

    0.04
    7.9
    4.2
  13.7
    6.2
136
    8.2
  17.0
    0.9
194

注）フジクラおよび国内グループ会社15社の合計値

合計

排出量（kg）

注）フジクラおよび国内グループ会社15社の合計値

合計

目標：PRTR法等に基づく化学物質の管理・削減計画を実行する
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梱包資材の削減

環境に配慮した物流
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原単位として(梱包資材購入費用)/(売上高)の比率を

2008年度までに、2005年度を基準として、3％以上削減す

ることを目標として取り組んでいます。

関係会社を含む国内19事業所で、2006年度の(梱包資材

購入費用)/(売上高)比率の原単位は、2005年度比14％

削減し、目標を達成しています。

また、倉庫内でも梱包ラッピングフィルムの使い捨て使用をやめ、

繰り返し使用可能なラッピング方式に変更しています。

梱包資材の削減は、環境保全の観点から資源を守り、また廃棄物を出さない挑戦を続けており、荷造り方法を小割板からダ

ンプレート、ポリラミ紙の簡易包装、さらに無梱包へと進めています。

100

80

60

40

20

0
年度2005

100

2006

86

2007 2008

原単位削減実績

原単位
削減率
（％）

削減目標

小割板梱包 簡易包装 無梱包

目標：国内の梱包資材の購入費用比率を2005年度比1％以上削減する



環境配慮型電線および材料産業電線
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環境パフォーマンス
Environmenta l
per formance

エコ製品

長年培ってきたノンハロゲンケーブル技術を応用して、分別リサイクルが容易な産業用エコ電線を開発し、フジ

クラは業界No.1の納入実績をもっています。この技術は、電子機器、情報機器、自動車用途のハロゲンフリー

製品に展開され、さらに揮発性有機化合物（VOC）などの削減も進めています。また、鉛フリー化も積極的に

進め、RoHS規制 への対応も完了しています。これらの環境配慮型製品として、各種ワイヤ、ケーブル、FPC、

コネクタなど幅広い製品ラインアップを整えています。

環境配慮型製品

　エコ光コード�
用途 ： 架空配線用
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS対応

　エコ光ケーブル�
用途 ： 一般通信用
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、
　　　RoHS対応

　エコ市内ケーブル�
用途 ： 一般通信用
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、
　　　RoHS対応

　エコアンテナフィーダ�
用途 ： 無線通信用
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、
　　　RoHS対応

　エコLANケーブル�
用途 ： 構内用
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS対応

　エコ同軸ケーブル�
用途 ： CATV用
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS対応

　塩ビ代替材料［エコライト］�
用途 ： 電線被膜材料、押出成型・射出成型・カレンダ成型・
　　　インフレーション成型などの各種成型品
特徴 ： ハロゲンフリー、リサイクル性（比重分別リサイクル）、
　　　脱環境ホルモン対策

　低比重エコ電線�
用途 ： 汎用電線、ケーブルのリサイクル、環境負荷低減、
　　　環境調和型建築物用、半導体製造工場などの
　　　クリーンルーム内配線用
特徴 ： ハロゲンフリー、RoHS対応、アウトガス（周辺環境負

荷物質）低減、リサイクル性（比重分別リサイクル）

1 2 3 4

87

5 6

環境配慮型通信ケーブル通信ケーブル

※ＲｏＨＳ規制：電子/電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合（EU）による指令

※



RoHS対応と環境負荷物質対応電子関連
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　圧力センサー�
用途 ： 血圧計、圧力スイッチ
特徴 ： RoHS対応

　エコFPC�
用途 ： デジカメ、携帯電話、ノートPC
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、
　　　RoHS対応

9

　エコフジカード�
用途 ： プリンタ、パソコン、デジタルビデオカメラ
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS対応

10

　エコインターフェースケーブル�
用途 ： パソコン、サーバ
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS対応

11

　エコ電源コード�
用途 ： 電子機器
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、
　　　RoHS対応

12 　エコ電子ワイヤ�
用途 ： 電子機器内部配線
特徴 ： ハロゲンフリー、鉛フリー、
　　　RoHS対応

13

　極細同軸ケーブル�
用途 ： ノートPC、デジタルビデオカメラ、
　　　携帯電話
特徴 ： 鉛フリー、RoHS対応

14 15

　5in1複合カードコネクタ�
用途 ： フォトプリンタ、カードリーダ
特徴 ： 鉛フリー、RoHS対応

16 　0.3mmピッチFPCコネクタ�
用途 ： MP3プレーヤ、
　　　携帯電話等のモバイル機器
特徴 ： 鉛フリー、RoHS対応

17
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環境パフォーマンス
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環境配慮型製品

ELV 対応自動車関連

　ワイヤハーネス�
用途:エンジンルーム配線、車内配線
特徴:ELV対応、ハロゲンフリー

18 　ジョイントボックス/�
ヒューズボックス�
用途:自動車
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

　ジョイントボックス/�
ヒューズボックス�
用途:自動車
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

19

　HEV用ケーブル＆コネクタ�
用途:ハイブリット車、電気自動車
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

22　ホーロー基板�
用途:カーエアコンの風量制御
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

21

　各種コネクタ�
用途:自動車
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

20

　圧力センサ�
用途:ガソリンタンク内圧センサ
特徴:ELV対応、ハロゲンフリー

26　メンブレン着座センサ�
用途:乗員検知センサ
特徴:ELV対応、ハロゲンフリー

25

　樹脂成形品�
用途: ワイヤーハーネス用外装部品
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

24

　フィルムアンテナ�
用途:TV、ラジオ用アンテナ
特徴:ELV対応、ハロゲンフリー

27

　MOS FETモジュール�
ヒートシンク�
用途:オートエアコンの風量制御
特徴:ELV対応、ハロゲンフリー

23

※ＥＬＶ（End of Life Vehicle）：使用済みとなった車両が環境に影響を与えないよう配慮することを目的とした欧州の指令※
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製品ラインアップ

　ジョイントボックス/�
ヒューズボックス�
用途:自動車
特徴: ELV対応、ハロゲンフリー

欧州において電気電子機器に含まれる特定有害6
物質の使用が制限される指令。2006年7月1日以降、
鉛（Pb）、水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、六価クロム
（Cr6+）、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジ
フェニルエーテル（PBDE）は一部の例外を除き使
用が禁止されます。

エコ電線・ケーブル RoHS対応電子機器用電線

用途
エコ電線・ケーブル

記号 適用規格 名称

EM 600V IE/F

EM 600V EEF/F

EM 600V CE/F

EM 600V CET/F

EM-MB

EM 6600V CE/F

EM 6600V CET/F

EM CEE/F

EM CEE/F-S

JIS C 3612

JIS C 3605

JIS C 3605

JIS C 3605準拠

JCS 4427

JIS C 3606

JIS C 3606

JIS C 3401

JCS 4419準拠

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

600Vポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル

600V単心より合わせ型架橋ポリエチレン
絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

600V EM分岐付きケーブル

6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル

6600Vトリプレックス型架橋ポリエチレン
絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

制御用ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル

静電しゃへい付き制御用ポリエチレン
絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

光ファイバケーブル
（耐燃性ポリエチレンシース）

市内対ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル

耐熱性CCPケーブル

耐燃性ポリエチレン被覆屋内用通信線

耐燃性ポリエチレンシース
通信用構内ケーブル

耐燃性UTPケーブル

マイクロホン用
耐燃性ポリエチレンコード

耐燃性ポリエチレンシース
屋内用ボタン電話ケーブル

電
力
・
制
御
用
ケ
ー
ブ
ル

通
信
用
ケ
ー
ブ
ル

消
防
用
電
線

電子機器用電線

種類分類 品名記号 品名

UL1007

1015

UL1061

1430

UL1061

単
心
ケ
ー
ブ
ル

多
心
ケ
ー
ブ
ル
と
そ
の
加
工
品

平
型
ケ
ー
ブ
ル
と
そ
の
加
工
品

RoHS規制とは

EM-CPEE

EM-FCPEE

EM-CCP-P
EM-CCP-AP

EM-TIEF
EM-TIEE

EM-構内ケーブル

EM-LANケーブル

EM-MEE-S

EM-BITEE

JCS 5420

JCS 5421

JIS C9072準拠

JCS 9074

JCS 9075

TIN/EIA 568B準拠

JCS 3271準拠

JCS 9076

EM-TVECX
EM-TVEFCX
EM-S-4C-FB
EM-S-5C-FB
EM-S-7C-FB

EM-5C-2E
EM-5D-2Eなど

EM-JKEE

EM-F-LINK-L

600V EM-FP
         NH-FP

EM-HP

6600V EM-FP
           NH-FP

JCS 5422

JCS 5423

JCS 4364準拠

-

消防庁告示
第十号（平成9年）

消防庁告示
第十一号（平成9年）

弱電計装用
ケーブル

同軸ケーブル

通信ケーブル

光ファイバ
ケーブル

制御用
ケーブル

高圧電力用
ケーブル

低圧電力用
ケーブル

屋内用
絶縁電線

耐燃性ポリエチレンシース高周波
同軸ケーブル（ポリエチレン絶縁編組形）

耐燃性弱電計装用ケーブル

耐燃性LONWORKS用ケーブル

テレビジョン受信用ポリエチレンシース
絶縁耐燃性ポリエチレンシース
同軸ケーブル

耐燃性小勢力回路用耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース
6600V耐火ケーブル

耐燃性ポリエチレンシース
600V耐火ケーブル

消防用電線

EM-0G4UTSWBE
EM-0G4UTSLAP

絶縁電線

多心
ケーブル

極細同軸
ケーブル

テープ
電線

フラット
ケーブル

UL3385,

3386

10368

10369,

UL2464

UL20276

UL20851

UL10231

UL2896,

20624,

20706

UL2651

UL20012

UL20028

UL20528

耐熱ビニル絶縁電線

半硬質ビニル絶縁電線

耐熱架橋ビニル絶縁電線

エコ電線

インターフェースケーブル

細径化インターフェースケーブル

USBケーブル

IEEE1394ケーブル

エコケーブル

極細同軸ケーブル

フジカード（テープ電線）

シールドフジカード

（シールドテープ電線）

フラットケーブル

中国版RoHSへの対応

2007年3月1日から「電気電子情報
製品汚染防止管理弁法」いわゆる
中国版RoHSが施行されています。

EU版RoHSに比べて対象物質は同じですが、範囲
が広く、製造設備、金型などもラベル表示の対象と
なります。フジクラでは中国へ送る設備、金型などで
マーク表示を行い対応しています。
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顧客視点の品質管理

各事業部、国内・海外グループ会社は、ISO9001の品質マネジメントシステムをベースに、事業に適した品質マネジメントシ

ステムを構築し運用しています。全社品質保証委員会では、全社の品質方針や品質目標の決定、品質に関する全社的な

様々な問題に対する審議・決定と意見交換を行っており、委員長は執行役員が品質保証担当役員としてこの任にあたって

います。

各事業部、グループ会社では、それぞれの組織内で内部監査や調達元としての監査を実施し、QMSが適切に運用されて

いるかをチェックしています。一方、品質保証監査委員会は、事業部およびグループ会社に対して品質保証監査を実施し、

QMSの運用状況、ものづくりの改善状況を調査していますが、２００６年度は特に“ものづくり”の重要性に着目して監査を

実施しています。

品質保証体制

クレームの状況は、次ページにあるグラフのとおりです。クレームはお客様にとって最も望ましくないことであり、クレームの

低減は重要項目として取り組んでいます。０６年度のクレーム件数は前年に比べて減少し、９８年度からも減少傾向にあり

ますが、まだまだ十分なレベルではありません。発生したクレームは、すべて再発させないように、事業部および関連するグ

ループ会社と連携をとって原因究明、対策を実施しています。また、クレームを発生させないように、それぞれのプロセスで

の品質管理活動はもとより、フジクラ本体と国内・海外グループ会社間のインターフェースにも注目し、連携をとっています。

なお、重要なクレーム（重大クレーム）は、随時品質保証担当役員、経営者に報告するとともに、お客様との連絡を密にし

てお客様への影響を最小限にすべく処置を行っています。重大クレームはゼロではありませんが、今後とも「重大クレ

ーム　ゼロ」を目指して品質保証活動を進めていきます。

品質状況

フジクラは、品質に対する全社の方針として「フジクラ クオリティ方針」を定め、この方針に基づき、顧客の視点に立ったモノ

の見方での品質管理を指向しています。２００６年度本格展開したG-FPS活動は、製品品質だけに着目するのではなく、さまざ

まな業務プロセスの質を対象にしています。これは日々の仕事によって、製品を生み出す業務の質が製品の品質として作り

込まれて行くからです。品質は企業の総合力としてとらえ、営業・開発・設計・製造・間接部門が一体となって“お客様の視点

に立った”活動を進めています。

全社品質保証組織 社　長�

全社品質保証委員会�

社内品質保証監査委員会�

QA担当連絡会� 品質保証部�

事業部�

国内・海外グループ会社�

QA担当�

事業部組織

全社組織

委員長：品質保証担当役員�
委　員：各事業部長、�
　　　 本社ライン部長、�
　　　 地球環境保護推進室長、�
　　　 他�
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消費生活用製品安全法への対応と製品安全保証活動

「顧客の視点に立って顧客の信頼に応える有用で安全な質の高い商品及びソリューションを提供する。」と “フジクラ 

クオリティ方針”で宣言して、製品の安全性は重要な要素であると認識しています。ＰＬ法の施行後現在に至るまで、当社

の製品がPL法で訴訟となったことはありませんが、これまで以上に製品の安全性について、予防の観点から設計プロセス、

製造プロセスを中心に細心の注意を払っていきます。

２００６年１２月に改正消費生活用製品安全法（略称　消安法）が公布され、２００７年５月１４日に施行されることになりまし

た。フジクラではこの法律の施行に向けて、営業部門、製品を担当する各事業部等の社内関係部門やグループ会社へ

の教育・周知活動を行い、情報の収集と伝達ルート等社内体制を再点検し、整備しました。また、販売事業者様との連携

を取り、一般消費者のお客様からの情報収集、お客様への情報提供に努めていきます。

消安法での製品事故に関するお客様からの専用の情報受付窓口として、フリーダイヤル（０１２０－７９７０－４５）およびメ

ールアドレス（accident@fujikura.co.jp）を設置しました。また、製品を適切にご使用いただくためのご案内等の情報を当

社ホームページに掲載しています。お客様から寄せられた、苦情、ご意見等の情報をもとに、製品の安全性の改善や取扱

説明書の見直し等に反映させています。製品事故が発生した場合は、トップに報告すると共に最優先で対応できる体制

を取っています。

品質管理教育と小集団活動

フジクラの人財育成計画の一つとして、階層別に、毎年、若手技術者を対象にした品質管理教育を実施しています。また、

グループ会社内でも独自に品質管理教育を実施していますが、これとの連携をとり、品質管理教育の充実と国内・海外グ

ループ会社への教育の拡大を図っています。「すぐに使える」を合い言葉に、教育内容の見直しを進めており、実践に役

立つ品質管理の基礎能力の獲得を目指していきます。

また、小集団活動はＱＣサークル活動として、国内・海外グループ会社も活発に活動しています。毎年１１月に全フジクラ

ＱＣサークル発表大会を日本で開催しており、国内はもとより海外から多くの発表がありますが、ここ数年発表件数が増加

し、２００６年度は２回に分けて実施しました。G-FPS活動では“聖域なし”の活動を行っており、製造部門だけでなく間接

部門からの改善報告が期待できます。
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株主・投資家との関わり

「江東区の挑戦者たち」というシリーズの第４回目として、江

東区より依頼があり、3月23日に江東区文化センターで、「世

界に誇る光ケーブル技術」という内容で、山内常務執行役

員が講演を行いました。

大正時代から江東区に社を構えていたフジクラの歴史を始め、

光ファイバの開発秘話などを一般の方にも分かりやすくお

話しをしました、区民の方も熱心に聴講され、今後もフジク

ラの技術を通じて、地域の方 と々つながっていくよい機会に

なりました。

江東区で講演

IR活動においては、適正な企業価値評価、社会認知度の向上のため、会社の正しい情報を迅速、正確、公平に適宜、適

切に積極的な情報開示を行い、フジクラに対する認知度を向上させるとともに、その理念やブランドの理解を促し、信頼関

係を築き上げるよう努めています。

フジクラでは各事業部門の社内広報責任者を明確にして、新商品、新規事業、研究開発成果、新会社の設立等の情報

を社内で収集し、東証開示やプレス発表において、株主・投資家へよりスピーディーな情報開示を推進しています。

ホームページの「投資家情報」のサイトにおいては、四半期開示日程、四半期ごとの業績開示資料、中期経営計画資料

およびプレスリリースについて日文・英文で掲載しています。

また、海外IR活動においては、社長自らが欧州・米国・香港の海外機関投資家・アナリストと訪問ミーティングを行い、日

本での外国人機関投資家向けセミナーにも積極的に参加しています。

一般株主・投資家の皆様からの業績開示の日程や業績予想に関してのお問い合わせは、広報グループが窓口となり回

答しています。

Socia l
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フジクラ購買基本方針 資材部行動規範

1． 公平公正な取引  
公平公正で自由な競争の原則に立ち、国内外を問わず優良な
お取引先との購買取引を求めています。お取引先の選定は、品質・
価格・納期・安定供給力・信頼性等の観点から、公正な評価に
基づいて行います。   
   
2． 相互信頼を基盤とした協力関係   
信義・誠実の原則を守り、共存共栄の理念のもとに、お取引先と
の相互協力関係を築く努力をします。   
   
3． 関連諸法規の遵守・機密の保持   
購買取引にあたっては、関連する諸法規を遵守します。   
またお取引で知り得た機密情報は、お取引先の承諾無く第三者
へ開示いたしません。

1． 人権・安全・衛生
①児童労働禁止及び青少年労働の制限  
② 強制労働の禁止  
③差別の禁止  
④ 体罰、虐待、ハラスメントの禁止  
⑤適正な労働時間管理  
⑥ 安全で衛生的な職場環境及び健康管理の推進  
⑦ 公平で公正な報酬の提供  
⑧ 労働者の権利の尊重

2．環境         
① 製品に含有する化学物質の管理       
② 製造工程で用いる化学物質の管理       
③環境マネジメントシステムの運用       
④ 環境への影響の最小化（排水・汚泥・排気など）       
⑤環境許可証／行政認可⇒法規制・条例の遵守       
⑥ 資源エネルギーの有効活用       
⑦ 温室効果ガスの排出量削減       
⑧ 廃棄物削減       
⑨ 環境保全への取組状況の開示       
          

 3．公正取引・倫理         
① 汚職賄賂などの禁止       
② 優越的地位の濫用       
③不適切な利益供与及び受領の禁止       
④ 競争制限的行為の禁止       
⑤正確な製品・サービス情報の提供       
⑥ 知的財産の尊重       
⑦ 適切な輸出管理       
⑧ 情報公開       
⑨ 不正行為の予防・早期発見       

4．品質・安全性         
① 製品安全性の確保       
② 品質マネジメントシステムの運用       

5．情報セキュリティ         
① コンピュータ・ネットワーク脅威に対する防御       
② 個人情報の漏洩防止       
③顧客・第三者の機密情報の漏洩防止       

6．社会貢献         
国際社会・地域社会の発展に貢献できる活動を積極的に行う。     
⇒国際社会・地域社会への貢献       
            

【制定趣旨】
1． 公平公正な調達活動による会社の利益への貢献  
2． 法令遵守・機密保持による社会的信用の維持・向上
3． 節度ある調達マンとしての規律保持と社内外からの信用の獲得  
4． 背任・不正行為の防止
【行動規範研修の実施】  
上記内容を資材部内で徹底するために、２００５年度から四半期
に一度はコンプライアンスに関する全員参加の研修を実施して
います。  
【グループ会社への下請法説明会】  
2006年度には、国内グループ会社２３社に対し、「下請代金支払
遅延防止法」遵守のための説明会を実施しました。また、必要に
応じ、グループ会社に対し遵守状況の立入調査や指導を行って
います。

お取引先の皆様への要請事項

フジクラは自社の活動においてＣＳＲを推進することはもちろん、お取引先の皆様にも以下の事項を遵守いただくことで、

相互の繁栄を実現したいと考えています。

調達先との関わり

34

フジクラの経営は、当社の製品を買っていただくお客様だけではなく、原材料・部品や設備等を供給いただく、数多くの調

達先によっても支えられています。したがって、私たちの活動は、調達先との関わりも含めて、 社会的責任を充分果たせる

ものでなければなりません。          

そのために、「フジクラ購買基本方針」を定め、さらに「資材部行動規範」を制定し、自らの行動を厳しく律しています。（資

材部の購買基本方針はホームページ上でも公開しています）

Socia l
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社員との関わり

フジクラグループは、「フジクラ行動規範」の基本理念に則り、全世界のすべての社員に対して、倫理観に基づいた安全衛生管理お
よび労働環境を提供します。労働法、安全衛生法等の関係法規や規範、社会通念との兼合いを十分に考慮しつつ、国際基準である
ILOの条約に沿った対応を基本とし、公平で公正なマネージメントを実施します。

従業員・雇用

社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮について

フジクラは労使がお互いの立場を尊重しながら、話し合うことで相
互の信頼関係を築くことを約束しています。経営方針や事業計画、
経営施策・事業施策については、適宜「経営説明会」や「労働
協議会」を開催し、経営から組合員に対して十分な説明を行う一
方、組合との意見交換を十分に行い、労使で理解を深めながら
課題解決に努めています。また、当社を取り巻く経営環境や会社
方針や、労働組合の運動方針について労働組合幹部、社長、各
事業部門を講師とした研修会を定期的に実施しています。労働
条件についても、労使協議会にて労使間の合意を得るための協
議を尽くして決定しています。
①経営説明会（３回／年）
②労働協議会（毎月＋適宜）月次採算、生産状況、労務状況、
労働条件
③労使研修会（年１回）経営理念・方針、労働組合の運動方針
④関連会社支援（適宜）、関係会社労使との意見交換、海外
労使視察

フジクラは社員の仕事と家庭の両立を支援するための環境整備
として、育児・介護休業制度、短時間労働制度を導入しています。
今後は育児・介護支援のための情報提供、相談体制の拡充や男
性社員の育児休業制度の導入などさらなる取り組みを計画してい
ます。また、男女の均等な機会・待遇を確保し、セクシャルハラスメ
ント対策や母性保護に関する就業環境の整備に注力しています。

労使関係～十分な協議を重視した労使関係 次世代育成支援と男女性差の解消に向けて

高齢者の雇用

フジクラの2006年度の障がい者雇用率は1.35％で、法定雇用率
1.8％を下回っています。今後、法定雇用率達成に向け、継続的
かつ積極的に雇用していきます。

障がい者雇用

児童労働の禁止及び青少年労働の制限
児童労働（ILO基準満１５歳未満）を禁止する。又、法律によ
る義務教育対象に該当する社員を雇用している場合、修学
に影響が出ないように配慮しなければならない。又、満１８歳
未満の社員の労働時間は１日１０時間を超過してはならない。

強制労働の禁止
社員の意思に反した強制労働は禁止する。又、勤労を条件
として保証金や身分証明書原本を強制的に担保にしてはな
らない。

差別の禁止
人種、国籍、宗教、性別、思想などによって社員の採用、雇用、
 補償、教育、昇進において差別を禁止する。

体罰、虐待、ハラスメントの禁止
体罰、精神的、性的、肉体的な強制、虐待、言動を禁止する。
懲戒の適用は、法規に準拠した範囲とし、予め就業規則に
定めなければならない。

適正な労働時間管理
労働時間に関する適用法令を遵守しなければならない。通
常の週労働時間は、法令で定められたものとするが、原則と
して週４８時間を超えてはならない。また、７日間に１日の休日
を与えなければならない。時間外労働及び休日労働は社員
の同意の上で行わなければならない。

安全で衛生的な職場環境及び健康管理の推進
会社は安全で衛生的な労働環境を社員に提供しなければな
らない。また、社員の健康管理を推進しなければならない。

公平で公正な報酬の提供
法定の最低賃金を確実に遵守し、基本的な生計を営む為の
必要な報酬を支払わなければならない。また、公平で公正な
評価体系、賃金体系を構築しなければならない。

労働者の権利の尊重
労働者の権利を尊重し、権利行使に必要な自由意志による
団結（労働組合の結成）や団体交渉権を規制してはならない。

フジクラは永年培った「モノづくり技術」や「経営ノウハウ」をフジク
ラグループ内に伝承するため、定年退職（60歳）されたOBのうち、
会社として雇用する必要性の高い人材をマスターズコンサルタント
として再雇用しています。また、2006年4月の高齢者雇用安定法の
改正を踏まえ、一般社員についても、労使協定に定めた継続雇用
の選考基準を満たした社員について定年後再雇用する制度を導
入しました。
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2007年3月末現在でのフジクラの社員総数は2,365名で、女性社員比率は11.4％となっています。

男女社員比率

フジクラの人材教育の考え方

1）フジクラ・アカデミー
フジクラは120年の歴史を経て第3の創業期に入り、企業の経営
理念も一新し、“つなぐ”テクノロジーを通じ、顧客の価値創造と
社会に貢献する企業を目指しています。その企業に相応しい人
材を確保するため、2006年4月にフジクラグループの教育部門と
してフジクラ・アカデミーを発足させました。

2）育成すべき人材
フジクラグループとして、国内だけでなくグローバルに展開できる
人材、発展していく企業に必要な素養を備えた人材、社会や環
境に配慮できる人材、など幅広い人材の育成を目指しています。
教育の基本はあくまでも職場のOJTであることを踏まえ、職場に
おける人材教育を支
援し、“気づき”を与
えながら、OJTでは不
足しがちな分野の教
育や、職場単位では
できない全社横断的
な教育プログラムを
アカデミーで実施し
ています。

3）カリキュラム
全従業員必須の階層別研修、リーダ層育成などのための選抜
研修、受けたいプログラムを選択できる選択研修、の３種類のプ
ログラムを用意しています。階層別研修としては、「新入社員」、「入
社３年目」、「総合職」などの職級により受けるプログラムと、昇
格や業績評価に反映される「評価者研修」などのプログラムが
用意されています。最近はTOEIC試験も必須科目として定着し
ており、それに呼応した英語研修も各種用意されています。選抜
研修としては、「リーダ研修」が製造分野、研究開発分野、業務
分野、営業分野に用意され、それぞれの分野でのリーダを育成し
ています。選択研修としては、「プレゼンテーション」、「英語プレ
ゼンテーション」、「労務管理」、「コミュニケーション」など、自分
の能力向上に意欲的な人や、上司推薦された人などが積極的
に受け入れられるように、いろいろなプログラムが用意されていま
す。また、最近の高齢者の雇用環境が整うのに対応した「50才
キャリアデザイン」も用意され、“もう一頑張り”のヒントを得る選
択研修も実施されています。

4）技術／技能継承
製造業として成長していくための技術／技能の継承プログラム
を整備しています。その一環として継承すべき技能の登録、認定、
後進育成、評価を進める「高度熟練技能者（“匠”）制度」を立
ち上げました。さらに、OBによる現場指導なども実施しており、今
後フジクラにとって必要となる技術／技能は発展させながら継承
を続けていくことにしています。

11.4%

88.6%

■男女社員比率■男女社員数の推移
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社会性パフォーマンス

安全衛生

安全衛生は企業の根幹に関わる重要な事項として、心身ともに安全で健康的に働ける職場環境づくりのために取り組んでいます。

労働災害ゼロを目指し、全社員が一丸となって、安全衛生活動を推進しています。また、メンタルヘルスを含め、社員の心とから

だの健康づくりを支援する取り組みを進めています。

（１）機械設備の本質安全化の推進
（２）安全衛生教育の充実
（３）安全巡視の充実
（４）５Ｓ活動の徹底
（５）危険予知（ＫＹ）活動の充実
（６）心とからだの健康づくり活動の推進
（７）交通事故防止活動の推進

安全衛生活動の目標

全社安全衛生活動方針 労働災害発生状況

2007年度重点取り組み内容

2007年度安全衛生活動方針
スローガン：創意工夫であらゆるリスクを排除し、築こう安全職場

具体的な活動内容

危険性を評価し、それに基づき事前の安全対策

安全知識技能の体得
作業経験のない人や浅い人に対する教育

メンタルヘルスケアの充実

重点取り組み内容

リスク管理

安全教育訓練

心とからだの健康づくり活動

労働災害の発生は、職場環境にあるリスクが顕在化したものと
考えられます。見えないリスクを把握し、改善することが安全な職
場環境の実現につながることから、危険性・有害性を摘出・評価
し、除去または低減するリスクアセスメントに着手し、職場に潜む
危険の芽を摘む活動を展開しています。また、この一連の活動を
通じて、一人ひとりの安全意識を高める教育にもなっています。

フォークリフト等
の運搬車輌につ
いては、法に基づ
く日常点検・定期
点検はもちろんの
こと、構内通路に
全車両を集め、点
検・整備状況を
チェックする一斉
点検も実施しています。また、急ブレーキ、急ハンドル、車輌の
内輪差、死角などの危険体験を通じて、車輌の特性や安全運転、
または歩行者側の理解を深め、危険予測・危険回避能力を高
める教育を実施しています。

一人ひとりの危険に対する感受性を高め、ヒューマンエラーによ
る災害を防止するため、作業の中に潜む危険性の摘出と対策に
ついて話し合うＫＹＴを日常的な職場の小集団活動として取り組
んでいます。

Socia l
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労働災害発生頻度（休業度数率）

2

度数率 全産業 全製造業 電線ケーブル製造業 当社

資料出所：厚生労働省
                 厚生労働省は年、フジクラは年度での数値

（注）休業度数率とは、労働時間100万時間当たりの休業災害による死傷者数で、
　　休業災害発生の頻度を表す指標。
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石綿について

自らが健康度や疾病リスクを知り、自主的な健康づくりのベースとなる定期健康
診断は、法定検査項目に当社独自の検査項目を加えて実施しています。付加検
査項目には社会的に問題となっている生活習慣病の早期発見を目的とした検査
項目を加えるとともに、発症リスクの高い因子を多く有する社員に対しては指導す
るなど、予防管理や一人ひとりの健康意識の向上に向けた取り組みを展開してい
ます。また、「健康増進法」や「職場における喫煙対策のガイドライン」に基づき、
受動喫煙（室内またはこれに準ずる環境において、他人の煙草の煙を吸わされる
こと）を防止するため、喫煙室を設置しています。

フジクラでは過去に電線被覆材に石綿を使った電線を製造していたことがありますが、使用量、使用場所も極めて限定さ

れており、関連職場に在籍した従業員の調査を実施した結果、関係者で健康被害を被った事例はこれまで発生していま

せん。また、電線工事等の作業で耐火用石綿を使用していた従業員についても健康被害の発生は起きていません。また、

工場周辺の住民の方からの健康被害に関するお申し出もありません。なお、既に退職された方も含め、過去、石綿を取り

扱う業務に従事されたことのある方を対象に肺機能健診も実施しました。建屋の一部に耐火目的で吹付け石綿を使用し

ていた個所についてはフジクラグループ全社の調査を行い、吹付け石綿個所は認定業者により非石綿材に置換えを完

了しています。生産用機械設備には耐熱等の目的で石綿を用いた部品が使われているものがあります。このような場所

では安全を確認した上で、設備に「ａ」マークを貼付し注意喚起し、計画的に代替を進めています。2007年度中にすべて

の代替化が完了する計画です。

作業手順に始まり、設備や作業の安全ポイント集、やってはいけない作業集を中心に現場でマンツーマン教育を実施しています。その後
のフォローとして、安全衛生委員等による職場パトロールで、「この設備、この作業の安全ポイントは何？」「やってはいけない作業は何？」
等と直接確認するとともに、必要に応じて指導しています。

事業所の通勤はマイカー通勤が多いことから、朝の通勤時間帯に事業所周辺や駐車場入り口等で、シートベルトの着用、右左折の方向
指示器、そして駐車場への進入速度など、各職場持ち回りで交通指導を行っています。また、「人のふり見て我がふり直せ」という諺通り、
注意・指導する側にとっても生きた交通安全教育になっています。

管理監督者を対象に、メンタル不全の症状や成り立ち、早期発見の方法、メンタル不全者への対応等の研修を実施しています。また、ど
の程度ストレスを受けて、どの程度ストレスによって心身の状態に影響が出ているのかを自分で評価できるストレスチェックをイントラに開設
するなど、心の風邪とも言われるメンタル不全は早期発見・早期治療が重要であるとして「気付き」に重点を置いた取り組みを進めていま
す。また、プライバシーの保護を前提に、心の悩みを相談できるよう、産業医・保健士による診療所での相談窓口や産業カウンセラーによる
カウンセリング窓口も設けるなど、サポート体制の整備も進めています。

Socia l
per formance



39

社会性パフォーマンス
Socia l
per formance

社会貢献活動

藤倉学園

伊豆大島の障がい者福祉施設「大島藤倉学園」に、フジクラから贈呈した寄付金によって、「本館・自立訓練棟」が建てられ、

祝賀の竣工式が、2007年6月17日に新築された本館講堂で開催されました。

竣工記念式典が開催される前に、岩下学園長の案内で、参列者が新築された「本館・自立訓練棟」見学をしましたが、園生

の方々が訓練を受け易い、明るい施設との印象を受けました。

竣工記念式典では、藤倉学園川田理事長からご挨拶があり、フジクラに対する感謝の意が述べられ、建設経過報告、祝辞

のあと、感謝状が川田理事長からフジクラ大橋社長と安藤建設山田社長に渡されました。

最後に挨拶をした大橋社長は、「今後も藤倉学園に貢献できるように、フジクラの業績を向上させていきます」との決意を表

しました。さらに藤倉学園に貢献をと誓い、参加者一同学園をあとにしました。

藤倉電線の役員 中内春吉が大正8年（1919）に社会事業家 川田貞次郎

氏に大島の土地３万坪と23万円（現貨幣価値で約１２億円）の資金を託し、

知的障がい者施設の財団法人藤倉学園として開設して以来、今日に至るま

で、フジクラは賛助会を通じて学園を支援しています。毎年開催される藤倉

学園のチャリティショー「宝塚ファミリーショー」では、学園の写真展示、学園

生製作の手芸品やお菓子などの即売会が行われ、多くの方に藤倉学園を

ご理解いただける機会となっています。

本館 自立訓練棟

本館玄関と記念プレート
記念プレート

竣工記念式典

チャリティショー



メルボルン工科大学への助成金贈呈

東京大学学園祭「駒場祭」の環境対策へ協賛

オーストラリアのメルボルン工科大学との15年に渡るヒートパイプや熱利用機器の研究

開発の共同研究の成果と、今後のますます強固の関係を構築するため、記念式典が開

催されました。フジクラからは研究助成金が贈呈され、メルボルン工科大学からは感謝状と

記念品が授与されました。今後、人材交流も含めて、さらなる共同研究を進めていきます。

フジクラは、2006年11月24日～26日に開催された第57期「駒場祭」環境局エコプロジェクトの主旨に賛同し協賛しました。

国内最大規模を誇るこの学園祭では、その規模ゆえに華やかな表舞台の裏側で排出されるごみの量も莫大なものとなり

ます。

このごみによる環境負荷を低減するために、駒場祭委員会はエコプロジェクトを結成し、実質的な環境負荷の低減策にと

どまらず、学園祭という場を利用して環境への配慮について社会へ働きかけるという主旨です。

活動資金やエコラリーイベントの来場者向けの景品などに利用できる物品の提供による協賛であり、今年は10社が参加

し、学園祭は成功裡に終えたとの活動結果を事務局よりいただきました。

フジクラは、「東京都のキッズISO14000プログラムの普及事業」に協力し

ています。

「キッズISO14000プログラム」は、国際芸術技術協力機構（ArTech）が

開発し、国内、および国際的に展開している環境教育プログラムです。

このプログラムは、子どもたちがリーダーとなって、電気・水道・ガスの省エネ

活動やゴミの削減・リサイクル活動などを実践し、環境マネジメントを体験し

ながら地球の環境問題に取り組みます。2006年度は、東京都内の小学校

111校（7,357名）の小学生がプログラムを実施し、「キッズISO14000プロ

グラム実施による温暖化ガス排出削減量」は、約32ｔ（二酸化炭素換算値）

になりました。

フジクラは、この普及事業に賛同し、協力を続けています。

キッズ ISOプログラムへの協力

「キッズISO14000プログラム」についての詳細はWebサイトをご覧ください。

U R L：h t t p : / / w w w. a r t e ch . o r. j p / j a p a n e s e / k i d s / i n d ex . h t m l
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出典：国際芸術技術協力機構（ArTech）より

国際芸術技術協力機構（ArTech）

URL：http: / /www2.kankyo.metro. tokyo. jp/kikaku/kids- iso/
東京都環境局Kids′ ISO 14000普及事業
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毎年恒例の夏祭りには、従業員だけでなく家族やＯＢ、地域住民

の方 な々どにも参加していただきました。カラオケやものまね、ダン

ス、福引きなど楽しいレクレーションと冷たいビールを用意し、暑さ

を忘れてみんなで楽しいひと時を過ごしました。

清掃ボランティア フジクラ鈴鹿事業所　消防団協力事業所表示制度の認定 フジクラ本社

地域コミュニケーション／表彰

地域コミュニケーション

表彰

各事業所では、近隣地域との交流を図っています。活動の一部をご紹介します。

周辺道路の清掃

佐倉事業所 夏祭り後の事業所周辺清掃

手作り紙芝居での啓蒙活動

石岡事業所

清掃活動と啓蒙 フジクラ沼津事業所　 夏祭り フジクラ佐倉事業所 石岡事業所

認定証の交付式

事業所の西側にある新中川

河口の千本浜で、近隣4社

（フジクラ、株式会社明電舎、

株式会社リコー、ジャトコ株

式会社）と幼稚園生、小学生が参加しての清掃活動

を行いました。清掃終了後、フジクラは小学生を対象

に手作りの紙芝居で環境の大切さをアピールしました。

東京消防庁は、地域防災体制の充実のため「消防団協力事業所表

示制度」を始めました。これは企業の消防団活動への協力を社会貢献

として認定するものです。フジクラ本社では、７名

が地元消防団に所属して活躍しており、深川消

防署管内の第一号表示事業所に認定されました。

産業廃棄物適正処理推進功労者の感謝状タイ国ＢＯＩ長官から表彰

辻川相談役（左）とサティット長官

フジクラ佐倉事業所川瀬氏（中央）

タイ国の投資委員会（ＢＯＩ）の長官が表敬を兼ね

フジクラ本社へ来社し、フジクラの長年にわたる日

本とタイ両国間の経済文化活動への貢献に対し

て大橋社長に感謝の意を伝

えられるとともに、辻川取締

役相談役へ「名誉投資アド

バイザー賞」を贈呈されました。

フジクラ佐倉事業所の環境管理課員が、長年にわたって廃棄物

管理業務に従事し、減量化・再利用・適正処分の確立等を行い、

佐倉事業所のゼロエミッション達成に貢

献したことを評価され、2007年クリーン

ウェイスト千葉大会にて産業廃棄物適正

処理推進功労者の感謝状を授与されました。

危険物安全功労賞の受賞

フジクラ石岡事業所高野氏

フジクラ石岡事業所の総務課員が、日頃の危険物

取り扱いの法遵守、安全管理な

どの地道な努力が認められ、石

岡市危険物安全協会の総会に

おいて、平成17年度危険物安

全功労者として表彰されました。

茨城労働基準協会長賞の受賞

協栄線材㈱が受賞

茨城県石岡市にある関係会社の協栄線材株式会社が、茨城県

産業安全衛生大会で、茨城労働基準協会連合会長賞を受賞し

ました。協栄線材株式会社は、昭和56年6月

から24年間休業災害が無く、連続休業無災

害450万時間を達成したことに加え、安全衛

生計画書に基づく立ち入り調査で、労働条

件や安全衛生などの成績が認められました。

1992年3月から始まった工場周辺の清掃パトロー

ルが2006年12月で150回目を迎えました。毎月1回、

昼休みを利用して周辺道路の

清掃を続けてきました。次は200

回を目指し、継続していきます。
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戦略および分析

組織のプロフィール

報告要素

ガバナンス、コミットメントおよび参画

経済

環境

労働慣行ディーセント/ワーク（公正な労働条件）

人権

製品責任

組織にとっての持続可能性の適合性とその戦略に関する組織の最高意志決定者の声明

報告組織の名称
主要な、ブランド、製品および/またはサービス
主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの、組織の経営構造
組織の本社の所在地
組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っているあるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連の
ある国名
報告組織の規模（従業員数、純売上高、あるいは純収入、負債および株主資本に区分した総資本、等）
報告期間中の受賞歴

提供する情報の報告期間（会計年度/暦年など）
報告書サイクル（年次、半年ごとなど）
報告書またはその内容に関する質問の窓口

戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造
最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかの記載
経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して組織で開発したミッションおよびバリューについての声明、行動規範および規則

組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうかおよびその方法はどのようなものかについての説明

組織に参画したステークホルダー・グループのリスト

EC1　収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他コミュニティへの投資、内部留保など
EC8　商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて主に公共の利益のために提供されるインフラ投資およびサービスの展開図と影響

EN1　使用原材料の重量または量

EN3　一次エネルギー源ごとの直接エネルギー消費量
EN5　省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量

EN８　水源からの総取水量

EN16　直接および間接的な温室効果ガスの総排出量（重量表記）
EN17　その他の関連ある間接的な温室効果ガス排出量（重量表記）
EN20　種類別および重量で表記するＮＯｘ、ＳＯｘおよびその他の著しい影響を及ぼす排気物質
EN21　水質および放出先ごとの総排出量
EN22　種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量

EN26　製品およびサービスの環境影響を緩和する率先的取り組みと、影響削減の程度
EN27　カテゴリー別の、再生利用される販売製品およびその梱包材の割合

EN29　組織の業務に使用される製品、その他物品および原材料の輸送および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響

EN30　種類別の環境保護目的の総支出および投資

LA1　雇用の種類、雇用契約および地域別総労働力

LA7　地域別の、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合、および業務上の総死亡者数
LA8　深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および
危機管理プログラム
LA9　労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ

LA11　従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム

LA13　性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った統治体の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳

ＨＲ2　人権に関する適正審査を受けた主なサプライヤーおよび請負業者の割合と取られた処置

ＰＲ5　顧客満足度を測る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行
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GR Iガイドライン（ 2 0 0 6 ）対照表�

1.1

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

2.5 

2.8 
2.10 

3.1 
3.3 
3.4 

4.1 
4.2 
4.8 

4.11 

4.14 

中核
中核

中核

中核
追加

中核

中核
中核
中核
中核
中核

追加
追加

中核

中核

中核

中核

中核

中核

追加

中核

中核

追加

報告書のプロフィール

ガバナンス

外部イニシアティブへのコミットメント

ステークホルダー参画

経済的パフォーマンス

マネージメント・アプローチ  
 　目標とパフォーマンス 
 　組織の全体的なコミットメントを明示する方針 
 　研修および意識の向上 
 　監視およびフォローアップ 
原材料

エネルギー

水

排出物、廃水、および廃棄物

製品およびサービス

輸送

総合

マネージメント・アプローチ
 　組織の全体的なコミットメントを明示する方針
雇用

労働安全衛生

研修および教育

多様性と機会均等

投資および調達の慣行

製品およびサービスのラベリング

ＧＲＩ：正式名称はGlobal Reporting Initiative。オランダに本部を置くＮＧＯで、企業の「持続可能性報告書」についてのガイドラインを立案/公開しているＵＮＥＰ（国連開発計画）の公認協力機関

項目および指標 掲載ページ




