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事業再生に向けた100日プランの解説

現行中期経営計画の現状と問題点

現状認識と事業再生の必要性

経営革新に向けた事業再生フェーズの概要

事業再生にむけた狙いと基本方針

フジクラは、現中計を断念し、事業再生（オペレーショナル・ターンアラウンド）期間を短期ではあるが設け事業の正常化を果た
します。また、アフターコロナの成長戦略を盛り込んだ新中期経営計画については、事業再生を果たした後に公表・実行（戦略
的ターンアラウンド）する予定です。

　フジクラは、経営環境の劇的な変化に伴う事業基盤の毀損に対処し、事業再生を図るため、取り組むべき項目
を取りまとめ、１００日プランとして策定しました。
　2019年度の業績の悪化を受け、2020年度を最終年度とした5か年中期経営計画「2020中期経営計画」（20
中期）の続行は収益構造の更なる悪化を招きかねないとの判断の下、20中期を断念し、基本戦略を「早期事業回
復への集中」に転換します。
　2020年度は「早期事業回復への集中」を基本戦略に据え、重点施策を「既存事業の聖域なき『選択と集中』」	
および「グループガバナンスの強化」の2点に絞り、事業構造改革を断行し、またグループガバナンス推進室の設
置などによるリスク管理の更なる徹底を図ります。
　早期の事業回復を果たすべく不退転の決意をもって臨んでいきます。

●	健全な成長が図れていない
	 -光ファイバ事業・FPC事業の環境激変
	 -自動車電装事業の回復遅れ
●	新型コロナウイルス影響による事業への甚大な影響見通せず
●	最終年度となる20年度の全社経営数値目標未達は確実
●	新陳代謝・新規事業創出の進捗も思わしくない

●	市場環境の激変、競争環境激化に対応できず全社収益が低下、市場の期待に応えらえる企業価値の	
実現ができていない
	 -主要３事業（情報通信・FPC・自動車）が根本的課題に直面する中、課題解決に至らず
●	自己変革が不十分な状態では収益構造のさらなる悪化は不可避
●	経営体質・事業構造にまで踏み込んだ抜本的改革＝事業再生が必要であり改革の先送りは許され	
ない状況

●	グループ全体での企業価値を意識した体質改善
●	収益力強化の徹底に再度挑戦

特に外部環境の激変が著しい情報通信事業、FPC事業の事業再生・構造改革に最優先で取り組む

●	自己変革が不十分であり、考え方を今一度改める必要性
	 -結果的に売上重視、シェア重視となっていた
	 -外部環境の激変に対し戦略・施策が対応できていない
●	現行計画の継続は、収益構造のさらなる悪化につながりかねない

●	現行中期経営計画の遂行は中止し、事業再生フェーズに移行
●	財務基盤の立て直しができる間に、グループ全体で「攻めの構造改革」を断行、永続的な企業体となるこ
とを目指す

●	事業再生をやり遂げ、抜本的に収益性ならびに経営体質・事業構造の改善を図り企業価値を向上させる

●	収益性の改善・向上を目的に
「選択と集中」を徹底

●	ROIC経営による「選択と集中」の徹底により資本効率を意識した経営を加速
●	同時にガバナンス体制の一層の強化によりグループ全体の規律・透明性を実現

●	全世界的に営業・製造・開発
体制を最適化

●	事業再生と同時に本社機能
についてもスリム化

現状

現状認識

狙い

最優先事項

問題点

今後の方針

基本方針

2016 2019

経営体質・事業構造の
抜本的改革

100日プラン
・キャッシュアウト最小化
・費用削減
・事業再生計画策定

下期
事業再生計画実行 新中計による成長軌道へ

持続的な成長による
企業価値創造

20中期の継続断念
事業再生フェーズへ移行

現中計 オペレーショナル・ターンアラウンド 戦略的ターンアラウンド

20中期

（年）
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事業再生に向けた100日プランの解説

100日プランのポイント

経営責任明確化とガバナンス強化

事業分野 項目 内容

経営責任 業務執行取締役報酬の減額 • 社長:50%、代表取締役専務:40%、業務執行取締役:30%

執行役員報酬の減額 • 執行役員、常務執行役員:20%

ガバナンス強化 取締役会機能強化 • 監督と執行の分離をさらに推進、モニタリング強化
• 再生への目途付け後、定数削減と社外取締役比率増加

経営革新委員会設置 • コーポレートによる横串機能の強化
• 経営資源効率化部会による事業の選択と集中、固定費削減
• Save部会、Gain部会による費用削減、マージン改善

ROICに加えFCF管理強化 • 事業と投資の管理強化

コーポレートガバナンス推進室設置 • 関係会社含めたガバナンス強化

エネルギー・情報通信カンパニーの施策

事業分野 項目 内容

情報通信 光ファイバ • 光ファイバ、母材販売から光ケーブル販売にシフト、中国市場偏
重から欧米市場、HSDC市場にシフト

• 中国工場は当面100%稼働、国内工場は光ケーブル事業に合わ
せて生産規模適正化し、6割稼働へ縮小

光ケーブル • Spider Web Ribbon®(SWR®) & Wrapping Tube Cable® 
(WTC®)事業の拡大のため日米欧にて生産能力増強

• 北米ルーラルエリアのデジタルデバイド解消※に向けて架空ケーブ
ル生産能力増強　　
※新型コロナ下、情報通信インフラの地域格差解消のための投

資計画
• 生産能力増強投資　総額38億円

SWR®配線ソリューション開発と拡販 • FTTxおよびHSDCのためのSWR®配線ソリューション開発
• 超多心WTC®、Air Blown WTCTMおよびその周辺部材の商品拡充

ファイバレーザ • 新型コロナウイルスの影響もあり不調→事業のあり方再考　 
20年度中に見極め

• 規模の縮小→発生費用抑制 前年度比 20億円

拠点の統廃合 • 国内外の複数拠点の統廃合

エネルギー 海外EPC事業撤退 • バングラデシュ工事を最後に完全撤退

海外生産拠点閉鎖 • マレーシアのFujikura Federal Cableを最後に全海外生産 
拠点閉鎖

国内事業の選択と集中 • フジクラ・ダイヤケーブルへの事業集約　20年度末までに 
目処付け

• 残された一部の事業は合弁、売却を視野

再生プラン実行体制

事業再生期間中の各事業への投資・キャッシュフローに対する考え方

社長自らが先頭に立ち、再生期間中のプラン実行を強力に推進します。日々管理の強化と、選択と集中を強力に推進します。

主要事業の設備投資について、情報通信事業は光ケーブルソリューション事業のコアとなるSWR®/WTC®への設備投資に集中、
エレクトロニクス事業はキャパシティ拡大を行わず更新投資中心に大幅抑制、自動車ワイヤハーネス事業は東欧から北アフリカへ
の移管を中心とし設備投資は大幅抑制とします。

事業再生期間中のキャッシュフロー・利益配分は、設備投資の厳選・財務圧縮等を実行、事業の立て直しおよび選択と集中に
特化、成長事業への回帰、企業価値回復により、ステークホルダーに報いることを目指しています。

主要事業の今年度・来年度の設備投資に関しての方向性

FPC

再生期間中のプラン実行に向けた
ドライバーとしてプロジェクトチームで対応

経営資源
効率化委員会

・ 事業ポートフォリオと
事業戦略の見直し
・ 固定費削減
・ ガバナンス強化

・ 管理経費圧縮
・ 設備投資、省エネ
・ 労務棚卸資産圧縮
・ 品質向上
・ ITによる業務効率向上

・ 販売力
・ 調達力
・ 販売管理

Save委員会

Gain委員会

経営革新委員会

事務局：
コーポレート企画室 ワイヤハーネス

エネルギー構造改革

情通構造改革

コーポレート機構改革

固定費削減・資産売却

経営刷新

光ケーブル事業拡大

社長が自ら
陣頭指揮をとり
選択と集中を推進

両専務が日々管理に
目を光らせる体制

事業

情報通信

エレクトロニクス

自動車

2019 年度

年央から削減

東欧から北アフリカ移管

2020 年度

成長事業に集中

緊縮投資の継続

2021 年度

必要最低限

以降の考え方

再生後の
成長戦略に

基づく投資実行
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固定費削減と財務体質強化

事業分野 項目 内容

固定費削減 販社・営業所の見直し • 海外の複数拠点の閉鎖

設備投資予算削減 • 前年度比半減 （150億円削減）
• 減価償却費内に留め、キャッシュフロー確保

研究開発テーマの選択と集中 • 強みのある情通と医療に集中
• 全研究開発費は抑制するも、選択と集中により注力分野への投資

は確保

人員削減 • 国内200名規模

財務体質強化 事業の選択と集中、拠点統廃合等に 
よる資産の売却

• 120億円

電子電装・コネクタカンパニーの施策

事業分野 項目 内容

エレクトロニクス
（FPC）

FPC受注戦略と需要に応じた 
規模適正化

• 技術力の活きる高付加価値品受注へ一層推進

拠点の統廃合および人員削減 • 海外の複数拠点の統廃合
• 海外拠点を中心に人員削減 （500人規模）

生産管理強化による棚卸資産削減 • 棚卸資産削減　前年度対比 -100億円

自動車
（WH）

欧州事業再編と規模適正化 • 東欧からモロッコへの生産移管と生産方式の改革および直接人員
の効率的運用

• 海外の複数拠点の統廃合
• 選択受注による事業規模適正化
• Fujikura Automotive Europeの間接人員削減 （60人）

ガバナンス強化 • Fujikura Automotive Europeマネジメント刷新済み（外部コン
サルタントを活用したガバナンス体制強化）

新たな事業機会 電子部品の新分野での強化 • 車載、CASE分野での新たな事業機会への参入
• 新型コロナウイルス対応の医療機器用センサーの拡大
• 医療分野での欧米事業拡大

事業再生に向けた100日プランの解説

情報通信事業の取り組み

北米拠点の売上推移
コロナ過、ケーブルビジネスを軸に北米拠点の関連売上は拡大

欧米展開の着実な進展
FTTx・CATV・5G・HSDC向けのマーケットは急速に拡大しており、現在16か国で展開しています（2020年現在）

●	1984年米国にて合弁展開、2005年完全子会社化統括会社を軸に欧米豪への展開を継続
●	M&Aとオーガニック両方の手段を複合的に用いながら徐々にビジネスドメインを拡大
●	物品提供・通信工事のトータルソリューション展開し、米国をモデルケースに展開中

北米におけるプレゼンスは近年向上、データセンタ業界のトッ
プティア（≒HSDC）においては、超多芯ケーブル分野でのシェ
アはフジクラの推測ではあるが30%程度とみられる

HSDC：Hyper	Scale	Data	Center

コロナ禍においても将来的な成長を確信、欧米を中心とし
た光配線ソリューション事業については経営資源を集中す
べき分野と判断

●	技術開発：日米欧の知見を元に日本で実施（※周辺部品・ソリューション含む）
●	製造：日米欧を中心にSWR®・WTC®を製造（高品質日本製ファイバを実装）
●	マーケット：中長期的にFTTH・DC需要が拡大する欧米地区でソリューションビジネスを展開

概要

特徴

サービス
物品

サービス

物品

※当社管理数値より概算金額を記載

2010年度

関連北米売上
約US$500Mil

2020年度

関連北米売上
約US$1bil超

…光ケーブル製造拠点

拡大に向け各拠点整備
・技術・製品開発：	 日本
・ケーブル製造：	 日米欧
・マーケティング：	 日米欧
※高機能ファイバは日本で製造

地域別SWR®/WTC®売上推移

2018 2019 2020
（予想）

日本

米国

欧州

日本
米国
コア長

欧州
その他

その他

（年度）

※区分：売上イメージ
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SWR® 光配線ソリューションビジネス

CSVの推進
最高水準の性能を実現したフェーズド・アレイ・アンテナ・ 
モジュールで5Gミリ波インフラ市場に参入

フジクラグループは、早期事業再生の重点施策として、従
来の光ケーブル製品を飛躍的に細径化・軽量化できる光ケー
ブル心線「Spider Web Ribbon®」(SWR®)を中核に据え、
情報通信分野における幅広い製品群およびノウハウを用いて
顧客の課題を解決する「SWR®光配線ソリューションビジネス」
に取り組んでいます。

SWR®の主要顧客である通信事業者およびITサービス事
業者は、情報化社会に不可欠な5GやIoTの実現、ハイパー
スケ―ルデータセンタの設置などを推し進める中で、工事の
更なる効率化という大きな課題を抱えています。例えば、欧
米のハイパースケ―ルデータセンタの設備増強工事では、光
ケーブルを建物内・外を繋ぐ際に使用する部品により、工事
作業者に求められる熟練度や必要な工具等が大きく変わるた
め、工費や工期の最適化が困難であるという課題があります。

これに対し、フジクラグループは、単なるサプライヤとして製
品を提供するだけでなく、顧客と密に対話し、簡易な作業で
接続工事ができる当社製接続部品を提案し、また、顧客の要
望に合わせて部品を改良。提供することなどにより、顧客の
工事の効率化を叶えることができました。

さらに、工事の効率化の提案だけでなく、America Fujikura 
Ltd（米国所在の当社100%子会社）は、工事の初期段階であ
る現場測量の実施からSWR®の敷設工事・アフターサービス
まで一貫してサポートするビジネスを展開しています。

急速に成長していく情報通信分野において、これら「SWR®

光配線ソリューションビジネス」に経営資源を集中して一層の
拡販を図り、フジクラグループの再生および持続的成長を果
たしていきます。

フジクラグループでは、自社の利益成長とともに社会課
題を解決し、SDGs達成に貢献するための戦略として、CSV

（Creating Shared Value：共通価値の創造）を進めていま
す。CSVとは企業が本業を通じて、社会価値を向上（社会課
題解決）し、経済価値（利益）も得る活動のことと定義されてい

ます。フジクラグループはこれまでも社会課題解決のための
事業活動を続けてきましたが、2017年を「フジクラグループ
CSV元年」とし、CSVを本格的に考えるスタートの年としてい
ます。

フジクラは、3GPP*1が規定する5Gミリ波帯域であるn257
（28GHz帯）、n258（26GHz帯）、n261（27GHz帯）に対
応した最先端の統合化フェーズド・アレイ・アンテナ・モジュー
ル（Phased Array Antenna Module、以下 PAAM）の製
品化を発表しました。フジクラのPAAM製品は、ミリ波を利
用した5G固定無線アクセス（FWA）*2、5Gモバイル無線ア
クセス（MWA）*3、5G無線バックホール*4、その他の新しい
用途に対応した、屋内および屋外向けに利用できる最高水準
の性能を誇るPAAMです。

現在、5Gの展開は世界中で加速しており、その中でミリ波
帯の利用は5Gネットワーク機能の強化に重要な役割を果たす
ことが見込まれています。グローバル・モバイル・サプライヤ・ 
アソシエーション（GSA）*5によると、2020年8月末の時点
ですでに129の国と地域の397の事業者が5Gへの投資を発

表しています。ミリ波を用いた5Gサービスは、主に米国の
FWAとMWAの用途を中心に展開が進んでいますが、今は
市場展開の初期段階にあり、市場からは屋外と屋内の両方の
用途でミリ波を用いた5Gサービス活用シーンの大幅な拡大に
対して、高い期待が寄せられています。

フジクラがこの市場の期待に応えるべくこのたび開発した
PAAM製品は、米国IBM社から導入したミリ波IC技術とアン
テナ・イン・パッケージ技術に、フジクラが持つアンテナ設計
技術、基板設計技術、および通信業界に価値ある製品を提供
し続けてきた長い歴史と専門知識を高度に融合させることで、
その製品化を実現したものです。フジクラは、今後世界各地
の5Gインフラ構築を推進されるお客様に向けてこのPAAM
製品をご提供していくことで、5Gミリ波ネットワークおよび
5Gサービスの成長と拡大に貢献していきます。

主な特長
フジクラPAAM製品は、垂直、水平両偏波を同時に送受

信可能なアンテナとRF-IC*6を統合した高性能なフェーズド・ア
レイ・アンテナ・モジュールであり、5G基地局に必要不可欠
とされる様々な機能を装備しています。

V-polarization

Beam Former (BF) IC

Frequency Converter
(FC) IC

BF-IC

...

BF-IC

SW

SWSW

H-polarization

SWΣ

Σ
Σ

SW

TX-IF

RX-IF

LOx 4

SW

Dual
polarized
Antenna

5G

5G

フジクラグループのCSV

情報通信分野における幅広い製品群・ノウハウがソリューションビジネスの要

フジクラPAAMのブロックダイヤグラム

*1. 3GPP：5G等の移動通信システムの仕様の検討・作成を行う標準化プロジェクト
*2.  FWA：固定端末（加入者宅等）向け無線アクセス
*3.  MWA：モバイル端末（スマートフォン等）向け無線アクセス
*4.  バックホール：通信事業者の基幹ネットワークと基地局を結ぶ中継回線
*5. GSA：モバイルに係るインフラ、機器・デバイス、アプリケーション、 サポートサービス等の提供に携わる企業を代表する移動通信関連の業

界団体
*6. RF-IC：高周波集積回路

光コネクタ

光クロージャ

工場加工製品

融着架

SWR®/WTC®
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季節性インフルエンザ流行リスク「みえる化」ソリューションの販売を
開始

1.2GHz 高分解能NMR用超高磁場超電導磁石の実用化に成功 
～フジクラの高温超電導技術が世界最高レベルのNMR実用化に貢献～

フジクラは、同社が開発した環境発電デバイスである色素
増感太陽電池（DSSC）を搭載するセンサシステムを活用したソ
リューションのラインアップを拡充し、季節性インフルエンザ流

行リスクの「みえる化」ソリューションの販売を開始いたしました。
この新しいソリューションのご提供・普及を通じて、季節性イ
ンフルエンザ感染の未然防止に貢献していきます。

背景・課題認識
冬季を中心に流行する季節性インフルエンザの国内感染者

数は例年1,000万人を超えると言われており、インフルエンザ
に罹患するリスクを低減することは喫緊の課題と捉えられてい
ます。インフルエンザによる犠牲者は、人が多く集まる場所で

の感染リスクを低減することが有効な対策の一つと考えられて
います。また、企業活動の中でも、事務所や作業現場といっ
た職場内におけるインフルエンザ予防に向けた対策など、労
働環境管理強化の取り組みが求められています。

製品特長
•  このソリューションは、仙台市 庄司小児科内科医院の庄司

眞先生のご研究から導かれた季節性インフルエンザと絶対
湿度との相関性を、流行リスクみえる化の指標として用い
ます。

• 絶対湿度を求めるための温湿度データの計測をセンサノード
で行い、そのデータをクラウドに蓄積した上で、リスク情報
の形にみえる化します。みえる化された情報は、インターネッ
トを介してスマホやタブレットなどお客様の管理端末画面上
でいつでもどこでも閲覧することができます。さらに、絶対
湿度の値が設定した閾値を超えると、管理端末画面の表示
色の変化・警報音・メールによるアラーム発報を行います。

• このように、システム設置環境内における季節性インフルエ
ンザ流行リスクの検知およびアラート発報による周知を行う

ことで、関係者による加湿など室内湿度の適切な維持管理
への行動を促し、インフルエンザ感染リスクの低減につなげ
ることを可能とします。

• 温湿度データの計測に用いるセンサノードは、環境発電デ
バイスであるDSSCを搭載し自立発電駆動が可能なことから、
完全配線レス・メンテナンスフリーのセンサネットワークを構
築できます。

• このソリューションは、当社が今夏販売を開始した「熱中症
予防IoTソリューション」とパッケージでご提供いたします。「熱
中症予防IoTソリューション」をご利用いただいているお客
様には、新たな契約や機器を追加することなくご利用いた
だけます。

超電導技術分野においてビジネスパートナーであるBRUKER 
Corporation（以下 ブルカー）とフジクラは、そのコラボレーショ
ンの成果により、大きなマイルストーンを達成しました。

フジクラが開発・製造したレアアース系高温超電導線材で、
高磁場コアを構成した、1.2GHz（磁場28.2テスラ）の高分解
能NMR（Nuclear Magnetic Resonance、核磁気共鳴）用
超高磁場超電導磁石の実用化に成功しました。28.2テスラの
磁場強度は、NMRにおいて1.2GHzの1H共鳴周波数に相当
し現在の高分解能NMRにおける世界記録となりました。

ブルカーは、世界トップのNMR分光計サプライヤであり、
歴史的に超高磁場（UHF）NMRの分野を開拓してきました。
NMRは、化学物質の精密構造解析、品質管理、材料科学、

構造生物学など、非常に広範に実用化されている分析技術
です。

測定試料を強い磁場の中に置き、この磁場が強ければ、強
いほど、分解能と感度が向上するため、より強い磁場が求め
られます。最近まで商用化されている低温超電導線材は、ニ
オブチタン（NbTi）と、ニオブスズ（Nb3Sn）が主流でした。
これらの線材では、その特性により23.5テスラ（1HのNMR
共鳴周波1GHz）程度が限界でしたが、フジクラ製のレアアー
ス系高温超電導線材は、その限界を打ち破り、1.1GHzおよ
び1.2GHzNMR分光計の製品化に貢献しました。フジクラは、
今後も、人々の生活の質向上だけでなく、様々な技術を通じ
て社会貢献して参ります。

IoT QOL向上

システムの構成と「みえる化」画面例

ブルカーが開発した1.2GHzNMR外観

フジクラ製高温超電導線材外観

特長
• 世界トップの NMR 分光 計サプライヤであるBRUKER 

Corporationが世界最高レベルの1.2GHz（磁場28.2テ
スラ）の高分解能NMRの実用化に成功、既に製品使用
を開始

• この1.2GHz NMR分光計の製品化に当社製レアアース系
高温超電導線材が貢献

• 超高磁場NMRは、COVID-19に関する研究、アルツハイ
マー病、パーキンソン病に関する研究やがん研究などにも
使用され、社会に大きな利益をもたらす装置

DSSC 親機

クラウド
季節性インフル

流行リスク
警戒値越え

絶対湿度計測

配線不要の簡単設置
ネットを介して

どこでも確認可能
アラームをメールやパトランプで

即時通知

通知みえる化
（季節性インフル流行リスク）

無線通信
（920MHz帯）

屋内用
端末

メール
による通知

PC/タブレットによる遠隔監視 パトランプの遠隔制御
点灯/警報音による通知
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（株）フジクラ・ダイヤケーブルは高圧ケーブルの劣化診断装置や絶縁材料、高電圧製
品の部分放電試験をする診断装置を長年多数販売しております。

近年設備の老朽化が社会問題になっておりますが、高圧ケーブルも同様に老朽化が進
んできており、活線診断によるトレンド監視が重要視されております。活線シース・シー
ルド抵抗測定装置LISSA-100（可搬式）やLISSA-1500（自動式）は活線状態でシース絶
縁抵抗と遮へい層抵抗を測定することにより、高圧ケーブルの初期段階劣化現象を確実
に捉えることができ、お客様の安定操業と保全業務の効率化に貢献します。

また、部分放電測定装置は高電圧で使用される製品の信頼性試験として古くから使用
されておりますが、弊社では低周波法のA006や同調法A115等の幅広いラインアップ
の製品を取り揃えております。部分放電測定を実施することにより潜在的な不良を出荷
試験で検出することができ、お客様の製品の信頼性を高めることに寄与します。

（株）フジクラ・ダイヤケーブルはNETIS(国土交通省新技術情報提供システム)に登録して
いる高発泡絶縁型漏えい同軸ケーブル(LCX)とコネクタのラインアップを拡充させました。

道路やトンネルの非常通信やFMラジオ再放送用として使用されるもので、今までは43Dク
ラスの長距離用1種であったが、中距離・短距離用の33Dと20Dの2種類を追加登録済みで、
敷設する区間長に合わせ、最適サイズ品種の選定ができるようになっています。

これらの製品は、従来構造品と比較し軽量化と施工性向上を図っており(43Dの場合、ケー
ブルは約21%の軽量化、コネクタは約21%の軽量化と約42%の取付け時間短縮化)、省力化・
時短化のニーズへ対応します。

フジクラグループは、日本国内の再生可能エネルギー需要に向けた各種ケーブルを取り
扱っています。国内のメガソーラーへ大量納入しています。

今後、国内の電力会社では再生可能エネルギー事業の拡大が続くことが予想され、受
注拡大を図るとともに、日本国内の再生可能エネルギー普及に貢献していきます。

診断装置によるお客様の安定操業と保全業務の効率化に貢献

軽量化と施工性向上を図った漏えい同軸ケーブル

太陽光発電用ケーブルの活況

設備の老朽化への対応

敷設作業の効率向上

再生可能エネルギーの普及促進

2030年ビジョン

フジクラグループは、我々が長期にわたって目指す姿として、2017年3月に「フジクラグループ2030年ビジョン」を策定・発表し、
“みらい”社会の課題解決により、企業価値を継続的に向上させることを表明しました。2030年ビジョンというスローガンのもと、
想定する4つの市場分野において、オープンイノベーションを考慮した新たな価値創出に取り組んでいます。

フジクラグループは、“つなぐ”ソリューションの提供により、快適で持続可能な“みらい”社会の課題を解決し、
継続的に企業価値を高めている。

2030年ビジョンで示したフジクラグループの目指す姿

目指す姿と4つの市場分野

目指す姿
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活線シース・シールド抵抗測定装置　
LISSA-100

NETIS登録の高発泡絶縁型漏えい同
軸ケーブル

系統連携用高圧CVケーブル

同調式部分放電測定器 A115

Advanced Communication
高度情報化社会への貢献

進化していくセンシング
ネットワークに立脚した
「“その先”のコミュニケー
ション」をさまざまな形でお
届けすることにより、ヒト・
モノ・コトの間の壁を取り

払い、快適で活力あふれる社会の実現に貢献します。

Life-Assistance
クオリティオブライフの向上

QOLプラットフォームを基
盤に据え、先端医療や地域・
職域に向けたさまざまなソ
リューションをお届けする
ことで、医療の高度化と健
康リテラシー向上を実現し、

人類の健康寿命延伸と生涯を通したQOL向上に貢献
します。

Vehicle
次世代モビリティ社会への貢献

誰もが移動を楽しむことの
できる新しい移動手段や、
オンデマンドで低コストな
モノの輸送手段、それらを
支える交通インフラ・シス
テムをお届けすることで、

快適で安全な移動・輸送が可能となる社会の実現に
貢献します。

Energy & Industry
多様なエネルギーの活用と 

効率的なマネジメント

エネルギーの安定供給につ
ながる持続性の高い電源・
蓄電やマネジメントのシス
テムを構築するとともに、
高効率・高密度なエネル
ギーを用いた加工技術やデ

ジタル技術等を駆使した先進的なものづくりを実現
することで、持続可能な地球の実現に貢献します。
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■ 事業所の環境計画にSDGsの貢献を追加
フジクラ佐倉事業所では、既存の環境実施計画書にSDGsのアイコンを

追加しました。
フジクラはSDGs達成に向けた取り組みを進めており、環境実施計画書

の各課題はSDGsと関連性が高く、その取り組みがSDGs達成に貢献する
と考えています。この度、社内啓発の一環として、環境実施計画書の改
正を行いました。計画の実施部門ごとに活動と関わるSDGsアイコンを選
定し、環境活動とSDGsのつながりを自分事として捉えることで、活動を
さらに推進していきます。

TOPICS

経営トップによるSDGsコミットメント
フジクラグループのSDGsへの取り組みを加速するための一環として、

SDGs達成に向けてフジクラグループは何ができるのかを、役員からのコミット
メントをリレー方式で発信しています。

新入社員向けをはじめとしたSDGs研修
新入社員をはじめとした階層別にSDGsをテーマとした研修を行っています。
新入社員は、グループごとにSDGsの目標を選択し、その目標達成に一人

ひとりがどのような貢献ができるかを考えるワークショップを行いました。

りそなホールディングス様との共同研修開催
フジクラは同じ江東区木場に本社を構える株式会社りそなホールディングス

様の社員と一緒に食のSDGsを学ぶ研修を共同で開催しました。
エシカルフードについてや、他社の方との交流など、今までにない形で

SDGsを考える良い機会となりました。

フジクラグループでは、SDG Compassを活用してSDGs達成に向けた取り組みを進めるため、優先課題の特定を行いました。
特定された優先課題はCSR重点項目と連携し、CSR活動計画に組み込まれています。 

優先課題の特定

６つのSDGs目標とCSR

社内啓発

社外との連携

優先課題特定プロセス

フジクラグループが注力する6つのSDGs目標

CSR重点方策と注力するSDGsとの関連

分類 環境	Environment 社会	Social ガバナンス	Governance

CSR重点項目

12
①	CO2の総排出量削減
②	水リスク
③	生物多様性確保の活動

④	人権の尊重
⑤	ダイバーシティ
⑥	グローバルな人財育成
⑦	ワーク・ライフ・バランス
⑧	CSRサプライチェーン・マネジメント
⑨	地域コミュニティとの連携と貢献

⑩	グループ経営理念MVCV
⑪「社会」との連携
⑫	情報開示とコミュニケーション

フォロー項目

11
●	グループ環境管理活動指針
●	法令遵守と環境監査
●	環境教育の徹底・充実
●	完全ゼロエミッション
●	環境配慮型製品の充実

●	安全・衛生・健康
●	お客様満足品質

●	コーポレート・ガバナンス
●	コンプライアンス
●	リスクマネジメント
●	国際的な枠組みづくり活動

注力する
SDGsとの関連

SDGs達成への貢献

優先課題の特定

❶ フジクラグループCSR基本方針で定め
た「4つのマテリアリティ」および「CSR 
重点方策2020」とSDGsで定める17
の目標との関係を整理。

❷  マテリアリティ・マトリックス分析を使い、
SDGsの各目標を「ステークホルダー
の関心事」および｢自社事業への影響
度」の2軸で検討。

❸ バリューチェーンSDGsマッピング分析
を行い、目標を設定。

役員からのコミットメント

新入社員の集合写真

改正した環境実施計画書

りそなホールディングス様との共同研修
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| 実績と見通し |

エネルギー・情報通信カンパニー

カンパニー概要 
● インフラ基盤構築のソリューション提供

より速く、高品質で大容量の“つなぐ”を求めてネットワークは進化を続けています。そのバッ
クボーンを支える光ファイバの開発・製造技術で、フジクラグループは常に世界トップレベルを
走り続けています。その光ファイバを高密度に収納、かつ細径構造を実現する光ケーブル（SWR®/
WTC®）を世界に先駆けて開発しました。さらに、低損失で接続する光ファイバ融着接続機は、“世
界No.1”であり、光ネットワークの基盤を築くトータルソリューションを提供していきます。

社会の基盤を支える電力エネルギーの安定供給に貢献することは、創業以来続くフジクラグルー
プの原点です。電力ケーブル・架空送電線から汎用低圧ケーブル・産業用ケーブルまで、電力
インフラに必要不可欠な製品をグローバルにお届けするフジクラグループは、世界のトップランナー
として高い評価をいただいています。

主要製品
● 電力ケーブル
● 通信ケーブル
● アルミ線
● 被覆線
● 光ファイバ
● 光ケーブル
● 光配線部品
● 光部品
● 光ファイバ融着接続機
● ネットワーク機器
● エンジニアリング

 常務取締役  細 谷  英 行

カンパニー長メッセージ

ポストコロナに求められるインフラ構築
ポストコロナに於ける働き方改革、生活様式の変化に
対応するインフラ増強がグローバルに進んでおり、
適合するソリューションの提供を進めてまいります。

当カンパニーの売上高は前年度比7.6％減の3,278億円、
営業利益は同74.4％減の45億円となりました。

エネルギー事業部門では、主に、2019年６月に中国の架
空送電線製造を担う連結子会社の当社所有全持分を譲渡した
こと、および銅価下落の影響を受けて電線・ケーブルの販売
価格が低下したことにより、売上高は、前年度に比べ7.9％減
の1,878億円となりました。利益面では、国内における東京
オリンピック、パラリンピック関連需要や都市再開発案件など

建設向け電線の需要、並びに米国における電力向けインフラ
投資向け需要が好調に推移したことにより、増益となりました。

情報通信事業部門では、光関連部品の需要が堅調に推移
したものの、光ファイバは、当社グループの売上の多くを占め
る中国において競争激化による急激な価格下落となり、かつ
それが世界的に波及し、減収となりました。その結果、売上
高は、前年度に比べ7.2％減の1,399億円となり、営業利益
は大幅な減益となりました。

2019年度実績

持続的成長へ向けた今後の施策

売上高（億円） 営業利益（億円）／営業利益率（％） 総資産（億円）

2016 2017 2018 2019

3,496
3,717

3,278
3,548

（年度） 2016 2017 2018 2019

2,361
2,615

2,474
2,695

（年度）2016 2017 2018 2019

203
224

45

177

（年度）

5.8 6.0

5.0

1.4

●	北米電力会社向け送電線事業の拡大
●	グローバルに光配線ソリューションを展開
●	海外FTTx/データセンタ向け光関連製品の拡販

●	超多心光ケーブルのラインアップ拡大
（6,912心SWR®/WTC®）
●	Air	Blown工法をはじめ、用途に適合する
	 SWR®/WTC®ケーブルの商品化
●	細径光ファイバ(被覆径200㎛)の商品ラインアップ拡充

●	エネルギー事業におけるコスト構造改革の仕上げ

グローバルにビジネスを 
拡大・成長　

イノベーションの創出  

構造改革の仕上げ

1

2

3
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TOPICS

注力製品1

注力製品3

注力製品2

|	実績と見通し	|	エネルギー・情報通信カンパニー

注力製品

データセンタ用　配線ソリューション
国内、海外ともにクラウドサービスのニーズが拡大しデータセンタ

市場が急速に拡大しています。
フジクラはデータセンタに使用される世界最高密度の3,456心や

6,912心の超多心SWR®/WTC®光ケーブルと関連配線部材一式を
ソリューションとしてお客様に提供しています。データセンタ内外に
設置される光製品群のスペースの削減、さらには工場加工製品の提
供による光ネットワーク構築時間の削減にも寄与しながら、トータル
の施工コストの削減も実現しています。

再生可能エネルギー関連
再生可能エネルギー発電所の送電設備や光ファイバを利用した通信、侵入検知

システムなど、あらゆる“つなぐ”を設計、調達、施工までワンストップでご提供い
たします。今後は活況が見込まれる風力発電にも注力していきます。

施工事例：日本最大級メガソーラ発電所
　　　　　2019年12月稼動開始

6,912心 Wrapping Tube Cable®（WTC®）～世界最大心数の光ケーブル～
世界最大心数である超多心高密度光ケーブル6,912心 Wrapping Tube Cable®

（WTC®）の販売を開始しています。
当社独自技術の12心間欠固定型光ファイバリボンSpider Web Ribbon®（SWR®）に外

径200μmの細径光ファイバを適用することで、世界最高レベルの超細径高密度光ケーブル
を実現しています。

近年、動画配信やクラウドサービス等の進展により大容量データ伝送網の構築が飛躍的
に進んでおり、本製品は大容量光ネットワークインフラを経済効率よく構築できる技術として、
世界各国の通信事業者やハイパースケールデータセンター事業者にご利用いただいています。

英国の最大手通信事業者 British Telecommunications plcに、当社独自の12心間欠固定型光ファイバリボ
ンSpider Web Ribbon®（以下SWR®）*1を適用した空気圧送型*2細径高密度光ファイバリボンケーブルAir Blown 
Wrapping Tube Cable™（以下AB-WTC™）*3と多心光ファイバ融着接続機を本格採用いただきました。

SWR®&WTC®と空気圧送技術を融合させることにより、単心光ファイバを適用したルースチューブ構造の光ケーブル
では実現困難であった、多心一括融着接続を可能とする最大864心までのAB-WTC™の実用化に成功し、同社が英国
内で進めるFTTP*4開通工事の大幅な工期短縮が期待されます。今後もこのFTTP構築のソリューション提供に努めて参
ります。

*1 Spider Web Ribbon®（SWR®）は、柔軟性に富み、ケーブルへの
高密度実装に適し、細径化、高密度化を実現します。

*2 空気圧送型とは、光ケーブルの布設方法の1つで、欧米を中心に広
く導入されています。

*3 Wrapping Tube Cable®（WTC®）は、SWR®を実装した細径高
密度な光ファイバリボンケーブルの名称です。

*4 FTTP＝Fiber-to-the-Premises

インフラストラクチャとしての光ファイバの重要性が高まり、用途に応じ
て多様性を増すと共に敷設施工の効率化は、施工に関係するすべての方々
に共通する課題となっています。

そのソリューションとして細径/軽量の光ケーブル(SWR®/WTC®)を提
供しておりますが、この接続作業の効率をさらに高める新型多心融着接続
機90Ｒの販売を開始しました。従来機では、融着の際に気化したガラス
粒子が光ファイバをセットするＶ溝に徐々に固着し、接続損失が増加した
場合は、当社保守センタでのメンテナンスが必要でした。90Ｒでは、Ｖ溝
を現場で交換できる構造を取り入れ、飛躍的に利便性が向上しました。

電気自動車の急速充電においては、主に４つの規格が世界で使用されていますが、今後の電気自動車の普及、性能向
上を見据え、日本の「CHAdeMO協議会*1」と中国の「中国電力企業連合会*2」が中心となり次世代の世界統一規格を目
指した日中共同規格化推進プロジェクトが進められています。当社は充電コネクタの形状や性能などの検討に参加し、試
作品の製作、評価などに積極的に協力しております。電気自動車は脱炭素社会に向けた車両として、また、災害時の緊
急電源として人々の生活やインフラを守る役割としても期待されています。今後もこのような活動を通じ、社会に貢献して
まいります。
*1 CHAdeMO協議会 : 電気自動車の普及に必要不可欠な急速充電

器の設置箇所の拡大、および充電方式の標準化を図ることを目的
に2010年3月に設立された一般社団法人。

*2 中国電力企業連合会 : 中国の電力会社が中心となりインフラ整備
等の活動をしている団体。

● 英国ＢＴ社での初本格採用　Air Blown Wrapping Tube Cable™

● 新型多心光ファイバ融着接続機90Ｒ

● 電気自動車用急速充電規格　次世代の規格化に向けた活動

光コネクタ

光クロージャ

工場加工製品

融着架

現場で交換できるv溝

AB-WTC™の構造

次世代コネクタ 試作品

200 μｍ Spider Web Ribbon
（長尺圧送、細径、高密度、軽量）

SZバンチング
（良好な作業性）

ストライプリングマーク
（良好なファイバ識別性）

テンションメンバ
（長尺圧送）

外被
（低摩擦）

吸水テープ
（完全ドライ構造）

多心用本体（90R）

キャリングケース

SWR®/WTC®
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電子電装・コネクタカンパニー

カンパニー概要 
エレクトロニクス事業は、小型高集積化するエレクトロニク

ス製品の繊細な“神経”にあたるプリント回路や電子ワイヤ、コ
ネクタなどの電子部品を製造しています。フジクラグループは
長年のグローバルオペレーションで培った品質・技術力を発揮し、
スマートフォンやウェアラブルなどの最先端機器の小型・軽量・
薄型化に最適なFPCをはじめとする多様な電子部品、モジュー
ルをトータルにソリューション提供しています。

自動車事業は、アジア・北南米・欧州に製造拠点/開発・
営業拠点を世界19か国、58拠点に展開しています。主な製

品として、自動車用ワイヤハーネス、車内LAN、シートセンサ、
環境対応で需要増が見込まれる電気自動車用充電コネクタな
ど、トータルな配線システムをお客様へご提供し、グローバル
で加速するモビリティの進化を支えています。

フジクラグループは、100年に一度の革新期にある自動車
産業において新たな製品やソリューションを開発・提供するた
めに、エレクトロニクスと自動車を融合して取り組んでいます。

 常務取締役  滝 沢  功

カンパニー長メッセージ

主力FPCとワイヤハーネスビジネスの業績回復に向けて

2020年4月からカンパニー長に就任しました。まずは、新型コロナウイルス
の感染拡大による影響を最小限に抑え、主力のFPCとワイヤハーネスビジネ
スを2021年度に必ず復活できるように、当カンパニーの強みである現場力と
チームワークによるオペレーション、オペレーショナル・エクセレンスを極め、
カンパニー一丸となって業績回復に取り組んでまいります。

2019年度実績

持続的成長へ向けた今後の施策

売上高（億円） 営業利益（億円）／営業利益率（％） 総資産（億円）

2016 2017 2018 2019

1,567

1,331

1,850

1,541

1,959

1,570
1,751

1,524

（年度） 2016 2017 2018 2019

1,316

891

1,583

961

1,500

1,102

1,478

722

（年度）2016 2017 2018 2019

75

25

83

‒32

104

‒31
‒22
‒37

（年度）

4.84.8 5.35.3
4.54.5

‒1.3‒1.3

1.91.9

‒2.0‒2.0 ‒2.1‒2.1 ‒2.5‒2.5

エレクトロニクス 自動車電装

●	品質と技術力、既存製造能力を活かした受注戦略
●	不採算品種の撤退
●	拠点統廃合、構造改革

●	ものづくり力の強化
●	自動化、IoT化の推進
●	棚卸資産の削減

●	車載、ＣＡＳＥ分野
●	医療分野
●	５Ｇ通信分野

受注戦略と事業規模適正化

コスト競争力の向上

新規事業の創出

1

2

3

| 実績と見通し |

電子電装・コネクタカンパニーの売上高は前年度比3.4％減
の3,276億円、営業利益は前年度から111億円減少して60
億円の営業損失となりました。

エレクトロニクス事業部門では、主要顧客に対するスマートフォ
ン向けＦＰＣにおいて競争激化や品種構成の変化があったこと
および、減収に伴う固定費負担増の影響により、売上高は前
年度比5.4％減の1,751億円、営業損失は22億円（前年度は
営業利益83億円）となりました。スマートフォン需要の頭打ち
による競争環境の激化と需要変動に対し、柔軟かつ機動的に
対応できなかったことで大きな損失を計上することとなりました。

自動車事業部門では、欧州における需要の増加と南米にお
ける新車種向け製品の量産開始による売上増があったものの、
中国の自動車市場を中心に世界的に自動車需要が落ち込んだ
ことにより、売上高は前年度比1.1％減の1,524億円、営業
損失は37億円（前年度は営業損失32億円）となりました。ア
ジアは構造改革が進んだことで発生費用を削減しましたが、
欧州は東欧からモロッコへの生産移管が遅れ、モロッコでの
生産改善の遅れもあって、前年度に引き続き37億円の営業損
失を計上することとなりました。
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注力製品3

注力製品2

高屈曲極細同軸ケーブル
極細同軸ケーブルは高周波で良好な伝送特

性を有し、細径かつ柔軟であることからノート
PC等の小型電子機器の内部配線材として使
用されてきました。 近年、様々な用途で極細
同軸ケーブルが用いられるようになり、今まで
よりも高屈曲性能の要求やさらなる高速伝送
用途への適用が要求されるようになってきまし
た。右写真は高屈曲極細同軸ケーブルの例で
す。中心導体の材質・構成を変更することで
従来型と比較して10倍以上の屈曲性能を得る
ことができました。目的の屈曲性能に合わせ
たケーブル構造の設計・製造が可能です。フ
ジクラでは絶縁体やシールド構造の改良を行う
ことで今まで以上に低減衰量である極細同軸
ケーブルの開発を進めています。

ウェアラブル用FPCコネクタ
近年のウェアラブル時計用に開発したFPC用コネクタであり、製品高さは0.7mm

以下に抑えた薄型です。端子ピッチは0.175㎜の超狭ピッチであり実装密度が非常に
高く、さらに信号端子以外に電源端子も備えて2Aの通電も可能な複合仕様です。小
型になるとFPCの嵌合操作時にレバー部品が破損するなどの問題が生じますが、レバー
形状を工夫して強度を確保しながら小型化に対応しています。また環境規制材料の選
定や低抵抗の材料にて省電力対応を実現した環境に対応した製品です。

高解像度デジタル出力圧力センサ
現在の当社が有するデジタル出力製品に比べて解像度に優れる増幅・温

度補償型のデジタル出力圧力センサを開発しています。医療／産業分野に
おいて、より一層の精密な計測や制御を必要としているお客様のお役に立
つ製品を作り、社会に貢献していきます。

自動運転ではランプやレーダの重要性が一層高まり、
次世代xEV車ではパワートレインやバッテリーまで厳密な
監視・制御が求められ、配線スペース、発熱と電力ロス
を抑えるソリューションが必要となっています。現在、高
放熱ＦＰＣやバッテリー監視用のFPCモジュールなどの新
たな用途にラインアップを拡充し、従来ワイヤハーネスで
配線されていた部分のFPCへの置き換えを進めていきます。

理化学研究所様と富士通株式会社様が共同開発した
スーパーコンピュータ「富岳」（以下スパコン｢富岳｣）の冷
却ユニットに当社のコールドプレートが採用され、納入しま
した。

スパコン「富岳」は2020年6月と2020年11月のスー
パーコンピュータの世界ランキングにおいて、「TOP500」、

「HPCG（High Performance Conjugate Gradient）」、
「HPL-AI」、「Graph500」の主要４部門で2期連続１位と
なった世界最高水準のスーパーコンピュータです。

スパコン「富岳」は、科学技術計算を主要目的とする大
規模コンピュータであり、気象や自然災害予測の精度向
上、創薬・医療での活用、新物質・エネルギーの創成など、
最先端の研究・開発に大きく貢献することが期待されてい
ます。

スパコン「富岳」に使用されている高性能なＣＰＵは大き
な発熱が伴うため、省スペースで効率よく冷却するため
の技術として当社製のコールドプレートが用いられています。
コールドプレートはマイクロチャンネルフィン構造を用いた高性能液冷ユニットで、空冷方式の１／３以下の実装高さで数倍
の冷却性能を有するという特長を持ち、この性能が高く評価された結果、今回の「富岳」への採用に至りました。

今後も更なる高性能化に向けた開発に取り組み、お客様のニーズに応える製品を提供し続けてまいります。

● 車載用FPC　

● スーパーコンピュータ「富岳」に当社コールドプレートが採用

|	実績と見通し	|	電子電装・コネクタカンパニー

バッテリー監視用

注力製品

100μm

ジャケット

横巻シールド

絶縁体

中心導体

従来型極細同軸ケーブル構造 高屈曲同軸ケーブル構造の例
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不動産カンパニー

カンパニー概要 
● 資産を最大活用し安定収益を維持

本社に隣接した自社保有の工場跡地を有効利用し、不動産
事業を展開しています。1998年度から再開発をスタートさせ、
オフィス棟5棟と商業棟2棟を中心に不動産賃貸・管理事業を
営んでいます。オフィス棟の貸室総面積は、約107,000m2

の規模を持ちます。東京の中心である丸の内地区から4km圏
内に位置するという地の利を生かして、銀行等の優良テナント

にも恵まれ、2014年度からは満床稼働を続けています。
当社の不動産事業の基本方針は古くから所有している土地

を有効活用し、収益を上げることでです。計画的な投資・改
修を行い、現有の建物・設備の価値を向上させることにより
テナント満足度をアップさせ、中・長期的に貸室の高稼働率
を維持していく考えです。

 常務取締役  伊 藤  哲

担当役員メッセージ

深川ギャザリア開業20年目
深川ギャザリアは開業から今年で20年目になります。
これまでに蓄積された運営ノウハウを生かし、中長期にわたり資産の価値
の維持・向上に努め、本業の下支えという役割を着実に果たしていきます。
また、周辺地域社会に貢献し、共存共栄を図っていきます。

2019年度は前年度にあった一部テナントのフリーレント期間が終了したことにより、増収増益となりました。堅調な賃貸オフィ
ス市場に支えられ満床を維持することができました。

今後も資産価値を維持・向上させるための活動を続けていきます。
重点施策は以下の通りです。

2019年度実績

持続的成長へ向けた今後の施策

売上高（億円） 営業利益（億円）／営業利益率（％） 総資産（億円）

2016 2017 2018 2019

101
109 112108

（年度） 2016 2017 2018 2019

428 433 420427

（年度）2016 2017 2018 2019

46

55 53
50

（年度）

45.8
50.2 46.1 47.7

●	低炭素化社会に向けてエネルギー消費量が少ない街づくり

●		災害時にも企業活動が継続し、住民生活の復興に速やか
に対応できる街づくり

省エネの取り組み

防災・減災の取り組み

1

2

東京都では、CO2を排出しない持続可能な都市「ゼロエミッション東京」を目
指す取り組みを行っています。

深川ギャザリアでは、この取り組みに協力し、毎年の省エネ活動で創出した
CO2削減クレジット10,852トンを東京都に寄付しました。また、このたびこの
協力活動が評価され、東京都地球環境エネルギー部様から東京都知事名義の
御礼状をいただきました。

● ゼロエミッション東京の実現に向けた取り組み

| 実績と見通し |

東京都環境局からのお礼状授与
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シングルモードファイバレーザによるCFRP加工
自動車、航空機などの環境規制に伴う軽量化要求に対して、今後

CFRP（カーボン繊維強化プラスチック）の需要が伸びていきます。こ
のCFRPは難加工材料のため、現在は切削加工が主流で、加工コス
ト、加工品質など多くの問題を抱えています。レーザ加工も注目さ
れてはいますが、これまでは加工に長い時間がかかることが課題となっ
ていました。当社が開発したシングルモードファイバレーザは高いパワー
密度と小さいスポット径という特徴を持つことから、自社開発のスキャ
ナ装置とアシストガスによる冷却を組み合わせて、切断面のHAZ(熱
影響部)を小さく抑えたCFRPの高速切断を達成しました。3kWレー
ザを用いて、自動車産業で求められる加工速度（3mmtCFRPｘ約
8m/min切断）の水準を上回る加工が可能となります。

Advanced Research Core(ARC)の設立
新しい研究所として、「アドバンスト・リサーチ・コア」が活動を開始しました。この研究所は、

世界のトップアカデミアと共同開発をスタートして、新たな加工技術、新デバイスなどの新
たな技術領域の創造、新しい技術開発システムの確立を目指しています。

ミリ波モジュール
北米を中心に第５世代高速無線通信（５G）サービスの試験運

用が始まっています。その多くはSub6と呼ばれる6GHz帯より
も低い周波数を利用したものですが、このSub6の次に期待され
ているのがミリ波帯の通信であり、28GHｚ帯、60GHｚ帯とい
うような高い周波数を用いて数Gbpsの高速通信速度を提供す
るものです。当社では、このミリ波帯の通信モジュールの開発を
進めています。

フジクラは、130年を超える歴史の中で、電力線路システムと通信線路システ
ムの領域に確固たる技術基盤を確立して、電気と情報のインフラを構築する製品
を提供し社会に貢献してきました。　

1980年代に電線に代わって情報通信の主流となった光ファイバとその周辺製品
の研究開発においては、常に最先端の技術を開拓し、世界のトップレベルの技術
を維持してきました。

こうした電線や光ファイバ関連の技術を電子デバイス製品や自動車電装製品、
医療機器製品、産業機器製品に水平展開して、情報通信、エレクトロニクス、エ
ネルギーの分野で高い付加価値を創出するテクノロジー・プラットフォームを構築して、
それをベースとして“つなぐ”テクノロジーをより進化させる取り組みを展開しています。

産業、社会インフラ、生活のあらゆる領域でデジタル・トランスフォーメーショ
ンが進展する新しい時代の中で、“つなぐ”テクノロジーを一層発展させ、コネクテッ
ドと呼ばれる常時接続ネットワークの実現に貢献する製品や、その周辺領域におけ
るデジタル変革ソリューション製品など社会課題を解決する製品やサービスを提供
する会社でありたいと考えています。

そのために、外部の研究機関とグローバルにコラボレーションし、オープンイノベー
ションを通じて新たな価値を創出する仕組みも導入して、研究開発を加速させてい
きます。

研究開発
研究領域 

“つなぐ” テクノロジー・プラットフォームと市場

フジクラグループは、“つなぐ”テクノロジー・プラットフォームを土台として、社会の課題を解決するための取り組
みを推進しています。	

担当役員メッセージ

コーポレートR&D 部門統括
専務取締役

和田 朗

無線

未来に向けた研究開発

“つなぐ” テクノロジー・プラットフォーム 市場

超
電
導

センサ

光通信
線路
システム

光 機器内配線部品

ファイバ
レーザ

サーマル
・圧力、酸素 ・マイクロヒートパイプ

・コールドプレート

・電子ワイヤ
・FPC
・メンブレンスイッチ
・WABE
・コネクタ

光応用
センシング

・ミリ波
 モジュール
・エネルギー
 ハーベスト型
 センサネットワーク
 システム

情報通信

エレクトロ
ニクス

自動車

産業機器

医療機器

エネルギー

・光デバイス
・光融着機
・光線路部品
・光コネクタ
・光ケーブル
・光ファイバ

・AI 技術
・解析技術

・材料技術
・先進設備技術

・観察&分析技術
・精密加工技術

・自動車ワイヤハーネス
・産業用電線・同軸ケーブル 電線・ケーブル

基盤技術

cross-sectional view

Delivery fiber

Galvanometer
scanner

3-kW single-mode
fiber laser

Assist gas
(N2)

CFRP plate

RF-IC

RF-IC

デジタル	
信号

ミリ波	
信号

アンテナ

RFモジュール

ミリ波帯ではRF-ICとアンテナを	
一体配線したAIPが使用される
（AIP:	Antenna-In-Package）

ビー
ムフ
ォー
ミン
グ機
能

幅：
約1
0c
m

ミリ波
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オープンイノベーション  Fujikura Innovation Hub 「BRIDGE」の取り組み
イノベーション創出活動の強化と浸透を目的として、去年７月に開設したFujikura Innovation Hub「BRIDGE」も、おかげさ

まで数多くの方々にご活用いただいています。各種イベントやワークショップにも大勢の方にご出席、ご参加いただくことができ
ましたし、「BRIDGE」を起点とした事業実証についても具体的な活動を実施しております。「BRIDGE」での様々色々な活動を通し
て当社のイノベーションの取り組みについて幅広くご理解いただく
とともに、新しい価値共創に向けて色々な対話をしてきました。

今後はさらに皆様と対話する機会を増やし、多様なイベントも
開催していきたいと考えています。
「BRIDGE」では、イノベーションをテーマとしたセミナー、先進

テクノロジーの紹介イベント、ベンチャーピッチに加え、社会課題
解決に向けたシンポジウムやワークショップ等様々なプログラムを
実施しています。組織の枠を超えた交流やコラボレーションが生ま
れるコミュニティに是非ご参加ください。

新規事業推進センターは、フジクラのR&D（研究開発）が生み出した成果を新し
い事業に育てあげるインキュベーションの役割を担っています。世界トップレベル
の"つなぐ"テクノロジーのR&Dから生まれた撮像と小型化をコア技術としたメディ
カル技術、MRIやエネルギー分野で活躍が期待される高温超電導技術は、お客
様の期待に応えて着実に育ちつつあり、ビジネスとして大きな成長が見込まれて
います。今後はこれら技術の柱にIoTソリューション技術、ミリ波技術などの新し
い要素を加え、フジクラの“つなぐ”テクノロジー提供の裾野を広げるとともに、お
客様や社会の期待を先取りする新しいサービス・製品を世の中に送り出してまいり
ます。

また、当社が策定した2030年ビジョンに向かい、「Advanced Communication」
「Energy & Industry」「Life-Assistance」「Vehicle」の4つの市場分野を対象と
して、“つなぐ”をキーワードに人々や地域の未来の課題を解決するオープンイノベーショ
ン活動を展開中です。2018年に木場に開設した場Fujikura Innovation Hub

「BRIDGE」を通じて世界中のパートナーとともに今後の社会的課題の解決に必要
とされる事業を創出してまいります。ご期待ください。

新規事業

常務取締役 
新規事業推進センター担当

稲葉 雅人

医療分野における海外拠点の設立と製品納入の開始
人々の健康とQOLを維持向上すべく、世界の医療機器開発の中心地の一つ、米国ミネアポリスに拠点を構えました。当地で

の活動の成果として、今年度から大手医療機器メーカ向けに極細径カメラモジュールの納入を開始いたします。
今後も情報通信・エレクトロニクスの根幹を支える当社の技術により、医療の高度化と価値増加に貢献して参ります。

フジクラグループは、新規事業推進の体制強化を図り、“つなぐ”テクノロジーによる新たな価値創造に取り組んで
います。

オープンイノベーション  スタートアップ企業とのコラボレーション
フジクラでは、２０３０年ビジョンというスローガンのもと、想定する4つの市場分野（Advanced Communication、

Energy & Industry、Life-Assistance、Vehicle）において、オープンイノベーションを通じた新たな価値創出に取り組んでいます。
4分野での新たな価値創出のために、色々なスタートアップ企業とコラボレーションを実施しています。

様々なパートナーとの実証実験をFujikura Innovation Hub 「BRIDGE」を含む社内外での場で推進してまいりました。未来
社会の課題への挑戦のために、個性あふれるパートナーとのコラボレーションにより、私たちだけでは実現が難しかった商品やソリュー
ションの芽が生まれつつあります。

オリジナルアロマの空間演出実証実験 SmartPlate実証実験

BRIDGE１周年イベント　ネットワーキングの様子

担当役員メッセージ

医療向けコアテクノロジー
ウェアラブルやインプラントなど超小型機
器へのさまざまなソリューションをサポート

細径内視鏡やカテーテルなどへの適用により 
低侵襲医療技術の発展に貢献

電波や超音波を用いて 
体内の深部を可視化

CMOSによる 
電子スコープ

イメージファイバによる 
ファイバスコープ

薄型部品内蔵基板WABE※ Package®

※  WABE：  Wafer And Board level device 
Embedded Package

IVUS*用カテーテル
＊ 血管内超音波検査

53 54フジクラグループ 統合報告書 2020 フジクラグループ 統合報告書 202053 54フジクラグループ 統合報告書 2020 フジクラグループ 統合報告書 2020


