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市場動向と機会

ITサービス市場は、ICT利活用による事業機会の拡大、
事業効率化への関心が高まり、世界的に成長が見込ま
れます。国内では、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック開催に向けた IT投資の拡大が期待されます。

　国内 ITサービス市場の2016年から2019年の年平均成
長率は1.2%と見込まれています。国内経済は、2020年の
東京オリンピック・パラリンピックへ向けて、新しいサービ
スの立ち上げや、インフラ整備、セキュリティ強化といった
観点での投資が引き続き堅調に推移することが予想されま
す。金融分野におけるFintech（フィンテック）や、流通分野
におけるオムニチャネル、製造分野における IoTの導入な
ど、業種ごとに様々な観点で新しい動きが始まっています。
加えてヘルスケア分野における地域医療連携の推進や、
小中学校といった教育現場へのタブレット端末の導入加速
など、官民を問わず国内 IT投資は緩やかな成長が続くと見
込んでいます。
　世界 ITサービス市場の2016年から2019年の年平均成
長率は、アジアを筆頭に拡大し、3.0%と見込まれています。
英国や欧州を中心に市場の動きに不透明感はあるものの、
コスト削減をより強く意識した ICT利活用が進むことが考え
られます。また、新興国を中心に景気の拡大が続くと予想
されます。こうした経済環境を受けて、各地域での IT投資
も徐々に増えていくと見ています。

今後の取り組み

デジタルビジネス・プラットフォーム「MetaArc」を中心
にビジネスを推進し、国内外において新たなビジネス
領域の拡大を目指します。ICTの面から、お客様のイノ
ベーション創出、グローバル展開を支援していきます。

　好調な国内 IT投資の流れを確実に捉え、従来型のシステ
ム構築だけでなく新たなシステム利用を積極的に提案して
いきます。特にデジタルビジネス・プラットフォーム「MetaArc
（メタアーク）」を中心としたビジネスを展開し、お客様
の本業を共に創り上げていく「Digital Co-creation」を推
し進めます。当社が得意とする基幹系システムSystems 
of Record（SoR）に加えて、IoT・AI等の先進デジタルテク
ノロジーを駆使した新しいシステム群であるSystems of 
Engagement（SoE）を組み合わせ、これまでに培ってきた
知見・経験を最大限に発揮し、「つながるサービス」の展開
を進め、お客様のイノベーション創出を支援していきます。
　海外では、ビジネスモデル変革の一環として、「デジタル
ビジネス・トランスフォーメーション」に取り組んでいます。
欧州を中心とした人員の削減と、今後強化していくデジタ
ルビジネスに必要な新たなスキルセットを持った人材の整
備を進めています。ビジネスアプリケーションサービスへシ
フトすることで、よりお客様の本業に近い領域で「グローバ
ルマトリクス体制」の下、プロダクトを中心としたビジネス
から、サービスビジネスに軸足を移していきます。国内外
共通のサービス基盤の上で、海外に拠点のあるお客様、ま
た日本から海外へ進出されるお客様のグローバル展開を

ICTの面から支援していきます。

課題

ITサービス市場の活性化に伴い、次世代型のサービス
ビジネスを推進し、新しいビジネス領域を獲得すること
が急務です。新たなサービスの実現に向けて、スキル
セットの整備に取り組みます。

　サービスでは、活況な国内市場において、従来型のシス
テム構築から、クラウドをはじめとする新しいシステム構築
の広がりに対応するとともに、これまで ICTの利活用が進ん
でいなかった業種・分野への新サービスの立ち上げを加速
することが重要と考えます。新しいビジネス領域の獲得を
通じて市場の拡大を進めることが今後の成長には欠かせま
せん。また、海外ビジネスではプロダクトからサービスへの
ビジネスシフトを進めていますが、さらにお客様システム
の運用サービス主体のビジネスから、よりお客様の本業に
深く関与するためにビジネスアプリケーションサービスへ
のシフトも併せて進めていく必要があります。また、国内
外共通に言えることは、新たなサービスの実現に必要なス
キルセットを整備することです。オフショアリソースの整備・
活用も含め、より高度かつ専門的なスキルを持ち、デジタ
ル変革をリードできる人的リソースをグローバルに整備す
ることが、今後の重要な課題であると考えます。

競争優位性

様々な業種・地域における豊富な実績と、蓄積された
知見・ナレッジを武器として、グローバルな ICT利活用
を支えています。  

　サービスビジネスは、国内No.1、グローバルNo.5の
シェアを持ち、欧州、米州、アジア、オセアニアまで幅広い
国・地域でサービスを展開しています。日本、欧州を中心
に、世界16カ国に100拠点以上のデータセンターを配し、

IaaS、PaaS、SaaS等のクラウドサービスをはじめ、お客様の

ICTにかかる運用負担の軽減や環境対応等、様々なニーズ
に応えるサービスを提供しています。
　また、製造、流通、金融、公共、通信、医療、教育など、様々
な業種・分野で大規模かつ先進的なシステムを構築してき
た豊富な実績、そしてそれを支える高い技術力を持った豊
富なSEリソースは、各国政府系のシステムや、グローバル
に拠点を持つお客様のシステム等、国・地域・言語を超えて
様々なお客様の ICT利活用を支えています。
　さらに、従来の基幹システムだけではなく、クラウド、

IoT、AI、セキュリティなどの新たなデジタルテクノロジーの
活用により、「つながるサービス」を充実させ、お客様や社
会の新しい価値創造に貢献し、ビジネスにイノベーションを
もたらします。

富山県の観光満足度を向上させるアプ
リ「Discover TOYAMA」の利用イメージ

体操競技の採点支援システムとテレビ放映の新たな形
（将来イメージ）

インテル ペナン工場での IoTを活用した工場全体の生産効率可視
化システムの共同実証
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サービスサービス システムプラットフォーム

市場動向と機会

サーバの世界市場は、新興国市場の拡大、データセン
ターの需要増によって、成長が期待されます。光伝送
市場では、ネットワークの仮想化、ソフトウェア化に対
する投資拡大が見込まれます。

システムプロダクト
　国内サーバ市場の2016年から2019年の年平均成長率
は、－5.1%と見込まれています。クラウド型サービスの広
がりを受け、これまで拡大傾向にあったPCサーバもマイナ
ス成長に転じ、ハイエンドサーバ市場も大型商談の一巡も
あって、需要が減ると見込まれています。
　一方、世界サーバ市場は新興国市場の拡大やSNS・クラ
ウドの広がりに伴うデータセンターの需要拡大によってボ
リュームゾーンのサーバが伸び、2016年から2019年の年
平均成長率は、2.4%と見込まれています。

ネットワークプロダクト
　国内外の光伝送市場は、通信キャリアの方針がインフラ
の増強からサービスビジネスの強化に移行し、設備関連の
投資額が減少傾向にあります。また、最近は1つのハード
ウェアにあらゆる機能を搭載したモデルから、「データセン
ター向け」をはじめとして機能分散方式（Disaggregation）
を採用する傾向が強まっています。
　そのほか、ネットワークの仮想化、ソフトウェア化の動き
が加速しており、100G光伝送や、光伝送とパケット処理の
統合化に加え、中期的に投資拡大が続くと見ていますが、
市場全体は微増にとどまることが予想されます。

今後の取り組み

「MetaArc」に自社製品を採用し、インフラ基盤を通して
IoTの実現に貢献します。グローバルにビジネスモデル変
革を加速し、ネットワーク仮想化技術を適用したソリュー
ションの開発、サービス化へのシフトを強化します。

システムプロダクト
　IoTの実現を支えるプラットフォームとして、サーバや
ストレージ、ソフトウェアなど基盤製品の役割は非常に重
要なものとなっています。当社は、クラウドサービス基盤
「MetaArc」を構成する要素として自社製品を採用し、高
信頼・高性能なサービス提供をインフラ基盤として支えて
いきます。

ネットワークプロダクト
　通信業界全体で志向している、ネットワークの仮想化技
術であるSDNやNFVを適用したソリューションの開発をさ
らに強化させるとともに、サービス化へのシフトに対応し、
国内、海外ともにビジネスモデル変革を加速させていきま
す。また、データセンター向けの新製品「1FINITY」を核と
して、データセンターなどのトラフィック量の増加に対応
し、ビジネス拡大を図ります。このほか、モバイルシステ
ム分野では、5Gへ向けた技術開発や標準化を加速します。

課題

コモディティ化の進行と、サーバ市場の縮小に対応し、
事業の効率化と競争力の向上が求められます。ネット
ワークシステムにおいては、仮想化技術を駆使した次
世代型ビジネスへの転換の早期実現が必要です。

システムプロダクト
　サーバビジネスにおいて、ローエンドモデルのサーバを
中心にコモディティ化が進んでおり、価格競争が激しくなっ
ています。加えて、クラウド型のシステム利用が拡大する
ことで、サーバ市場自体の規模が縮小してきています。コ
スト削減や効率化を追求し、高品質を維持しながらこれま
で以上に競争力を高め、より一層のシェア拡大を図ること
が重要です。

ネットワークプロダクト
　国内、海外を問わずお客様の設備投資が、前期から引き
続き抑制傾向にあります。またネットワーク業界として、こ
れまでのハードウェア型からソフトウェアによる制御を志向
する流れにシフトしてきています。これを受けて、当社で
はこれまでのハードウェアを主体としたビジネスから、SDN
やNFV（Network Function Virtualization）といったソフト
ウェア制御・仮想化技術を駆使した、お客様の目指す次世
代型のネットワークシステムへのビジネスの転換が急務と
なっており、高度な技術開発を低コストで機敏に進めてい
く必要があります。

競争優位性

サーバを中心に幅広い商品ラインナップをグローバル
に展開し、国内トップ、世界9位のシェアを誇ります。光
伝送システムにおいては、国内外で技術力、サポート
力が評価され、高いシェアの維持につながっています。

システムプロダクト
　システムプロダクトは、サーバを中心としたビジネスで
国内トップシェアを誇ります。また、世界でも数少ない自
社製 CPUを搭載した企業の基幹システムを支える高性能・
高信頼のメインフレーム、UNIXサーバに加え、クラウドコン
ピューティングを支えるPCサーバ、さらに今後も増え続け
る大容量のデータを蓄積するストレージシステムなど、お
客様のニーズに合わせた製品を幅広く取り揃えています。
さらに、これらの製品をグローバルに展開しており、国内
外を問わず高品質なハードウェアを提供しています。

ネットワークプロダクト
　ネットワークプロダクトでは、当社の高い技術力、サポー
ト力を背景に、国内通信キャリア向け光伝送システム、携
帯電話基地局で高いシェアを持っています。また、競争が
激しい北米市場でも、当社の高い技術力、実績などが評価
され、光伝送システムで高いシェアを維持しています。こ
のほか、昨今の SDN（Software Defined  Networking）に
代表されるネットワークの仮想化の流れをしっかりと捉え、
他社に先駆けたソリューションの提供を始めています。

2WAY マルチノード型PCサーバ「PRIMERGY CX2550 M4」 ハイブリッドストレージシステム
「FUJITSU Storage ETERNUS DX8000 S3 series」

「FUJITSU Network 1FINITYシリーズ」

（億円） （億米ドル）

サーバ支出額の予測（日本／世界）2016年日本サーバ市場シェア
（金額ベース）

2016年北米光ネットワーキング
市場シェア
（金額ベース）

出典： IDC Japan’s Japan Quarterly Server Tracker 
CY17Q1, June 14, 2017

出典： Ovum, Market Share Spreadsheet & Analysis：
1Q17 Global ON, May 2017

　 日本（左軸）　　 世界（右軸）
出典： （日本）IDC Japan's Japan Quarterly Server Tracker 

Share by Company - Forecast, June 16th, 2017
（世界）IDC Worldwide Quarterly Server Forecast, 

2017Q1 June 14, 2017
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ユビキタスソリューション デバイスソリューション

2017年3月期実績および今後の見通し
　2017年3月期の実績は、売上収益が1兆257億円と、前

期比1.5%の減収となりました。携帯電話事業は、スマート

フォン市場の買換えサイクルの長期化の影響により出荷台

数が減少し減収となりました。PC事業は法人向けが堅調に

推移し増収となりました。海外は7.6%の減収ですが、為替

影響を除けば、ほぼ前期並みです。営業利益は287億円で、

PC事業、携帯電話事業は大きく改善し黒字となりました。PC
事業の国内向け増収効果に加えて、PC事業、携帯電話事業

ともに、コストダウンと費用効率化が進み改善となりました。

モバイルウェア事業は増収効果により増益となりました。

　今後の見通しは、株式の一部譲渡が決まった富士通テン

は2018年3月期の売上収益と営業利益には含めません。

携帯電話事業は、「らくらくスマートフォン」や新サービス

プラン対象機種獲得などにより従来ビジネスを堅持すると

ともに、拡大傾向にあるMVNOや法人向けのSIMフリー端

末の売上を伸ばしていきます。PCはお客様ごとのカスタマ

イズ商品やセキュリティなど当社の強みを活かした製品で

他社と差異化を図り、物量の拡大を目指していきます。

2017年3月期実績および今後の見通し
　2017年3月期の実績は、売上収益は5,443億円と、前期

比9.9%の減収となりました。国内は14.6%の減収となり

ました。スマートフォン向けLSIの所要が低迷した影響があ

りました。海外は5.5%の減収となりました。電子部品、LSI
ともに円高進行により米国ドル建の輸出売上が減少しまし

た。営業利益は42億円と、前期比で261億円の減益となり

ました。円高進行により米国ドル建の輸出売上が減少した

影響で約200億円の減益要因があったほか、LSIの減収影

響がありました。当期に計上したビジネスモデル変革費用

は40億円と、前期比で40億円増加しました。電子部品事

業に係る国内外の生産拠点の再編費用を計上しています。

　今後の見通しは、LSIは市況の低迷が2016年上期で底を

打ち、ハイエンドのスマートフォン向けを中心に、力強く回

復してきています。電子部品もスマートフォン向けに加え、

今後、市場の拡大が予想される自動車、データセンター、

産業機器向けに所要の増加が期待できます。このような

事業環境の中、私たちはこれまで以上に、高品質な製品や

サービスを多様なお客様にお届けすることを通して、お客

様の製品の市場競争力および飛躍的な性能の向上を実現

していきます。

現在の取り組み
　ユビキタスソリューションは、PC事業、携帯電話事業と

カーナビゲーション事業から構成されています。

　PC事業は、富士通クライアントコンピューティングで、富

士通の強みである個別カスタマイズやセキュリティ関連製

品など、他社との差異化によって高付加価値製品へのシフ

トを進め、採算性を高めています。2016年10月にLenovo 

Group Limitedと戦略的な提携について検討を始めており、

グローバル市場で闘えるモデルづくりを目指しています。

　携帯電話事業は、富士通コネクテッドテクノロジーズで、

従来のスマートフォンビジネスとMVNO（Mobile Virtual 

Network Operator）や法人向け端末などの新市場ビジネス

との両輪でシェア拡大に取り組んでいます。らくらくスマー

トフォンやキッズ携帯など、特色のある商品を提供してい

ます。

　カーナビゲーション事業は、2017年4月に富士通が保有

する富士通テンの株式のデンソーへの一部譲渡を決議しま

した。今後もデンソーおよび富士通テンとの連携をより一

層強め、自動車ビジネスやモビリティ IoTビジネスのさらな

る強化を図っていきます。

現在の取り組み
　デバイスソリューションはLSI事業と電子部品事業から構

成されています。

　LSI事業は、富士通セミコンダクターグループにて①高

書換え耐性、低消費電力を特長とし、省エネ社会に最適な

FRAM（強誘電体メモリ）を中心としたシステムメモリ事業、

②超低消費電力DDC（Deeply Depleted Channel）トラン

ジスタや窒化ガリウムの量産技術を世界で初めて確立し

たウェハーファウンドリ事業、③富士通グループ製品、他の

国内・海外メーカーの豊富な電子デバイス製品やソリュー

ションを国内はもとより米州、欧州、アジア地域のグローバ

ルなお客様に提供する販売事業の3つを核に事業を展開し

ています。

　電子部品事業は、上場子会社である新光電気工業など

を中心に、急速な市場拡大が見込まれるIoT関連など、高機

能半導体へのニーズがさらに高まることが想定される分野

において、新商品の事業化を図るべく、マーケティング機

能、開発機能の充実および技術領域の拡充に努め、新たな

需要獲得に注力しています。

富士通 富士通 DBJ パナソニック

ソシオネクスト

ON
TPH-A

UMC

三重
300mm

MIFS

会津
150mm 
AFSW

会津
200mm 
AFSM

FEI

グループ、連結子会社 （2017年10月1日現在） FSLグループの概要 （2017年10月10日現在）

• FSLから三重工場300mm前工程製
造ラインを引き継ぎ、ファウンドリ事
業を展開。

• UMCか ら15.9%の 出 資 お よ び
40nmテクノロジのライセンス供与
を受ける。

• ノートPC、デスクトップPC等の研究、
開発、設計、製造、販売、企画および保
守・修理サポート

• 携帯電話端末の研究、開発、設計、
 製造、企画および保守・修理サポート

• PC、携帯電話の販売とこれらに関するサービ
スの提供

• スマートフォン、タブレットの開発・製造・修理

• デスクトップPCの開発・製造・修理

• インフォテイメント機器およびオートモーティ
ブエレクトロニクス機器の開発・製造および
販売。

* 2017年11月1日の一部株式譲渡により14%
に低下し、非連結化する予定。

• ノートPCの製造 • MVNO向け携帯電話端末の研究、開発、設計、
製造、企画および保守・修理サポート • FSLから150mm前工程製造ライン

を引き継ぎ、GaNパワーデバイスな
どのファウンドリ事業を展開。

• 2017年7月1日、TPH-A社から49%
の出資を受ける。

• 富士通セミコンダクターテクノロジから
200mm前工程製造ラインを引き継ぎ、
ファウンドリ事業を展開。

• ONから10%の出資を受け入れるとと
もに、同社とファウンドリ契約を締結。

• ONからの出資比率を段階的に高め、
2018年4月に40%へ引き上げを決定。
2018年後半をめどに60%、2020年前
半をめどに100%に引き上げる計画。

• FSLとパナソニックのシステムLSI事業を統合し、DBJから
の出資を受けて事業を開始。

• システムLSIの設計・開発などを手掛けるファブレス形態。
• 成長分野に重点的に取り組みグローバルな企業に成長し
ていくことにより、数年後の株式公開を目指す。

• 議決権比率：富士通40%、DBJ40%、パナソニック20%。

（注）
FSL： 富士通セミコンダクター
FEI: 富士通エレクトロニクス
DBJ： 日本政策投資銀行
UMC： United Microelectronics 

Corporation
ON： ON Semiconductor
TPH-A: Transphorm Aizu
AFSL： 会津富士通セミコンダクター
AFSM： 会津富士通セミコンダクター
マニュファクチャリング

AFSW： 会津富士通セミコンダクター
ウェハーソリューション

MIFS： 三重富士通セミコンダクター

• 会津2社の 
持株会社

•商社

15.9% 84.1%

100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%

55%*

100% 40% 20%

100% 100%

40%

51% 90% 10%49%

富士通クライアント
コンピューティング（株）

（株）島根富士通 富士通モバイル
コミュニケーションズ（株）

FSL

会津
HD AFSL

富士通コネクテッド
テクノロジーズ（株）

（株）富士通パーソナルズ

富士通周辺機（株）

富士通アイソテック（株）

富士通テン（株）
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セグメント別事業レビュー ユビキタスソリューション／デバイスソリューション


