
ＥＮＡＸ会社紹介

ＥＮＡＸ

エナックス株式会社



目 次

2 Confidential

章 タイトル サブタイトル ページ

第一章 ＜会社紹介＞

1. 会社概要 Ｐ.3

2. 沿革 Ｐ.4

3. 事業紹介 〜主要事業分野〜 Ｐ.5

4. 事業部紹介 〜差別化要因を生む「2つの部門のシナジー」〜 Ｐ.6

5. 技術開発と事業連携 〜最適化開発の手法と広範なサービスモデル〜 Ｐ.7

第二章 ＜IB事業＞

1. IB事業のご紹介 Ｐ.9

2. 高機能電池開発① 超高入出力電池 ＜世界最高速の入出力＞〜FCVへの起用を目指して〜 Ｐ.10〜Ｐ.13

3. 高機能電池開発② シリコン負極電池 〜大型ドローンの飛行距離延長のために〜 Ｐ.14〜Ｐ.15

4. 新電池構造開発 第三の電池形状 ＜特殊包材と構造特許＞ 〜全固体電池開発へつながる技術〜 Ｐ.16〜Ｐ.17

5. 次世代電池開発① 全固体電池開発 〜OneStopの開発環境の提供〜 Ｐ.18〜Ｐ.19

6. 次世代電池開発② リチウム硫黄電池 〜最高のエネルギー密度を目指して〜 Ｐ.20〜Ｐ.21

7. 電池システム開発 自社開発電池の最大の機能を引き出すシステム Ｐ.22

第三章 ＜PB事業＞

1. ビジネスモデル 事業連携・企業連携による電池の高度な技術 比類なき幅広いサービスモデル Ｐ.24〜Ｐ.30

2. 技術紹介 Hybrid Battery Ｐ.31〜Ｐ.32

3. 高機能電池パック 開発実績 Ｐ.33

さいごに Ｐ.34



■会社名

■代表者

■設立

■従業員数

■資本金

■売上高

■所属

■ＨＰ

■主要顧客

■事業所

１．会社概要

エナックス株式会社

三枝 雅貴 Ｍasaki Saikusa

1996年4月 （事業分割：2019年7月）

78名 （2021年3月末時点）

1億円

21億9,400万円 （事業分割前を含む）

電池工業会正会員

http://www.enax.jp/

大手自動車メーカー、鉄道会社、精密機器メーカー、国立研究所 等

東京本社 米沢事業所

東京都文京区春日2-12-12
コロネード春日

「茗荷谷」駅より徒歩10分
「後楽園」駅より徒歩15分
TEL 代表 03-5689-0089 

◆窪田サイト 試作セルサイト
ＪＲ「米沢」駅より車で20分

山形県米沢市窪田町窪田2474-1 
TEL 0238-36-0066 

◆万世サイト プロセス開発センター
ＪＲ「米沢」駅より車で20分

山形県米沢市万世町桑山2723-1 
TEL 0238-36-0066 

■事業内容

リチウムイオン二次電池開発・試作受託・
製造・販売

バッテリーパック開発・製造販売

リチウムイオン二次電池搭載アプリケーション
製品の設計・製造・販売

リチウムイオン二次電池の電極の開発
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1996

エナックス株式
会社設立

2000

大型積層型ＬＩ
Ｂ電池によるEV
トラック開発・
製品化プロジェ
クトに参画

2001

国内大手自動車
メーカーから
HEV用電池モ
ジュールの開発
を受託

2003

電動バイク向け
LIB電池を自社開
発。米EVグロー
バル社にて採用

2004

福井大学と共同で
LIB電池を開発し、
路面電車（福井鉄
道）の走行試験を
実施

自動車用鉛蓄電池
代替LIB電池にて
「東京都ベン
チャー技術大賞」
最優秀賞受賞

2008

TEMIC 
Automotive 
Electric Motors 
GmbH等第三者
割当により増資

2010

中国汽車技術中
心(Catarc)と自
動車向けLIB電池
製造の合弁会社
を設立

2011

特許庁より平成
23年度「知財功
労賞」を受賞

2015

積水化学グルー
プの一員となる

2018

ダイヤモンド経
営者倶楽部より、
2017年度「マネ
ジメント・オ
ブ・ザ・イ
ヤー」受賞

2019

会社分割により、
大和証券グルー
プの一員となる

Degussa AG (現
Evonik社）と合弁会
社を設立し、中国山
東省にてLIB電極の製
造開始

Continental AGと
HEV用電池パックを
共同開発
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２．沿革



定置型蓄電池用
（高多直並列技術）

３．エナックスの事業紹介 〜主要事業分野〜

バッテリーソリューションカンパニー。
高機能LiBパック開発

ドローン用
(ラミネート型セル多直並列技術)

ＰＣ・電動工具用
（円筒形電池プラットフォーム）

モバイルロボット用
※開発中

次世代電池セル開発

Know How の融合
空飛ぶ車向け

※開発中

特殊車両向け
(スーパーハイレート)

電気自動車向け
※次世代電池開発中

電動バイク向け
（ハイレート）
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世界最高水準の高性能
リチウムイオン電池セルの開発会社

世界最高水準の充放電特性を持つラミネート型スーパーハイ
レート・リチウムイオン電池を開発。
100C超のハイレート入出力、3分間で90%の急速充電、
80℃の高温環境での充放電を実現し、国内大手自動車会社様
にご採用いただいております。

４．エナックスの事業部紹介 〜差別化要因を生む「2つの部門のシナジー」〜

バッテリーパックの設計とODM生産
セルの選定から、ソフト開発、基板回路設計、検査・評価など、セルからバッテリーパッ
クまでの一連の製造プロセスをお客様のニーズに応じて開発し、プロトタイプバッテ
リーパックからODM生産への効率的かつスムースな立ち上げを約束します。

先端仕様セルの開発生産
お客様の要望に応じて、ユニークで先進的な性能と機能を備えたLIBセルの
カスタム開発から少〜中量規模の生産まで対応しています。

先端LIB材料の電池性能・生産適合性検証
材料メーカーが開発する先進的なLIB材料
に対し、当社の電池開発プロセスのもとで
試作（検証）をし、市場導入に向けた
課題を明確にしてより早く効果的な事業
化開発を支援しています。

『特殊ラミネート型LiB電池』と『LiB電池パック』の開発会社
お客様のUSE CASEに応える『幅広い電池セルラインナップ』と『パック化技術』を武器に、

お客様のご要望に合ったテーラーメイドのバッテリーソリューションを提供！

電池パックのフルカスタム設計サービスを展開
電池制御技術を駆使するラミネート型電池パックのフルカスタム設計は難易度が高く、
日本国内では私達を含め極めて限られた企業だけが提供可能なサービスです。
自動車会社を中心に数多くのお客様のニーズに対応した電源ユニットの開発で実績があります。

豊富な電池セルラインナップによる電池パックの開発・製造会社
”独自のサプライチェーン”による豊富な電池セルラインナップから最適な電池セルを選択、
お客様のニーズにぴったりなバッテリーシステムに仕上げます。
自社セル開発で蓄積した知見とノウハウで、他社セルを使った電池パックにおいても自社セル
パックと同様の品質基準でお客様に「高品質」と「最大の経済合理性」を担保した電池パック
を提供致します。

Know-How
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PB事業IB事業
Innovative Battery Business Products Battery Business



● セル設計・開発
✔ 材料検討・電解液チューン
✔ 単/複層セルでの特性評価

他社製ラミネート型

ハイブリッド型

円筒形

自社製ラミネート

他社製モジュール流用型

● お客様のご要望
✔ お客様のお困りごと
✔ お客様が実現したいこと

●ライン整備/部材調達
✔ 国内外の設備ﾌｧｼﾘﾃｨｰの選択
✔ グローバル調達,指定部材調達
✔ 最適なMOQの設定

● 評価
✔ 用途/仕向先の法規・規格認証
✔ 特性/安全性/環境性評価
✔ 用途を具備した特殊評価

● ● ● ● ● ●
● 試作/準量産
✔ 国内での最適製造プロセス設計
✔ 多品種・少量～中規模生産対応
※契約によりお客様指定の製造先への
製造移管支援可能

● ● ● ● ●
● お客様のご要望
✔ お客様のお困りごと
✔ お客様が実現したいこと

● ご要望に対するセル・モジュール選定/最適設計構築

※特許取得済

● 設計評価
✔ 国内設計/評価対応
✔ 用途/仕向先の法規・規格認証
✔ IB事業部の知見を用いた他社セル
品質の検証

● 部品調達
✔ グローバル調達
✔ 安定調達
✔ お客様指定部材の採用

● 生産/納品
✔ 量産数量・品質に応じた最適生産プロセス設計
✔ 日本国内・海外生産の拠点（EMS企業）
✔ 指定納入先（日本国内・海外対応）

● アフター
サービス

✔ 不具合発生時の解析
✔ 製品ライフサイクル
に応じた修理・補修
対応

✔ 部品EOL対応
✔ リサイクル対応
✔ 性能向上/設計変更

のご提案
✔ プロジェクト期間に

応じた供給体制

PB
事
業
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５．技術開発と事業連携 ～最適化開発の手法と広範なサービスモデル～

IB
事
業

お客様のお困りごと
に対し最適提案を

事業部をまたぎ検討
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ソリューションに
最適な電池とは？

その電池に
最適な材料は？

何を評価しなければ
ならないかわからない

評価設備を所有
していない・・・

機器に搭載させて
評価をしてみたい

小ロットなんだ
けど・・・

自社で電池の
製造も行いたい

最終的に海外で
製造したい

材料レベルからソリューションに最適な
電池の仕様をご提案します

コスト、入手性、デリバリなどを検討し、
最適な材料をご提案します

ソリューションや法規制に合った評価内容
を検討し、ご提案します

自社/協力会社の評価設備を使用し、
評価を行うことが可能です

簡易モジュール/パックまで製造して、
ご評価頂くことが可能です

小〜中ロット（年間1万セル程度）でも、
ご相談にのります

製造機器のご提案から製造プロセスの
移管なども、ご提案可能です

海外の協力会社に製造の協力依頼をす
るところまで、ご提案可能です

世の中に無い、こんな電池が欲しい・・・ 何から手を付けていいかわからない・・・

そんなお悩み解決します

電池セルの提案のみならず、自社内や外部協力会社とのバリューチェーンにより、
充電器やインバーター/筐体などを含めたトータルシステムのご提案が可能です。

エナックスの試作開発事業は、自社のバリューチェーンを最大限に活用し、
次のようなお客様の様々なご要望に最大限対応いたします。

ＩＢ事業 1. IB事業のご紹介
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▼項目 ▼要求性能

ご提案内容 大電流の充放電が可能なリチウムイオン電池

電池

エナックス製、標準リチウムイオン電池を「超高入出力」にカスタム
＜カスタム内容＞
・車両への搭載： 電池サイズ（外寸/厚み）、タブ位置、振動/衝撃に対する最適化
・電池基礎性能対応： 正負極材、入出力タブ、セパレータ、電解液に対する最適化
・高温環境対応： 80℃環境下で使用可能なように、内部構造/セパレータや電解液の最適化
・法規制への対応： UN38.3への適応と試験証明の発行
・安全性への対応： お客様特有の安全試験
・評価試験： 高負荷、高温環境でのお客様固有な充放電を模擬

電池制御
最適なハイブリッド制御を可能とする為に材料レベルでの
電池残量検討とデータ取得。

セル構造
・想定数量に合わせ、かつ数量の上下に余裕を持たせた試作
・小ロット生産ラインの立ち上げ

品質確保
製造ラインでの品質担保を目的とした、各種検査と納品前のスクリーニング機
能のご提案

パック構造
タブの直並列に対する最適な溶接方法の検討と品質担保の為の検査機器の
導入、製造人員のトレーニング、固有のご要求に対応する専用治具の設計/
製造

実施例 ハイブリッド用特殊バッテリーパックのご提案： 高性能スポーツカー向け

2. 高機能電池開発①ＩＢ事業 超高入出力電池＜世界最高速の入出力＞
〜FCVへの起用を目指して〜
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HEVやスターターバッテリー開発において、現在キャパシタを使用しているが、より容量がほしい
というご要望にお応えしました。※最大で120C（4Ahセルで480A）の入出力

安全性が高く、エンジンルームの温度環境下に近い、80℃以上の超高温環境下にも耐えうる
耐熱性を達成することで、電池パックの冷却機能の軽減によるパック重量の低減を可能とし、
重量・容量エネルギー密度の向上への貢献と製品の設計自由度を高める事に成功しました。
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▼項目 ▼要求性能

アプリケーション HEV、FCV（市販車〜高機能車）

セル仕様 ラミネート LFPO「Wサイズ」

電圧 2.0〜4.0V(定格3.1V)

容量 4.0Ah (12.4Wh)

サイズ・重量 W149 x D175.5 x T4.2 mm  192g

標準充放電電流 20A(5C)

最大充放電電流 300A(75C)

短時間最大電流 480A(120C)/3Sec

サイクル特性 TBD

安全認証 UN38.3

使用温度範囲 0〜80℃(温度により電流制限有り)

製品特長 高温対応、小型大電流用途
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2. 高機能電池開発①ＩＢ事業 超高入出力電池＜世界最高速の入出力＞
〜FCVへの起用を目指して〜
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ご活用事例：FCV向け、電力出力の安定化と回生電力の受入れ

高入出力が得意かつLICでは対応が難しい、「電力需要/回生への余力」を持つ事で、
お客様の求める性能に対し幅広い制御が可能です。

＋ Hi-Power

回生充電

平均電力

余剰充電

エンジンHEV

低出力エンジンを使用した
シリーズHEVのPower-UP

燃料電池HEV

低機能(一定定出力)燃料
電池のPower-UP

蓄電池HEV

低出力蓄電池のPower
-UP

チョッパなどの
小型化

安定した定電圧にて
チョッパの削減

一次電源
（定電力源）

様々なシステムに
幅広く柔軟に
対応可能

高入出力特性を持つENAXの電池を最大限に活用することで
トータルシステムのダウンサイジング化、低コスト化に貢献

二次電源
（パワーアシスト電源）

③

③①

② ②

2. 高機能電池開発①ＩＢ事業 超高入出力電池＜世界最高速の入出力＞
〜FCVへの起用を目指して〜
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ご活用事例：FCV向け、電力出力の安定化と回生電力の受入れ

エナックスの超高入出力電池は、キャパシタ以上の高出力を確保しながら10倍以上の容量を確保します。
また、エナックスのバリューチェーンを活用する事により、極少量の試作から年間20万セル程度の中ロット量産まで国内で対応し
より多くの数量が必要な際は、協力会社の工場へ転注を行い、より低コストの製造を可能とします。

T社高出力タイプ
（3.0Ah）

T社標準タイプ
（4.2Ah）

T社高容量タイプ
（20Ah）

高容量→

←
 

高
出
力

キャパシタ類
4~6000W/kg
10~30Wh/kg 

鉛蓄電池
100~200W/kg
30~40Wh/kg ニッケル水素

250~1000W/kg
60~120Wh/kg 

エネルギー系
リチウムイオン
250~400W/kg
200~250Wh/kg

M社高容量タイプ
（50Ah）

ENAX超高入出力電池
9600w/kg 64Wh/kg

HVE社
第3世代
（4.4Ah）

HVE社
第4世代
（4.8Ah）

2. 高機能電池開発①ＩＢ事業 超高入出力電池＜世界最高速の入出力＞
〜FCVへの起用を目指して〜

試作

製造数量→

コ
ス
ト

(W
h

/円
) 
→

10~20万
cell

100万
cell以上

企画数量で
大きく変わります

コスト
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ドローンや空飛ぶ車などに代表されるソリューションに対しては、「高容量」・
「ミドルレート」「軽い/小さい」・「高い安全性」など高容量かつ短時間の高い
負荷に耐え、また安全な電池が要求されます。

エナックスでは現在、広く使用されているリチウムポリマーセルと同等の性能
を有し欠点である安全性や信頼性、寿命を大きく伸ばすシリコン負極セルの
開発とモジュール技術で新たなソリューションへの取組みを行っています。

項目 Si系新規電池 LiPo

重量エネルギー密度 180〜240Wh/kg 200〜220Wh/kg

入出力性能 連続10C、瞬間20C 連続10C、瞬間20C

安全性能
発火耐性：〇
落下衝撃：〇

発火耐性：×
落下衝撃：×

電池寿命（サイクル） 〇：500サイクル ×：100サイクル

3. 高機能電池開発②ＩＢ事業 シリコン負極電池
〜大型ドローンの飛行距離延長のために〜
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シリコン負極の実用化に際し、ネックとなっているのがセル性能を十分に発揮させるために必要である
リチウムを添加（プレドープ）するプロセスや、シリコンの体積膨張による急速な劣化です。

私たちはシリコン負極のコア技術を持つ材料メーカーと共に、プレドープ不要な材料やロールtoロールでの
プレドープ技術の開発で電池の性能を100%発揮させると共に、ラミネートセル特有の外部から加圧が可能な
セル構造により、シリコンの膨張を抑えて寿命や安全性の懸念を解決します。

金属Liなどによる
インラインプレドープ

Li

Si Li×Si
膨張による
構造破壊

Li×Si

材料レベルで
あらかじめドープ

加圧により膨張抑制

3. 高機能電池開発②ＩＢ事業 シリコン負極電池
〜大型ドローンの飛行距離延長のために〜
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現在主流のアルミラミネート包材に代わり、SUSやニッケルメッキ鋼板の包材を使用することで、これまでアルミラミ
ネートでは難しかった封止の信頼性と加圧に対する剛性を飛躍的に向上させることに成功しました。
外装材をレーザー・抵抗溶接技術を用いて封止し、弊社保有のパテント「リベット型電極引出構造」を用いた新た
な電池形状は、ラミネートセルの設計自由度を確保した上で電池パックに高安全性と長期信頼性を担保します。

【第三の電池形状】の採用により、これまでの既存電池形状の持つ下記のメリットを一つのソリューションで
担保することを可能にします。

★ ラミネートシートタイプ ： 高エネ密・高い放熱性・軽量・設計自由度・電極への加圧
★ 缶タイプ ： 封止信頼性・外装強度・扱いやすい

4. 新電池構造開発ＩＢ事業 第三の電池形状 ＜特殊包材と構造特許＞
〜全固体電池開発へつながる技術〜
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また、新規電池構造はアルミラミネートと比較して外装体の強度が高く、また金属との接合が容易である事から

コストダウンや軽量化、放熱などを見込むことが出来るCellToPack構造に高い親和性を発揮します。

そして【第三の電池形状】の採用により、これまでのアルミラミネートと比較して外装体に剛性が
ある為、非常に高い加圧や放熱板などでセルを冷却する構造を簡略化する事ができます。

モジュール化が不要！

モジュール外装

パック化

パック外装

冷却板,兼パック外装溶接

放熱板

4. 新電池構造開発ＩＢ事業 第三の電池形状 ＜特殊包材と構造特許＞
〜全固体電池開発へつながる技術〜
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ラミネート型リチウムイオン電池のパイオニアとして、培った技術を元に全固体電池の開発を推進しています。

様々な協力会社/研究機関とのアライアンスの元で全固体電池の実用化と
市場への訴求力が高い全固体電池のデファクトを目指し社会に貢献します。

・ソリューション提案
・プロセス技術
・ラミネート技術
・モジュール/パック技術

エナックス
材料メーカー

装置メーカー 大学/研究機関

自動車メーカー

装置技術

プロセス

試作セル

要求仕様

材料提供

セル評価

学術知見 研究協力

市場創生

5. 次世代電池開発①ＩＢ事業 全固体電池開発
〜OneStopの開発環境の提供〜



Confidential19

高容量や高い安全性・広い動作温度・急速充電などを期待されている全固体電池ですが、製造プロセスや
電極への高い加圧が必要など、いまだ課題が多く、大きい容量のセルの実用化までは進んでいません。

私たちは電極の製造プロセスに関する、「シート化」技術の開発や、「第三電池構造」と「全固体電池」を組み合わ

せる事で、缶タイプやアルミラミネートの電池では難しい電極間への高い加圧を実現し、中〜大型の全固体電
池の実用化に貢献します。

薄膜化

固体電解質

高い加圧

高い加圧
が可能

5. 次世代電池開発①ＩＢ事業 全固体電池開発
〜OneStopの開発環境の提供〜
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現在、航空宇宙産業にて「超軽量」・「高容量」という特徴で注目を集めているリチウム硫黄電池ですが、
市場が求める性能に至っておらず、実用化された例は非常に少ない新たな技術です。

⦿リチウム硫黄電池への取組み

材料が
高コスト

定期的な
補充電が必要

環境負荷：高

より高い
安全性

材料が
低コスト

メンテナンスフリー

環境負荷：低

低レート
長時間運用

が得意

リチウム硫黄電池への取組みは、挑戦的な開発テーマの一つとして、
中〜大型リチウム硫黄電池の実用化を主要国内外のパートナーと
共に推進しております。

重量エネルギー密度で2倍以上優位！

「超軽量」
「高容量」

リチウム硫黄電池
400~600wh/kg

リチウムイオン電池
100~300wh/kg

6. 次世代電池開発②ＩＢ事業 リチウム硫黄電池
〜最高のエネルギー密度を目指して〜
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400Wh/kg以上と、非常に高密度かつ軽量なリチウム硫黄電池は、数か月以上に渡り高高度にて観測を行うエアプレーンや
飛行船、気球などに搭載の主機または補器の電源として最適です。

加えて、一般的な液系のリチウムイオン電池と比較して安全性が非常に高い事と使用可能な温度範囲が広い事から、万が一の
発火事故なども起こらず、また保温のために必要な部品も最小限にする事が可能です。

リチウム硫黄電池は、一度に取り出す事のできる電流量が少ないため、
ソーラーパネルなどの発電機と併用することで、航続距離や観測時間を
伸ばすことが可能になります。

安全性・軽量を求める
製品に利用される

飛行機 飛行船 気球

動力用
モーター

測定機器
など

電力の流れ

軽量バッテリー：高高度無人機向け

⦿リチウム硫黄電池への取組み

高高度無人機向け

リチウム硫黄電池

発電機
（ソーラーパネル等）

6. 次世代電池開発②ＩＢ事業 リチウム硫黄電池
〜最高のエネルギー密度を目指して〜
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▼項目 ▼要求性能

ご提案内容 風力発電と連携した蓄電システム

システム 協力会社所有の蓄電システムを「風力発電」向けにカスタム

電池 エナックス製、標準リチウムイオン電池を「高容量」にカスタム

電池制御
受電量/風力による充電量/省エネ目標/BCP対策などを計算し、
「最適な充放電制御」となるようにカスタム

筐体設計
地震などの天災や水没、火災に対する要件を整理し、
「法規制に即した」最適な筐体にカスタム

付帯工事 設置用の小屋含む、電気工事のアテンド

系統連系 申請に必要な要件の整理、資料の準備

補助金申請 補助金に必要な要件整理、資料の準備

メンテナンス 部品に対する最適なメンテナンス時期のお知らせ

蓄電システムのご提案： 青森県八戸市の病院向け

7. 電池システム開発ＩＢ事業 〜自社開発電池の
最大の機能を引き出すシステム〜

実施例
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

お客様のニーズに最適な高性能・
高品質電池を選定します！

電池ラインナップの拡充を行いま
す。
国内外電池メーカーの豊富なライ
ンナップから徹底的な評価と選別
を行い、お客様の要望に最適な高
性能・高品質な電池を選定します。

技術的優位性・信頼性の確保に
より、お客様の求める 『性能ＵＰ』
に貢献します！

技術的に難易度が高い円筒形電
池及びラミネート型電池の多直
列・多並列構成技術を確立、豊富
な設計・量産実績を通じて技術的
優位性・信頼性が実証されていま
す。

“フルカスタム” から “セミカスタ
ム” まで、お客様のビジネスサイズ
に最適な開発プランを提案！

電池パック開発における「難易
度・スピード・投資コスト」に対する
要求に応じて、多種多様な電池
パックの開発プロセス・開発プラン
を提案・提供します。

技術トレンドへの取組み 経済合理性への取組み

グローバルＥＭＳとの協業と日本
国内での設計・開発を実現！

安定供給と価格競争力を持った
18650パッカーとの協業体制構
築。これにエナックスの保有する
精緻な要件設定能力を融合する
ことにより、日本品質と価格競争
力を同時に実現しました。

voice01 voice02 voice03
既存の電池ラインナップ
には、お客様の目指す目
標性能とコストに叶うも
のがない。

円筒形電池やラミネー
ト型電池を安定して多
直列・多並列に組み込
める電池パックメー
カーがいない。

製品をいち早く市場投入するため
に、電池パックの開発リードタイム
を極力短くしたい。
製品の立ち上げ段階であり、大き
な開発投資・設備投資が負担だ。
しかしながら、一定の性能を持っ
た電池パックが急ぎ必要。

標準的な円筒形電池な
らば、安価な価格で開
発ができるとのことだっ
たが、品質とコストのバ
ランスが取れなかった。

voice04

お客様の声 と 市場からの要請
私たちエナックスは、先端電池のパイオニアとして、数々のお客様と電池の共同開発及び電池パックの高機能化へのご要望にお応えしてまいりました。

その中で、お客様より、次ような切実なご要望やご期待をお聞きしてまいりました。

〜お客様の声と市場からの要請〜
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

① どういった製品をどういったシーンでご利用されるか。

② サイズ、容量、温度環境等のご希望はあるか。

③ 予算はどのくらいか。

お客様 ： 『●●の商品にバッテリーを搭載したい』

最初にお客様からお伺いするのは、たったの3点。

私たちは、電池を知り尽くしたプロフェッショナル集団として、
この情報だけでお客様に最適なバッテリーをご提案します。

〜ご要望はここから始まります〜
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

私たちは、自社製電池に縛られることがありません。
お客様のご要望にお応えするため、国内外の豊富な電池ラインナップから
徹底的に評価を行い、自社の品質基準で電池パックをご提供します。

●高エネルギー密度

市場で最も広く普及している円筒型18650に代表され、NCM
系電池が主流です。
IT機器、バックアップ電源、小型ロボットなど幅広い分野にお
いて採用実績があります。
近年では携帯電話用から産業用・車載用へシフトし大型・高
容量化しつつあるラミネート型電池も取り扱いがございます。

●高寿命・高安全性

主にラミネート型の電池となります。
数千〜数万サイクルの長寿命を必要とするアプリケーションに
はLFPO電池、LTO電池を選択できます。
産業用蓄電池やバス、船舶等の交換サイクルが非常に長い
用途に最適です。
また、LFPO電池については社内外から超ハイレート型の電池
が調達可能であり20～100C(数百A)の入出力特性があるこ
とから回生電力吸収や急速充電といった用途にご使用いただ
けます。容量 (Ah)

出
力
密
度

(
W

/
kg

)

取り扱い電池

5 3010 20 40

ハイレート
LFPO

LFPO

LTO1
8
6
5
0

NCM

5
k

1
k

3
k

2
k

長寿命・
高安全性
電池

高エネルギー密度



形状 円筒形
18650型/26650型/21700型

ラミネート型
（パウチ型）

角型
缶タイプ

Material

材料
LFPO NCM

LFPO LTO NCM
ENAX次世代電池

LFPO

Cell
セル

18650型 26650型 21700型

PACK
パック
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

＋＋

＜取扱い例＞ 〜お客様のご要望により、
最適なセルをご提案します〜
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

セミカスタム電池パック1

経済合理性に当社開発(機能検証)済み製品を横展開することも可能。
基本品質を維持したまま開発費・期間を大幅に削減！

開発(機能検証)済み製品 内部構成部品を横展開

最適なセルを選定

専用ＢＭＳを開発
円筒型

電池パック

ラミネート型
電池パック

セミカスタム電池パック2

＋

※電池パックはODM製品のため、外装部品の流用はできません。外装部品に関しては個別の開発が必要となります。

多直多並列化

開発(機能検証)済み製品

〜セミカスタムモデルのご提案〜
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

ＥＭＳとの協業グローバル展開が可能！
日本国内で開発/設計から生産立上げまで実施することで、
”日本品質” と “迅速な開発リードタイム”を実現します。

更に、信頼できる海外ＥＭＳを活用して、
ビジネス規模に最適なコストパフォーマンスの高い量産体制に対応します。

ヨーロッパ 中国
アメリカ

弊社が責任を持ち生産拠点の移転に対応します。日本国内と海外の複数の生産拠点間で、品質を損なうことなくシームレスな生産移管が可能になり、
昨今の地政学的リスクやパンデミックに対するBCP対策としても優位性があります。

【日本からのコントロール】
► 製品品質設定
► 製造品質設定
► 設計支援
► 評価支援

グローバルサプライチェーン

〜ものづくり展開〜
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1. ビジネスモデルＰＢ事業

ENAXは、
「SDGs（Sustainable Development Goals）」の達成に向けた
取り組みの推進とそれに関わる企業・団体・組織、
そして個人における社会的責任を果たすための活動を
支援します。

産業用の電池を廃棄する際に、
「どのように捨てたらよいか」と
お困りになることはありませんか？ お客様のお困りごとを解決します

ENAXは、お客様へのアフターサービスの一環として、
広域認定を取得（2021年11月取得予定）し、バッテリーの回収・運搬を行います。

廃
棄
ス
キ
ー
ム

〜アフターサービス〜
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ＰＢ事業 2. 技術紹介 〜 Hybrid Battery 〜

例えば、AGVで24H稼働のスマート工場
(AGVを極力止めたくない)と長時間稼働
長時間充電のニーズを両立したいという
ご要望にお応えすることを想定しています。

Pパック Eパック

ENAXハイブリッドバッテリーユニットとは？
急速充電が得意なパワーバッテリーパック（Pパック）と大容量が特徴のエネルギーバッテリーパック（Eパック）は、
それぞれ単体でも使用可能な独立した電池パックです。

それぞれ一長一短の個性があり、その特徴に合った用途で使用する場合には単体のパックでの使用が最適解ということに
なりますが、用途によっては上記ジレンマのように単体の電池パックでは一部のニーズを妥協しなければならないケースもあります。

そこで、PパックとEパックの両方を適量ずつ持ち、それらを管理するコントローラを付けて１つの電池ユニットとすることで

両者のいいとこどりをしたものが、ENAXハイブリッドバッテリーです。
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ＰＢ事業

構成する電池の種類＝特性、容量・充放電能力などを深く考慮した設計と特許技術AI Hybrid

により、お客様が求める駆動条件にフィットするバッテリーシステムをフレキシブルに実現

蓄電用
電池モジュール

“Energy”45Ah

充放電用
電池

モジュール
“Power”

8Ah

BCU

BMS BMS

Battery Control Unit

◆異なる電池ユニット同士を集中管理し、最適
化する。 ※本体側のI/F要求にもお答えする

BMS

◆ 各電池セルの状態を管理

◆ BCUの指示で充放電制御

BMS

◆ 各電池セルの状態を管理

◆ BCUの指示で充放電制御

Energy系LiBモジュール

◆ 高容量密度、小型・軽量

◆ コストパフォーマンスが良い

Power系 LiBモジュール

◆ 反復急速充放電対応

◆ 高性能・高信頼性・長寿命

冗長性をサポート

Powerモジュールがメイン充放電

回生電力の吸収も◎

2. 技術紹介 〜 Hybrid Battery Unitの一例 〜
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出力

電池
容量

⦿小型汎用モバイルバッテリー
・ 円筒型18650LIB
・ 汎用高容量LIBセル

⦿BCP対策用蓄電システム
・ 円筒型18650LIB
・ 汎用高容量LIBセル
・ 多直列・多並列接続

⦿医療機器用バッテリー
・ 円筒型18650LIB
・ 汎用高容量LIBセル
・ 安全性・信頼性

⦿産業用ドローン用バッテリー
・ 小型ラミネートLIB
・ 高出力・高容量密度
・ ラミセルの直列・並列接続

空飛ぶクルマ
• SHRラミネートLIB
• 高出力・高容量密度

電動建機
• HRラミネートLIB
• 高出力・高容量密度
• ハイブリッド対応

⦿モバイルロボット用バッテリー
・ ラミネートLIB
・ 継足し充電
・ Hybrid Battery Solution

電動船舶用ESS
• LFPO
• 大容量、安全・信頼性
• 船級認証取得

3. 開発実績ＰＢ事業



さいごに

追い求めるテーマがあれば是非ご相談ください。
シンプルなものから難しいテーマまで、
必ずや最適な “ソリューション” を提案いたします。
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想いをカタチに明日の電池を支えるバッテリーソリューションカンパニー。
エナックスは、お客様のアプリケーションに最適な要件設定から開発/設計・評価・量産・アフターまで、

一気通貫のサービスを提供し、テーラーメイドでお客様の想いをカタチにします。


