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研究開発

新技術・新製品の開発に積極的に投資
体制

事業別の研究開発状況

当社グループは、自動車電池、産業電池電源、車載用リチ

研究・技術開発部門、ジーエス・ユアサ テクノロジーの技術部

ウムイオン電池、その他の事業について、基盤技術から製品・

などがそれぞれ実施しています。

製造技術に至るまで、積極的な研究開発活動を行っています。

研究開発費

自動車電池の研究開発は、国内においては、GS ユアサの

（国内） 自動車電池事業
（海外）
自動車電池事業
（国内・海外） 自動車電池事業
産業電池電源事業
車載用リチウムイオン電池事業
その他事業

技術開発部門、自動車電池技術部、GS ユアサ エナジーの

（百万円）
12,000

技術開発部門などがそれぞれ実施しています。また、海外
においては、海外生産拠点の技術開発部門、GSユアサの技術

11,170
412

10,000

開発部門、自動車電池技術部、GS Yuasa Asia Technical
Center Ltd.などがそれぞれ実施しています。産業電池電源の

9,533
316

8,000

研究開発は、GS ユアサの技術開発部門、産業電池生産本部

9,517
386

6,086

6,998
190

6,000

技術部、電源システム生産本部開発部、ライティング本部

9,868
332

5,022

5,200

4,370

3,221

製造部、ユアサメンブレンシステムの技術生産部などがそれ

4,000

2,055

ぞれ実施しています。車載用リチウムイオン電池の研究開発

2,257

2,000

は、GSユアサの研究・技術開発部門、
リチウムエナジー ジャパン
の技術部、ブルーエナジーの技術開発部などがそれぞれ

625
703
2015

0

実 施しています。その他事業の研究開発は、GS ユアサの

2,353

2,288
2,615

2017

2,160

2018

（注）2017 年度以降は自動車電池事業（国内）
と
（海外）の合計で算出しています。

■ 自動車電池事業
国内
海外
研究開発センター
次世代リチウムイオン電池、
ポストリチウムイオン電池に関する研究開発

●

GS ユアサ 自動車電池技術部

●

GS ユアサ エナジー

● GS

リチウムイオン電池の周辺部品、生産技術、
既存製品に関する研究開発

Yuasa Asia Technical Center Ltd. など

産業電池生産本部技術部、電源システム生産本部開発部、
ライティング本部製造部

● ユアサメンブレンシステム

グローバル技術統括センター
鉛蓄電池の基礎研究および新材料開発、
自動車用・産業用の鉛電池の新技術・新製品の開発
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技術生産部 など

■ 車載用リチウムイオン電池事業
● リチウムエナジー
● ブルーエナジー

ジャパン 技術部
技術開発部 など

広がっており、これまで、同規格に準拠した「ECO.R ENJ」

地 域のそれぞれの生産拠点において順次市場に展開して

シリーズを一般用の6品種
（LN0〜LN5）、ISS車用の３品種

います。また、今後も大きな成長が見込まれるインド市場

（LN2-IS、LN3-IS、LN5-IS)と幅広くラインアップしてきました。

向けに、コミューターバイク用に加えてISS車用の制御弁式鉛

さらに、海外でも日本メーカー製車両のEN 電池の取り換え

蓄電池を開発することで、品種の拡大を図るとともに、新車

需要が増加したのに対応し、2019 年度は同品種を海外向け

採用されています。

に展開しました。また、リサイクル素材を積極的に採用し地球

また、欧州高級車のシステム起動およびバックアップ用の

環境に配慮した
「ECO.R」
シリーズのリニューアルを実施しま

電池として、オートバイ電池技術を利用しつつ、特別な排気

した。短時間・短距離走行が中心の「チョイ乗り」などの乗り

構造を備えた制御弁式鉛蓄電池を開発し、欧州補修市場へ

方の変化や車両の制御の変化により増加してきた放電気

参入しており、本用途での品種拡大を図っています。

（年度）

国内オートバイ用鉛蓄電池の分野では、レジャー用バイク、

テクノロジー

技術部 など

■ 産業電池電源事業
産業用鉛蓄電池の分野では、北米などの海外市場で需要
拡大が見込めるデータセンター用途や5G基地局用途向けに、

一般生活用のコミューターバイクなど、各車両用途に適応

ハイレート短時間のバックアップ性能を大幅に向上させた制御

した新技術の開発を進めています。オートバイにおいても

弁式鉛蓄電池の開発に取り組んでいます。現在、量産ライン

ISS 車や HEV などの環境対応車両への関心が高まってきて

での先行試作を順調に進めており、今後、製品ラインアップの

おり、当社グループの高い耐久性能と充電受入性能を実現

拡充を計画していきます。また、東南アジアにおける通信

したオートバイ用鉛蓄電池が採用されています。また、こ

市場の旺盛な需要に応えるために、ベトナム工場で産業用

れら環境対応車両専用のオートバイ用鉛蓄電池の開発を進

鉛蓄電池の開発を行い、2017年度に生産を開始していますが、

めています。

さらなるラインアップの拡充を図るために、2019 年度に2V
タイプ 4 品種と12Vフロントターミナルタイプの新製品を

■ 自動車電池事業（海外）

量産開始しました。また、日本国内では、鉄道地上設備などの

海外自動車用鉛蓄電池の分野では、海外で生産および

放電頻度が比較的多い用途向けに国内最高水準の放電耐久

使 用される充電制御車や ISS 車用鉛蓄電池の製品・製造

性能とスタンバイユースでの長寿命を兼ね備えた SNS-TN

技術の開発を進めており、2015 年に株式取得をしたトルコ

シリーズを2019 年度から市場に展開しました。

の Inci GS Yuasa Aku Sanayi ve Ticaret Anonim

バッテリー式フォークリフト用鉛蓄電池においても、海外

Sirketiにおいて、欧州市場向けの高性能始動用鉛蓄電池

需要の拡大に対応し、中国（DIN タイプ 5 品種）
・タイ
（DIN

「YBX5000」
シリーズ の LN2、LN3、LN5を開 発し、さらに

タイプ2品種）
・パキスタン
（EB電池3品種）
で新製品を市場に

ISS 車用鉛蓄電池の開発を進めています。また、海外で生産
および使用されるHEV および EV 用補機電池の開発を進め、

■ その他事業
● ジーエス・ユアサ

バイ用の中容量クラスの制御弁式鉛蓄電池を開発し、同

自動車電池技術部

■ 産業電池電源事業
● GS ユアサ

LIB 技術開発センター

技術開発部門 など

● 海外生産拠点の技術開発部門
● GS ユアサ

統一規格（EN 規格）電池の日本メーカー製車両への採用が

ルームの高温化に対する耐久性能を向上させました。

2,434

研究開発組織の概要

GS ユアサ

での輸出向け中型オートバイの生産拡大に伴い、中型オート

味の使用での劣化に対する耐久性 能と気候変動による温

2,325

2019

海外オートバイ用鉛蓄電池の分野では、東南アジア地域

国内自動車用鉛蓄電池の分野では、欧州車両向け欧州

暖化やエンジンのハイパワー化により懸念されるエンジン

498
1,230

2016

■ 自動車電池事業（国内）

順次市場に展開しています。

展開しました。
電源装置分野では、常時インバータ給電方式の汎用 UPS
「Acrostar THA2-1000」
（1kVA）
を開発しました。従来機種
に比べて消費電力を20% 削減し、さらにスマートエコモード
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方式を採用することで、大幅に消費電力を削減することを

環境関連機器の分野では、電池用セパレータに適用して

可能としました。なお、UPS 本体の設計標準使用期間を従来

いるグラフト重合技術を応用した次亜塩素酸生成装置向け

機種よりも長い８年に延長したことにより、ランニングコストを

の電解隔膜の開発を開始しました。また、膜分離活性汚泥法

低減することができます。また、EV/PHEV への充放電を可能

（MBR）向けに低ファウリング膜の開発を進めており、大口

とした V2X 双方向充電器「VOXSTAR」
を開発しました。

顧客への拡販を計画しています。

V2H機器は家庭用を想定しており、電力消費規模から6kW
を上 限とした単 相 機 器 が 主 流ですが、パブリック用 途で

■ 車載用リチウムイオン電池事業

使用するために、V2H認証機器では業界初となる三相10kW

リチウムイオン電池基礎研究の分野では、中大型電池の

への大 容 量 化を実 現しました。定 置 蓄 電 池 PCS と組 み

信頼性、安全性およびエネルギー密度の向上を目的として

合わせた V2Xシステムを構築することで、BCP 対応のみな

さまざまな研究を実施しています。また、リチウムイオン

らず、エネルギーマネジメントシステム
（EMS）対応の調整力

電池のさらなる性能向上を図るため、次世代正極、次世代

として、車両の蓄電池をアクティブに活用することが可能と

負極材料の探索ならびにその性能改善を進めています。さら

なります。

に、ポストリチウムイオン電池の基礎研究を実施しています。

産業用リチウムイオン電池の分野では、リチウムイオン

車載用リチウムイオン電池の分野では、EV、PHEV、HEV

電池モジュール「LIM50ELシリーズ」の販売を開始しました。

用リチウムイオン電池を増産するとともに、品種展開と増産

従来の
「LIM50ENシリーズ」
の互換品でありながら、サイクル

対応に向けてさらなる改良と信頼性、安全性の向上に取り

運用時の容量劣化を約 50％に、バックアップ用途などの

組んでいます。また、車載用の 12Vリチウムイオン電池の

フロート運用時の容量劣化を50％以下にすることに成功し

開発も進めています。

ました。これにより、頻 繁に充 放 電 が 行われる用 途でも
長期間使用することが可能となり、インフラ設備の防災対応
だけではなく、電力需要調整市場でも大いに活躍できます。

その他事業では、航空宇宙用リチウムイオン電池に関する

また、大規模蓄電システム用「LEPS-1-16」モジュールを

研究開発およびポストリチウムイオン電池の基礎研究を

開発しました。エネルギー容量が向上した新規開発セルを

実施しています。

採用し、モジュール 1 台当たりの搭載セル数を12セルから

航空用途では、米国ボーイング社 787 型機に搭載される

16セルにすることにより、従来の「LIM50EN-12」
と比較

リチウムイオン電池を納入中です。宇宙用途では、液体燃料

して体 積エネル ギー 密 度を 1.73 倍とすることができま

ロケット
「H-ⅡA」
「H-ⅡB」
や
「イプシロン」
に当社のロケット用

した。この モジュールは、風力発電の出力変動緩和のため、

リチウムイオン電池を納入しています。

北海道豊富町に設置する世界最大規模の出力 240MW・
容量 720MWh の蓄電池設備に搭載されます。
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■ その他事業

マテリアリティ
環境
社会
ガバ ナンス
社 外 取 締 役・社 外 監 査 役からのメッセージ
役員一覧
C S R サイト掲 載 項 目 一 覧

61
62
65
69
77
79
81

2016 年 12月に、宇宙ステーション補給機
「こうのとり」
６号
機によって、宇宙ステーションの電源として搭載される当社の

照明分野では、HID 代替 LED ランプやラインアップ拡充に

リチウムイオン電池の輸送が開始され、2020 年 5 月21日に

取り組み、LEGAランプＲが2019年度省エネ大賞を受賞する

打ち上げられた
「こうのとり」
9 号機によって、すべての電池の

ことができました。

輸送が完了しました。
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