
鉄系リチウムイオンバッテリーのご紹介
⾼いエネルギー密度で⼤容量と軽量化を実現した “ポスト”鉛蓄電池

株式会社 カイレン・テクノ・ブリッジ
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鉄系リチウムイオンバッテリー
会社案内

■会社名

■本社

■設⽴

■資本⾦

■海外拠点

■事業内容

■取扱製品

■主なお取引先・
納⼊先（順不同
敬称略）

株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ

埼⽟県所沢市御幸町11-1 豊栄ビル

2002年3⽉

6000万円(2020年11⽉現在)

FECO ENETECH Co.,Ltd. (台湾）

エネルギー事業部
クリーンエネルギー産業を⽀えるエコで安全な鉄系リチウムイオンバッテリー
「FECORAGE フェコレージ」の開発、設計、販売、カスタマーサービスを実施

鉛蓄電池に取って代わる、給電ストレージ、動⼒⽤途に最適なバッテリー
１． ⼩、中、⼤型UPS(無停電電源装置)
２． 標識照明、街路灯、信号機、測定機器など向け給電
３. 太陽光、⾵⼒、⽔⼒蓄電向けバッテリー
４． AGV(無⼈搬送⾞)、ロボット、ゴルフカート、電動バイク向けバッテリー

豊⽥通商㈱ ㈱豊通マシナリー サイバーダイン㈱ NTTアドバンスドテクノロジー㈱
㈱安川メカトレック インタコンポ㈱ ㈱エフエイオープン ㈱トーメック
愛知機械テクノシステム㈱ ㈱マキテック ㈱イ-ティーエイコンポーネンツ ㈱オーエス
㈱アイデンティックサービス ㈱アート エレマテック㈱ その他のOEMお取引先
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企業 案 件 名 写真（例） 採⽤理由 概 要
医療機器
メーカーH社

可搬式放射能モニタリングポスト
(12V30Ah・12V60Ah)

・安全性
・環境性能

リチウム電池への変更に伴い、広範囲な使⽤温度環境
性能、安全性の⾼さ、可搬性の優位から採⽤。
ケース形状のカスタマイズ。 通算500台以上。

通信機器
メーカーN社

⼩型UPS(650W)
中型UPS(1500W)のOEM供給
(24V10Ah、24V15Ah、48V20Ah)

・安全性
・⻑寿命

⼩型UPSの需要増により、開発依頼を受け製作。
⼩型UPSは35,000台以上
中型UPSは1,500台以上の実績あり。

AGV
メーカー各社

AGV
(12V80Ah・24V30Ah・48V60Ah
など)

・急速充電
・エンジニアリング

リチウムイオンバッテリーをAGV⽤にカスタマイズ。
急速充電/放電が可能などの条件から採⽤。
通算2,000台以上のAGVに搭載。

道路⽤
標⽰器
メーカー

道路表⽰器⽤バックアップ電源
(24V40Ah)

・安全性
・⻑寿命

環境汚染物質を使わないエコバッテリーとして採⽤。
鉛蓄電池の置き換えにより、盤の軽量化の実現。
通算200セット以上納⼊。

飲料メーカー ⾃動販売機デジタルサイネージの
バックアップ電源
(12V80Ah＋M-1000など）

・安全性
・環境性能

デジタルサイネージを活⽤した緊急避難誘導装置。
安全性を評価され採⽤

⾃治体
学校
公共施設

⾃治体・学校施設向け太陽発電の蓄
電システム
(48V40Ah×10＋B-S6000)
(12V50AHx28並列+30KVA⾮常
電源装置)
(24V40Ahx14直列
336V/120kWh)

・安全性 東京都、東北地⽅などの幼稚園や⼩学校、商業・港湾
施設などの導⼊実績多数。20kWh以上の酸化鉄リチウ
ムイオンバッテリーで安全性が⾼く、コストも⽐較的安いこ
とから採⽤された。

ケーブルカー
メーカー

ダム・観光⽤のケーブルカー・ロープウェイ
に導⼊
(12V30Ah・12V80Ah)

・安全性 安全性の⾼さから採⽤

鉄系リチウムイオンバッテリー
導⼊事例
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鉄系リチウムイオンバッテリー
会社案内

株式会社カイレン・テクノ・ブリッジはエンジニアリングカンパニーです。

お客様のニーズや課題を⾒極め、明確なプランをご提案します。

国内外に豊富な実績を持つバッテリーのプロフェッショナル集団です。
⻑年に渡り培ってきた電池製造会社との信頼関係とネットワーク、
台湾に設⽴した関連会社のアシストにより、⾼い品質が要求される
ジャパン・クオリティーに対応した技術・製品をご提案します。

「ほしい」を作る。
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鉄系リチウムイオンバッテリー
FECORAGEとは︖

「FECORAGE（フェコレージ）」は、
鉄（FE）＋環境保護（ECO）＋収納（STORAGE）の造語です。

株式会社カイレン・テクノ・ブリッジがプロダクトデザインを⾏い、
厳選した『鉄系リチウムイオン⼆次電池』を採⽤した
⾼い安全性かつ⾼性能なバッテリーのブランドです。
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鉄系リチウムイオンバッテリー
FECORAGEの特徴

現在、台湾、中国には1000社以上の
セルメーカーが乱⽴していますが、
⽇本市場のクオリティに達しているメーカーは
僅か数社しかありません。

弊社が採⽤している電池セルは
⽇本国内や海外の試験機関にて厳しい
試験を⾏い、性能・安全性の基準を
満たしたバッテリーセルのみを選定しています。

1Cとは、電池容量(Ah)を1時間(1h)で割った値で、その電池から1時間充放電が出来る電流値です。
※1:1C充電1C放電を1サイクルとした場合。
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鉄系リチウムイオンバッテリー
FECORAGEの特徴（詳細）

2．⾼い安全性 リチウムイオン電池の中で最も⾼い安全性

爆発する⼼配がありません。
短絡(ショート)を起因とした熱暴⾛による発⽕の恐れがないこと
も「鉄系リチウムイオン電池」の誇る安全性能です。また、鉛蓄電
池のように充電時に⽔素ガスが発⽣することはありません。

－20℃ 〜 ＋65℃ は他のリチウムイオン電池にない幅広い範囲鉄系リチウムイオン電池の重量エネルギー密度148Wh/kgは鉛
蓄電池の40Wh/kgの3倍以上。 すなわち、鉛蓄電池の半分
以下程度の重量で同等以上の電気量を供給できます。

ハイレート充放電ができることで、瞬間的にパワーが必要な場⾯や、
充電時間の短縮が可能。

充放電サイクルが2,000回以上でも80%の電気容量以上を
維持します。使⽤環境によりサイクル回数は変動します。

4．幅広い温度環境 屋外仕様に最適1．⾼い重量エネルギー密度 鉛蓄電池の3倍以上

3．ハイレート充放電能⼒ 鉛蓄電池にはない能⼒

5．⻑寿命 優れたサイクル寿命

鉄系は地球上埋蔵量が最も多い。

6．材料⼊⼿性 優れたサイクル寿命

鉄系リチウムイオン電池は、鉛蓄電池の充放電電圧範囲に近く
置き換えが安価になります。他のリチウムイオン電池の電圧はズレが
⼤きいため、システムの再設計が発⽣することもあります。

7．置き換えが安価に 電圧が鉛蓄電池に近い
＋
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お客様の使⽤⽤途に合わせてエンジニアリングのご提案をいたします。
サイズの調整やバッテリー容量、放電レートなどの設計変更が可能です。
カイレン・テクノ・ブリッジが培ってきた様々なエンジニアリングのノウハウを活⽤し、
お客様の使⽤⽤途に合わせてご提案致します。

✔

安⼼の⾃社⽇本製バッテリマネジメントシステム(BMS)採⽤
お客様のニーズに合わせて弊社で設計・開発を⾏ったバッテリーマネジメントシステム（BMS）を⽤意しております。
また、それぞれの電池セルメーカーに最適化されたBMSも活⽤することで、最適なバッテリーのパフォーマンスを発揮します。
電池セルだけの提供ではなく、BMSもあわせて組電池(バッテリーパック)としてご提供し、お客様でのBMS開発は不要です。

✔

1個から試作、⼩ロットからの⽣産が可能
バッテリー容量や製品サイズの調整や、通信機能の有無、試作品やロット未満の製品の場合でも、
⽇本国内で⽣産することで短納期対応が可能です。
お気軽にご相談ください。

✔

鉄系リチウムイオンバッテリー
「FECORAGE（フェコレージ）」バッテリーを選ぶメリット

追加機能を選択可能
氷点下での使⽤時のヒーターの制御やバッテリーの残量表⽰（SOC）⽅式、バッテリーの状態を
RS485にて遠隔モニタリング機能などの追加機能の対応が可能です。

✔
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⾃社で蓄積したバッテリーの制御やお客様の要望を元に⽇本市場で求められる機能を実現

鉄系リチウムイオンバッテリー
⻑年のバッテリー制御技術を蓄積したBMS

■メインBMS基板
鉄系リチウムイオンバッテリーに対応したCPUを搭載した
DC12V, 24V, 48V系に対応したバッテリーコントロール基板です

・過充電/過放電監視機能
・セルバランス制御機能(Balancer基板接続時)
・温度センサーによる温度制御機能
・積算電流による正確なSOC（States Of Charge︓残量表⽰）
・充放電容量管理機能(CurrentSensor基板接続時)
・RS-485通信機能 / 接点出⼒ / 専⽤ソフトによる設定値の変
更により様々なニーズに対応
・氷点下時のヒーター制御

■電流検出基板 CurrentSensor
メインBMS基板に接続することで、電流積算による正確なSOC表
⽰が可能

■セルバランシング基板 Balancer
バッテリーパック内部の電池セルのバランシングを⾏う基板、絶妙な
バランシング制御により、バッテリーのパフォーマンスを最⼤限発揮

■SOC表⽰基板 Optional Boad
SOCをLEDにて表⽰する基板、RS485通信ポート、外部接点⼊
出⼒コネクタ搭載

■保護基板 Protect Control
CPUを搭載した保護基板、過充電・過放電保護の制御をおこな
う、他社製のBMSの接点出⼒との連携も可能(※要確認)
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保護デバイス
過電流保護機能付電⼦式パワーリレー(E‐T‐A製)

電池セル

セルバランサー

BMS

LEDインジケータ

バスバー

鉄系リチウムイオンバッテリー
⾼い信頼性BMS技術で充放電管理

FECORAGE独⾃のバッテリーマネージメントシステム（BMS)技術で
充放電状態を⾃動管理し、確たる信頼性と安全性を実現。

電池セルの組合せ（直列、並列）ならびにそれぞれの仕様に合わせたBMSを組み合わせてバッテリーパックを⽣産。

例）DC24V20Ah電池パック
充電時︓電池セルの充電容量バランスを調整。

異常電圧や過充電にならないように制御し、保護装置にて充電を遮断。
放電時︓過放電を監視。

電池の過放電が発⽣する前に、保護装置にて放電を遮断。
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動⼒(⾞輛系)

測定・監視機器

照明・電気機器給電

防災⽤予備電源

カイレン・テクノ・ブリッジのFECORAGEは
多種多様な機器に採⽤されています。

マ

ケ

ト

カイレン・テクノ・ブリッジ製品

鉄系リチウムイオンバッテリー
マーケット

※医療、鉄道⽤途は
都度お問い合わせください。
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・産業⽤ロボット
・⾃動搬送⾞(AGV)
・タウンスイーパー
・電気⾃動⾞
・バス
・配達⽤EV⾞
・ゴルフ場のゴルフカート
・フォークリフト⽤バッテリ
・電動⾞イス⽤バッテリ
・特殊⾞両

・街路灯
・駅前広場のイルミネーション
・無停電電源システム(UPS)
・デジタルサイネージ
・ATMの予備電源
・介護ベッド
・⾮常灯設備
・防犯装置
・防災装置
・⾃動販売機
・スマートグリッド(蓄電システム)
・太陽光発電システム
・⾵⼒発電システム
・再⽣可能エネルギー

・⼭岳の観測装置
・⽕⼭⽕⼝の観測装置
・河川河⼝の監視装置
・放射能モニタリングポスト

フォークリフト

クリーニングマシン ⾃動搬送⾞(AGV)
施設のバックアップ電源 太陽光蓄電・⾃動給電灯

⽕⼭⽕⼝観測

緊急時避難
誘導デジタル
サイネージ

鉄系リチウムイオンバッテリー
マーケット別 アプリケーション事例

動⼒(⾞輛系) 測定・監視機器 照明・電気機器給電 防災⽤予備電源
・緊急時避難誘導
デジタルサイネージ

・防災⽤電源
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⾃動搬送⾞︓AGV （ Automated Guided Vehicle ）とは、⼯場や
倉庫などで利⽤される台⾞で、磁気テープや磁気棒などで誘導され、昨今
は無線LANの活⽤で、よりフレキシブルかつ有機的に運⽤されております。
使⽤される環境によっては、24時間365⽇フルで使⽤され、⾮常に過酷な
環境で使⽤されています。
鉛蓄電池での運⽤は多くの問題が発⽣し、その解決が求められています。
AGV⽤途で国内1,500台以上の納⼊実績がある弊社にお任せください。

＜鉛蓄電池の問題点＞
・重量・・・30kg〜50kgと重く交換が⼤変

・期待寿命・・・500回程度＝2年持たない

・充放電能⼒・・急速充電・⼤電流放電不可
→ 毎朝バッテリを交換
→ 鉛バッテリ充電コーナー必要

＜鉄系リチウムイオンバッテリー＞
・重量・・・10kg〜20kgと鉛バッテリの半分以下

・積載荷重(ペイロード)拡⼤
・軽量化により⼩型化
・タイヤなどの消耗率の削減

・期待寿命・・・2000回程度＝5年以上の⻑期間使⽤可能
※コストパフォーマンスが⾼い︕

・充放電能⼒・・・ 急速充放電が可能
→ 毎朝のバッテリ交換が不要
→ 充電コーナーが不要

・AGVが停⽌するタイミングで短時間の継ぎ⾜し充電可能
・⼯場内での安全性が⾮常に⾼い

鉄系リチウムイオンバッテリー
動⼒ なぜ、AGVメーカーに採⽤されるのか︖

鉛蓄電池がかかえている問題点を鉄系リチウムイオンバッテリーは解決できます

＋
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鉄系リチウムイオンバッテリー
動⼒ AGV⽤鉄系リチウムイオンバッテリーのご紹介

製品名 KA24030
公称(定格)電圧(V) 26.4(24)

電気容量(Ah/Wh) 30Ah/800Wh＠0.2C／25℃

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐20 〜 55℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

通信 RS485(オプション)

重量(kg) 10

外形⼨法(WxDxH)mm 305 x 224 x 131

急速充電・急速放電が必要とされる⾃動搬送⾞(AGV)⽤に
カスタマイズした特別モデル。
充電・放電端⼦を独⽴して制御
※1,200台以上のAGVに搭載

製品名 KAL24100
公称(定格)電圧(V) 26.4(24)

電気容量(Ah/Wh) 100Ah/2.5kWh＠0.2C／25℃

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐20 〜 55℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

通信 RS485

重量(kg) 22.5

外形⼨法(WxDxH)mm 314.5 x 209 x 243

今までにない⼤容量のリチウムイオン電池パック
充電・放電端⼦を独⽴して制御
リモートスイッチ・複数台並列制御も実現（オプション）

上記製品以外の製品もAGV⽤としてカスタマイズが可能
2020/12/9 株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ 14



屋外環境測定器とは、
・放射能モニタリングポスト
・⽕⼭⽕⼝の観測装置
・河川河⼝の監視装置
・⼭岳豪雪地帯の観測装置
などなど・・・

様々な項⽬を測定する⽬的があり、⼀度設置をすると、交換も容易ではない環境での
使⽤も想定され、環境性能が⾮常に重視されます。
鉛蓄電池での運⽤は多くの問題が発⽣し、その解決が求められています。
官公庁・観測企業にも納⼊実績がある弊社にお任せください。

＜鉛蓄電池の問題点＞

・温度環境・・・0℃〜40℃程度が望ましい

・期待寿命・・・2年程度で交換を推奨している。

・重量・・・重い
設置場所が⼭中の場合も多々あり、
登⼭隊を結成し運んでいる状況

＜鉄系リチウムイオンバッテリー＞

・温度環境・・・ -20℃〜65℃まで対応可能
過酷な屋外でも使⽤が可能

・期待寿命・・・5年以上、使⽤状況では10年以上

・重量・・・鉛蓄電池の半分以下

製品寿命が2倍になることで交換作業が1回削減
重量も半分以下になることで⼈が運ぶ重量が半分以下

鉄系リチウムイオンバッテリー
測定・監視機器 屋外環境測定器における鉄系の優位性

鉛蓄電池がかかえている問題点を鉄系リチウムイオンバッテリーは解決できます
2020/12/9 株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ 15



鉄系リチウムイオンバッテリー
測定・監視機器 鉄系リチウムイオンバッテリーのご紹介

製品名 KP24040
公称(定格)電圧(V) 26.4(24)

電気容量(Ah/Wh) 45Ah/1kWh＠0.2C／25℃

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐20 〜 55℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

通信 RS485(オプション)

重量(kg) 12

外形⼨法(WxDxH)mm 270 x 195 x 234

鉄系リチウムイオン電池の標準パック

2,000回以上の充放電サイクル寿命と爆発、
引⽕の恐れがない安全な電池

製品名 KAL24100
公称(定格)電圧(V) 26.4(24)

電気容量(Ah/Wh) 100Ah/2.5kWh＠0.2C／25℃

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐20 〜 55℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

通信 RS485

重量(kg) 22.5

外形⼨法(WxDxH)mm 314.5 x 209 x 243

今までにない⼤容量のリチウムイオン電池パック
充電・放電端⼦を独⽴して制御
リモートスイッチ・複数台並列制御も実現（オプション）

上記製品以外の製品もカスタマイズが可能
KP12080 DC12V80Aｈタイプもご⽤意しております。
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UPS（Uninterruptible Power System:無停電電源装置）とは、
コンピュータシステムや通信・放送機器、医療機器、防災機器、クリーンルーム・製鉄所他
各種⼯場設備などの機器・システムに対し、停電や瞬時電圧低下が発⽣した時に電⼒
を供給する装置。

鉛蓄電池での運⽤は多くの問題が発⽣し、その解決が求められています。
UPS⽤途で国内20,000台以上の納⼊実績がある弊社にお任せください。

＜鉛蓄電池の問題点＞

・バックアップ時間・・・短時間
（サーバーやPCなどが停電時正常に

シャットダウンする5分〜30分程度を想定)

・期待寿命・・・2年程度で交換を推奨している。

・重量・・・重い

＜鉄系リチウムイオンバッテリー＞

・バックアップ時間・・・⻑時間
（鉛蓄電池と体積、重量を同じにした場合、

⻑時間の作業が可能）

・期待寿命・・・5年以上、使⽤状況では10年以上

・重量・・・鉛蓄電池の半分以下

※データセンター・サーバールームの例
重量が鉛蓄電池の半分以下の為、同等の重量にすると倍以上の電気容量を確保。
鉛蓄電池だと、蓄電池室として2部屋を借りる必要性があったのが、1部屋でよくなる。
毎⽉の部屋の賃貸料の削減も考えると鉄系リチウムイオンバッテリーのほうが割安となる。

19インチラックタイプ

鉄系リチウムイオンバッテリー
照明・電気機器給電 UPSにおける鉄系の優位性

鉛蓄電池がかかえている問題点を鉄系リチウムイオンバッテリーは解決できます

＋
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鉄系リチウムイオンバッテリー
照明・電気機器給電 鉄系リチウムイオンバッテリーのご紹介

製品名 K348050
公称(定格)電圧(V) 52.8(48)

電気容量(Ah/Wh) 50Ah/2.5kWh＠0.2C／25℃

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐10 〜 55℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

通信 RS485

重量(kg) 23

外形⼨法(WxDxH)mm 440 x 525 x 132

ドイツE-T-A社のサーキットプロテクタ8345シリーズのリモートON
／OFFモジュールを使⽤することで、リチウムイオン電池の出⼒を
物理的にON／OFFと操作でき、⽇本全国どこのリチウムイオン
電池でも遠隔操作が可能となります。

製品名 RM1500-C09-5120
電源部 出⼒ AC100V 最⼤1500W

電源部 周波数 バッテリー給電時 50Hz/60Hz±3Hz

バッテリ部 容量 5120Wh

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐5℃ 〜 45℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

重量(kg) 104

外形⼨法(WxDxH)mm 570 x 700 x 580

使⽤⽤途に応じて増設バッテリユニッ
トを増設することにより、⾃在にUPS
や蓄電池として各種機器のバックアッ
プができます。

・ハイパワーな1500W出⼒
・コールドスタート機能搭載
・停電時にラインインタラクティブで
瞬停なく給電可能

上記製品以外の製品もカスタマイズが可能

19インチラック型リチウムイオンバッテリー ラインインタラクティブUPS＋リチウムイオンバッテリー
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現在、⾮常に多くのお問い合わせをいただいている災害時公助⽤の緊急電源です。
被災地で場所を選ばず活⽤可能。

20℃の過酷な環境化で使⽤でき、排気ガスが出ず、発⽕の危険性も低く
⾼い安全性を誇るリチウムイオン電池を使⽤した電源です。

鉛蓄電池と違い、⾃⼰放電率も低く、⻑期間放置しても充分な電⼒が得られます。
鉛蓄電池の場合、使いたいときに完全に放電をしてしまって使⽤ができない場⾯も多いとの
話をよく聞きます。

他に⼯事現場⽤建設機械の電源として、エンジン式発電機が使⽤できない環境下で活⽤、
監視カメラ、移動サイネージ、移動Wi-Fi、モニタリングポストとしても活⽤が可能

防水対応型
移動電源(AC出力)
IP45対応

・蓋を閉めたまま、急速充電やハイレート放電が可能な防⽔バッテリーボックス。
・PELICAN1440⼩型ボディに、3.1kWhのバッテリーパックを搭載し、

1kW/AC100V（正弦波）の出⼒性能。
・過酷な環境での使⽤に耐えるIP45準拠※の防⽔性能。
・2,000回以上の充放電サイクル寿命と、爆発、引⽕の恐れがない安全なバッテリー。
・ソーラーシートからの充電が可能。
・電池残量を確認できる電池残量表⽰機能付き。
・電気機器の過電流を遮断する防⽔ブレーカー付き。（E-T-A製 3120シリーズ+防⽔カバー）
・移動に便利なキャリングハンドルを装備。

※IP45 ︓直径1mm以上の針⾦形状のものが⼊らない。いかなる⽅向から⽔の直接噴流に対して影響を受けない。

2020年夏
AC100V1500W 2.5kWhで価格も⼤幅にダウンしたモデルをリリース予定︕

鉄系リチウムイオンバッテリー
照明・電気機器給電 防災⽤移動電源への導⼊

株式会社オーエス様との共同開発
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鉄系リチウムイオンバッテリー
照明・電気機器給電 鉄系リチウムイオンバッテリーのご紹介

製品名 GB1000C-AC01
電源部 出⼒ AC100V 最⼤500W
電源部 周波数 50Hz 正弦波
バッテリ部 容量 1kWh

放電時推奨
環境温度範囲(℃)

-20 〜 50℃
(オプションのヒーター使⽤時)

防⽔性能 IP45準拠(キャップ、蓋を閉めた状態)
重量(kg) 18

外形⼨法(WxDxH)mm 430 x 244 x 341

製品名 KIP24100
公称(定格)電圧(V) 26.4(24)

電気容量(Ah/Wh) 100Ah/2.5kWh＠0.2C／25℃

放電時推奨
環境温度範囲(℃) ‐20 〜 55℃

バッテリマネジメント
システム 電圧監視、バランサ機能、過充放電保護

通信 RS485(オプション)

重量(kg) 25

外形⼨法(WxDxH)mm 427 x 328 x 236

過酷な環境下での使⽤に耐えるIP65準拠の防⽔性能
－20℃の寒冷地においても問題なく利⽤可能

上記製品以外の製品もカスタマイズが可能

株式会社オーエス様との共同開発

防⽔バッテリー電源 完全防⽔のリチウムイオンバッテリー

IP45対応 IP65対応
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太陽光発電システムとは、太陽電池（ソーラーパネル）を⽤いて直接的に太陽光を
電⼒に変換する発電するシステムです。変換効率は10〜20%程度

「太陽電池」≠「蓄電池」
太陽電池に太陽光が⽇射しているときだけ、発電。
発電した電⼒を蓄える事は出来ない。
⽇射状況（晴天、曇り、⾬他）により、発電電⼒が⼀定ではない

鉛蓄電池での運⽤は多くの問題が発⽣し、その解決が求められています。
国内の⾃治体への納⼊実績がある弊社にお任せください。

＜鉛蓄電池の問題点＞

・重量、体積⽐・・・
重く⼤きい為、家庭向け施⼯が難しい

・期待寿命・・・2年程度で交換を推奨している。

＜鉄系リチウムイオン電池＞

・重量、体積⽐・・・
鉛蓄電池と⽐較して⼩型
バックアップ時間が⾶躍的に向上

・期待寿命・・・5年以上、使⽤状況では10年以上

太陽光発電システムの蓄電池

鉄系リチウムイオンバッテリー
照明・電気機器給電 太陽光発電システムにおける鉄系の優位性

鉛蓄電池がかかえている問題点を鉄系リチウムイオンバッテリーは解決できます

＜新しい太陽光発電システムのビジネスモデル＞
⽇中ソーラー発電した電⼒を蓄電池にたくわえ、⾃分⾃⾝で使⽤する ＝「地産地消」へ移⾏
太陽光発電システムに給付されていた補助⾦は、蓄電池に対して給付へ移⾏する⽅向に。電⼒⾃由化が追い⾵に︕
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事例No. 施設名 UPS バッテリ容量

1 都内某幼稚園 30kVA 3相 200V 18.5kWh 369.6V × 50Ah

2 Y県国際物流センター 100kVA 3相200V 118.3kWh 369.6V × 320Ah

3 A県某市役所 6kVA 単相 200V 16.9kWh 52.8V × 320Ah

4 W県ごみ処理場 10kVA 3相200V 14.8kWh 369.6V × 40Ah

5 M県某⼩学校 6kVA 単相200V 21.1kWh 52.8V × 400Ah

太陽電池
50kW（200W×10S4P×5系統）

鉄系リチウムイオン電池 100kWh

負荷対象
50kW

パワコン
AC/DC DC/AC

＜注意︕ソーラ発電出⼒の違い＞
10kW〜50kW未満（低圧連係）
50kW以上（⾼圧連係）＝発電所扱い

＜注意︕蓄電池設置時の消防法＞
バッテリの容量（パック内部の電解液量によ
る）で消防法の届け出が必要になる場合も。

太陽光発電システムと蓄電池との連携

鉄系リチウムイオンバッテリー
照明・電気機器給電 太陽光発電システムにおける鉄系の優位性

電⼒会社
商⽤AC
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鉄系リチウムイオンバッテリー
鉄系リチウムイオンバッテリー 専⽤充電器のご紹介

製品名 FECORAGE CHARGER
12V⽤ HTC-30-12PSE
24V⽤ HTC-15-24PSE

出⼒電流 12V⽤30A 24V⽤15A

⼊⼒電流(周波数) 100~240VAC(50〜60Hz)

充電プロセス ３ステージ

動作時温度範囲(℃) -30 〜 50℃

保護機能 オーバーロード保護、⾼温異常
逆接続保護、温度センサー

重量(kg) 3.0

外形⼨法(WxDxH)mm 235 x 179 x 90

DC48V専⽤DC12V⽤、DC24V⽤の2種類

製品名 Delta-Q

出⼒電流 18A

⼊⼒電流(周波数) 85~265VAC(45〜65Hz)

充電プロセス 10種類の充電アルゴリズム内蔵

動作時温度範囲(℃) -30 〜 50℃

保護機能 逆接続保護、短絡保護

重量(kg) 5.0

外形⼨法(WxDxH)mm 280 x 246 x 110

2020/12/9 株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ 23



鉄系リチウムイオンバッテリー
鉄系リチウムイオンバッテリー インバータ―のご紹介

製品名 FECORAGE INVERTER 
S1000

定格出⼒・電圧 AC100V 連続700W(最⼤1000W)
出⼒ポート コンセント1⼝
充電電流 10A(12VDC)

電時推奨
環境温度範囲(℃)

-10 〜 40℃
(結露なきこと)

バッテリ切替時間 4ms.以内
重量(kg) 4.2

外形⼨法(WxDxH)mm 395 x 179 x 82.5

充電機能付き正弦波インバーター

「充電」 と 「電化製品への給電」 を
両⽴できる 『 パススルー設計 』

急な停電時、瞬時に内蔵電源にシフトする無停電電源装置
（UPS）機能停電によってパソコンの電源が落ちないために
は「10ミリ秒以内」にＵＰＳからの給電に切り替わる必要が
あります。

本製品は、停電発⽣時にわずか「4ミリ秒以内」で外付けバッ
テリーからの給電にシフトします。
そのため急な停電によってパソコンデータを消失する⼼配が
ありません。

通常時は外付けバッテリーの充電と同時に、電化製品に商⽤
電源から直接給電も⾏います。

停電時は瞬時にバッテリーから電化製品への給電にシフトし
ます。

停電から復旧すると、再び 「バッテリーの充電」 と 「電化
製品の給電」 を⾏います。

※外付けする鉄系リチウムイオンバッテリーは別売りとなり
ます。仕様はカスタマイズ可能です。お問い合わせください。
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お客様の「ほしい」を作る。
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