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支援先
株式会社ソリッド
代表取締役：平山俊之
所在地：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-7 G-SQUARE上野 7F
設立：2008年6月2日
年商：16億 （2020年度）
社員数：12名

今回紹介商品
鉛蓄電池延命（若返り）装置
（Googleで検索すると沢山の延命装置が出てきますが、唯一特許を取った、
他社とは異なる技術で延命させる装置になります。）

主要紹介先
 消防法によって非常用設備（照明等）の設置が義務付けらている施設

商業施設・病院・ホテル・映画館
 電動フォークリフトをお使いのお客様 大手物流会社・倉庫業・製造工場
 データセンターを自社所有する企業 IT会社・JA関連・大手製造業
 製造業で大きな工場を複数有する企業
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但し、物理的に劣化が激しいものは対応できません！

本日ご案内させて頂く製品 「エルマ」
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エルマとは？
 鉛蓄電池を「若返りさせ・維持する」装置になります。
→ メーカ推奨交換期間の2倍以上長持ちします。
→ 他社製品とは異なった技術（特許取得）で延命させます。
→ 故障実績0.01%以下、安心のPL保険（5億円）
→ 80万台以上の導入実績と高い顧客満足度
→ 蓄電池延命装置で特許を取得

（中国、カナダ。オーストラリアでも取得済み）
→ 寿命を長持ちさせることで廃棄物が減りCO2削減に寄与します
→ 徳島工業短期大学で効果が実証されています

 費用対効果
→ 蓄電池交換時と比較して約1/3のコストで設置可能
→ 新規導入時でも導入済みでもいつでも設置可能
 安心のサポート
→ 蓄電池のスペシャリストが導入・運用についてご指導致します。
→ 電源を止めることなく通常運用の状態で設置可能です

非常用設備装着例
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エルマシステムの適応範囲
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全国１万箇所以上の施設で総計80万台のエルマ製品が稼働中！
主な設置場所（データセンター・発電所・工場・病院等）

エルマシステム

スタータ用
（エンジン始動用）
車・バス・トラック・船舶

サイクル用
（駆動電源用）
・フォークリフト
・太陽光発電蓄電池

UPS用
（無停電電源用）
・データセンタ
・工場・病院・ホテル
・商業施設
・CATV・放送局等

今回対象設備
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蓄電池の劣化の原因とエルマ効果
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正極板

蓄電池

負極版

電解液
・その他

内部抵抗の増大 容量低下 寿命

減液

サルフェーション
（硫酸鉛が溶け出さず極板に癒着していく状態）

格子の腐食
格子の伸び

導電性低下

有効活物質の減少

格子のやせ

出典：電池工業会指針より

エルマ効果
正極版の腐食を防止・抑止
負極版のサルフェーション防止・除去

硫酸鉛
（ｻﾙﾌｪｰｼｮﾝ）

硫化イオン
硫酸イオン
鉛イオン

水

パルス放射で電極板を傷つけずにサルフェーションを微粒子状に分解

 エルマシステムは酸化した電極板にマイナスのパルス電流を、電子を極板に
与えることにより、酸化を還元します。

 電極板を傷つけずに、サルフェーションを微粒子状に分解
（充電時には微粒子状に分解、放電時には付着しないように動作。）
復旧すれば、その状態を維持。バッテリーケースや電極等が損傷しない限り、
長くお使い頂けます。

 MTBF設計基準 (40℃で16年9か月、30℃で32年２か月）
 パルスは、平均50ｍA、最大800ｍA（Duty比1/15）ですので、

接続の電子機器への影響は一切ありません。
（VCCIクラスAも取得。外部へのノイズも規定内です）

 PL保険（１件５億円）に加入済（日本国内PL法対応商品）
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エルマシステム導入によるコストダウン事例

種類

UPS

UPS

UPS

東京都内インテリジェントビル
物設設備 約8800万円 約2500万円 約6300万円 設置など作業費含む

定期点検

導入 バッテリー
交換費用概算

エルマシステム
導入費用 置換コストの差 備考

大型公共照明設備 約1800万円 約600万円 約1200万円 設置など作業費含む

東京都内シティホテル
建物設備 約4000万円 約1300万円 約2700万円 設置など作業費含む

定期点検

通常、蓄電池は6-7年で寿命になります（長寿命型は10年程度）寿命を迎えると交換する必要がありますが、エルマを設置すると
寿命が2倍以上伸びるため交換頻度が少なくなります。交換時には交換工事・廃棄費用が発生するのでこれ以上の効果があります

種類

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

大手メーカー工場設備 約4500万円 約1500万円 約3000万円 設置など作業費含む

大手総合病院
建物設備 約4000万円 約1500万円 約2500万円 設置など作業費含む

東京都内シティホテル
建物設備 約4000万円 約1300万円 約2700万円 設置など作業費含む

定期点検

大型公共照明設備 約1800万円 約600万円 約1200万円 設置など作業費含む

導入 バッテリー
交換費用概算

エルマシステム
導入費用

実績概算
コストダウン 備考

東京都内インテリジェントビル
物設設備 約8800万円 約2500万円 約6300万円 設置など作業費含む

定期点検

★新規導入 ★7年後交換 ★14年後交換

従来

1800万 1800万 1800万 5400万＋
交換・廃棄費用x2

Total

交換・廃棄費用 交換・廃棄費用

★新規導入
+エルマ ★14年後交換

初期からエルマ設置例

1800万＋600万

4200万＋
交換・廃棄費用

Total

1800万
交換・廃棄費用 エルマは継続使用

★新規導入
★5年目に
エルマを知り設置

1800万

600万

★14後年交換
4200万＋
交換・廃棄費用

Total
1800万

エルマは継続使用

途中からエルマ設置例

交換・廃棄費用

例）大型公共照明施設の交換のライフサイクル例


Sheet1

												導入 ドウニュウ						種類 シュルイ		バッテリー
交換費用概算 コウカン ヒヨウ ガイサン						エルマシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　導入費用 ドウニュウ ヒヨウ						置換コストの差 オキカエ サ						備考 ビコウ

												東京都内インテリジェントビル
物設設備 トウキョウ トナイ ブツ セツ セツビ						UPS		約8800万円 ヤク マン エン						約2500万円 ヤク マンエン						約6300万円 ヤク マンエン						設置など作業費含む　　　　　　　　定期点検 セッチ サギョウ ヒ フク テイキ テンケン

												東京都内シティホテル
建物設備 トウキョウ トナイ タテモノ セツビ						UPS		約4000万円 ヤク マンエン						約1300万円 ヤク マンエン						約2700万円 ヤク マンエン						設置など作業費含む　　　　　　　　定期点検 セッチ サギョウ ヒ フク テイキ テンケン

												大型公共照明設備 オオガタ コウキョウ ショウメイ セツビ						UPS		約1800万円 ヤク マンエン						約600万円 ヤク マンエン						約1200万円 ヤク マンエン						設置など作業費含む セッチ サギョウ ヒ フク
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エルマの主な設置導入実績

■各種大型施設・ビル、病院などへの設置実績100社以上
※UPS（UPS、非常用電源、変電施設）
大塚製薬株式会社 （工場）
株式会社明電舎 （研究所・工場）
ＫＤＤＩ株式会社 （中継基地局）
ソフトバンクモバイル株式会社 （中継基地局）
東京電力 （発電所、研究所）
中部電力 （通信基地局）
四国電力 （発電所）
沖縄電力 （太陽光発電蓄電装置）
海上保安庁 （灯台）
刈谷総合病院 （ＵＰＳ）
株式会社九電工 （制御及び非常用発電）
三菱電機コントロールソフトウエア （ＵＰＳ）
ワシントンプラザホテル （制御・非常用電源）
府中市役所 （非常用電源）
東京ビックサイト （バックアップ電源）

■電動カート、フォークリフトバッテリー設置実績；200社以上
※サイクルバッテリー
アサヒビール株式会社 （フォークリフト）
キリンビール株式会社 （フォークリフト）
ダイハツ工業株式会社 （工場内フォークリフト・AGV）
トヨタ自動車工業株式会社 （工場内フォークリフト・AGV）
日産自動車株式会社 （工場内フォークリフト・AGV）
松下ロジスティクス株式会社 （工場内フォークリフト・AGV）
ダイハツ工業株式会社 （工場内フォークリフト・AGV）
三菱電機ロジスティクス㈱ （電動フォークリフト）
住友化学株式会社 （無人搬送車）
花王株式会社 （フォークリフト）
香港国際空港 （電動カート）
株式会社明電舎 （工場内フォークリフト）
ゴルフ場（多数） （ゴルフカート）

注） 表記許諾ユーザーのみ記載

■大型バス・トラック・大型船舶など多数 ※スターター（のびー太シリーズ）
センコー株式会社 （フォークリフト）
キリンビールI株式会社 （１０トントラック）
ブラザー株式会社 （１０トントラック）
JR九州バス （大型バス）
全日空モーターサービス㈱ （日通トラック）
福島交通 （バス）
松本引越しセンター （トラック）
東洋船舶株式会社 （船舶）
日本ボルボ株式会社 （乗用車）
日野自動車株式会社 （トラック）
※のびー太シリーズは、YahooやAmazonでも販売されています

■データセンター(非公表）
東京都にあるDC 6ヶ所 （データセンター用UPS）
栃木県にあるDC （データセンター用UPS）
埼玉県にあるDC （データセンター用UPS）
神奈川県にあるDC （データセンター用UPS）
北海道にあるDC （データセンター用UPS）
兵庫県にあるDC （データセンター用UPS）



株式会社ソリッド

Solid Confidential

品 名 素材CO2
排出量

製造段階での
CO2排出量

素材+製造段階での
CO2排出量

合計製品重量

75D23（自動車用） 22 kg 8 kg 30 kg 17.0 kg

MSE500（非常電源用） 46 kg 15 kg 61 kg 38.0 kg

CS500（非常用） 52 kg 17 kg 69 kg 43.0 kg

VD8-400（フォーク用） 156 kg 53 kg 209 kg 129.6 kg

VF8-545（フォーク用） 209 kg 69 kg 278 kg 172.8 kg

参考文献 ：古河電池工業（FBテクニカルニュースNO.57号）
その他については(株)エルマ社による推定値

CO2削減・地球環境保護にも貢献します

蓄電池１式当たりのCO2排出量は、自動車用で30㎏、フォークリフト用では200㎏以上にもなります。
上表で明らかなように、CO2排出量は蓄電池の重量にほぼ比例します。

蓄電池は年間3000万個以上が出荷され、26万トンに及ぶ量の廃棄が発生しております。
鉛や希硫酸を使用しているため、産廃業者への廃棄、廃棄証明のマニフェストが必要になります。

CO2を削減し、産業廃棄物の排出を抑える為、エルマは開発されました。
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工場
業種は問いませんが、製造工場には必ず、消防法・建築基準法により
非常用照明用蓄電池設備および非常用制御用蓄電池電池設備が
設置されていますので対象となります。ただし以下の設備を事前に確認ください。

最も一般的な非常用設備です。
非常用照明と非常用制御用の2システムが電気室に設置されています。
避難用の照明や初期消火用のスプリンクラーの稼働に使われます

パターン1 非常用電源を蓄電池で代用するケース

対応する設備が広大ですが、瞬断は許される非常用設備です。
発電機が電気室・屋外に設置されています。

パターン２ 非常用電源を発電機で代替するケース

対応する設備が広大であり、かつ瞬断が許されない非常用設備です。
大型発電機と大量の蓄電池が電気室に設置されております。UPSやCVCFとも言います。

パターン３ 瞬断も許されない設備で無停電電源装置を設置しているケース

鉛蓄電池を多く使用しビジネスの対象になるのは
パターン1及びパターン3のケースです。
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点検簿と現地調査よりエルマ装着可能かの判断を致します
（蓄電池の劣化が激しい、設置棚が狭くエルマが装着できない場合があります）

設置・導入作業実施
□所要時間：約半日（平日・日中を想定）
□作業前提：浮動充電中に作業可能、接続機器への影響なし
□作業者 ：メーカー（ソリッド社）、認定技術パートナー
※設置作業前に内部抵抗値・電圧・総電圧を測定し設置前のデータを取得

設置後、1回目測定作業・報告書提出（約2～3ヵ月後を想定）

設置後、2回目測定作業・報告書提出（約4～6ヵ月後を想定） 任意

検証候補先の蓄電池定期点検簿をご準備ください

無償トライアル

NG

別施設選定

効果を確認→発注

効果を確認→発注
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御清聴ありがとうございました

Thank you
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競合他社
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高周波を与えて、極板に付着した不純物（サルフェーション）を取り除く
ほぼ、80%がこの商品です、蓄電池は再生しないと言われてる原因です。
メリット：早い時間で除去
ディメリット：極板を傷つけ不純物が付きやすくなる。正極板は腐食が加速

蓄電池を回収して極板を洗浄するタイプ
メリット：サルフェーションは除去される
ディメリット：回収されるため代替機が必要、取り外し取付コストがかかる。

洗浄するので極板に傷をつけ不純物が付きやすくなる。正極板は腐食はそのまま。

急速充電にて蓄電池を回復させるタイプ（安価）
メリット：早い時間で回復
ディメリット：充電量は増えるが劣化しているため、早期の再充電が必要

大型データセンター等ではUPSの保守会社が抵抗する。

蓄電池メーカーが保守をしている場合は保守打ち切りを通告。
Case ５

Case ３

Case ２

Case ４

Case １
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安心の保守作業
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蓄電池の特性
今日明日に、電力がなくなる、故障して動かないというものではない。
年一回、総電圧・セル電圧・比重値・内部抵抗を計測し、状態を監視
していけば、問題なく運用できる。

保守作業を断られても
年一回、電圧、比重値、内部抵抗を計測作業は弊社でも可アドバイスも可。

新たな運用方法のご提案も可能
運用会社に任せきり・言いなりの蓄電池運用から納得の運用に移行可能

蓄電池メーカーの決まり文句は、全交換
全交換せずとも、部分入れ替えで安価でシステム全体を延命させます。
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