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サフトグループは欧州及び米国において長年その存在感を発揮すると共に、ア
ジア、南米及びロシアにて成長を続けており、お客様との緊密で強力なローカル
ネットワークを構築しながら、圧倒的な競争優位性を生み出しています。

全世界に広がるサフト

日本
東京
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•   産業用バッテリーメーカーの 

グローバルリーダー
•  世界 19 カ国に展開 

•  4,100 人規模の従業員

•  グループ売上の 9.0％ を研究開発（R&D）に投入

•  世界に31ヶ所のセールスオフィス 

•  世界最大の製造会社を含む 3,000 社以上の取引先

•  2016年売上： 738百万ユーロ
•  2016年R＆D費用： 65百万ユーロ

サフトグループについて
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• 400人以上のエンジニアと技術者からなる
R＆D チーム 

• 2ヶ所のR＆Dセンター: フランスのボルドーと 
米国メリーランド州のコッキーズビル

• R＆Dプロジェクトの 20% は官民パートナーシップ
（PPP）

•  160の対応特許 

サフト 開発の核心  
—— 優秀さとイノベーション

最近の受賞歴：

• 米国エネルギー貯蔵協会よりブラッ
ド・ロバーツ賞を受賞

• 「Progressive Railroading」 誌にて 
CSX社への優れたカスタマーサービス
を評価される（米国）

• 「Actualidad Economica」 誌にて
サフト社のIntensium® Home製品
が 「100のベストアイデア」のひとつ
として評価される（スペイン）
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サフトは以下の技術を利用して、充電式ならびに非充電式バッ
テリーを設計及び製造しています。
• ニッケルベース
• リチウム１次電池
• リチウムイオン (Li-ion) 
• シルバーベース

サフトグループの取り組み

サフトグループは四つの市場
セグメントに構成されています

産業用予備電源
産業用予備電源、通信ネットワークならびに
エネルギー貯蔵システム

交通・輸送・グリッド
鉄道、航空、ハイブリッド車両ならびに海運

民生用電子機器
ユーティリティ計測、電子徴収システムから
医療機器に至るまで幅広く応用

宇宙及び防衛
宇宙ランチャー、商業および軍事衛星、ハイ
ブリッド軍用車両とハイテク兵器

宇宙及び
防衛

11%

民生用
電子機器

36%

交通・輸送
・グリッド

32%

2016年 
市場セグメントごとのセールス状況

産業用
予備電源

21%
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通信ネットワーク
サフトは送電網故障発生時に必要な予備
電源用のニッケルベース或いはリチウムイオ
ンバッテリーを製造しています。通常、これら
の電池は屋外の通信端末に据え付けられま
すが、当社のバッテリーは過酷な条件にも耐
えられるため、離れた位置にあるためにかか
るコストやメンテナンスの難しさを軽減できま
す。一般的に、この市場の成長は通信産業に
おける投資のレベルによって左右されます。

エネルギー貯蔵システム
エネルギー貯蔵は送電網の安定性に不可欠
であるだけでなく、再生エネルギー生成に伴
う電力のピークとボトムを平準化するのに役
立ちます。サフトは、揺るがぬ信頼を確かなも
のとするためバッテリーソリューションを提供
致します。断続的エネルギーの効果的な集積
と住宅地および商用敷地向けの小型システム
が必要とされています。高いエネルギー効率
を特徴とするサフトのリチウムイオンバッテリ
ーはこれらの応用分野において、高性能、長寿
命、メンテナンスの手軽さを提供いたします。

産業用予備電源
サフトは産業用予備電源用バッテリーを設計
及び製造しています。一般的に、これらの電池
は耐久性に優れ、使用寿命も長いため、極限
の条件下においても力を発揮します。オイル、
ガス、発電及び送電に関して当社の予備電源
システムが直接エンドユーザーに提供されて
います。一般的に、この分野はGDP成長率と
の関係が深く、特に産業分野において資本支
出と密接に関連していると言われています。

産業用予備電源

サフトのリチウムイオンエネルギ
ー貯蔵システムを採用していたフ
ランス領レユニオン島Bardzour 
プロジェクトがニコラ・ユロ財団
賞を受賞。

2016 年収益:
2.640 億ユーロ
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鉄道
サフトは鉄道や公共交通機関及び鉄道メー
カーにニッケルベース１次電池を供給してお
り、予備電源、通信、照明、エアコン、車載通
信、緊急ブレーキ等の緊急安全設備および
自動ドアシステムに応用されています。車両
の交換や修理及び公共交通システムへの投
資がこの市場の着実な成長を促しています。

電動・ハイブリッド車両
この革新的な分野において、サフトはバス、ト
ラック、フォークリフトなどの産業車両とモー
タースポーツの電動化のために、リチウムイ
オンバッテリーソリューションを開発・提供
しています。これら両方の分野において、高
性能、高効率な技術が求められており、サフ
トのバッテリーシステムは、これらの革新的
な車両に非常に適合しています。

海運
世界の多くの主要沿岸都市や河川港湾都市
ではハイブリッドや純電気船舶のニーズがま
すます増加しています。ディーゼルエンジン船
と比べ、このような船舶は多くの燃料を節約で
きるだけでなく、ランニングノイズが低く、汚染
が少ないためです。また、EUは多くの港におい
て沿岸電力供給施設を設置できるよう立法を
検討しています。サフトのリチウムイオン技術
はこの海運市場に非常に適合していますが、
サフトグループはさらにこの新しい分野に参
入していきます。

航空
サフトは世界をリードする航空産業バッテリ
ーシステムのサプライヤーです。サフトが製造
している電池装備は世界の3分の2の民間
機および軍用機編隊に使用されており、2秒
ごとにサフト電池を搭載している飛行機が
離陸しています。サフトニッケルベースバッ
テリーは、主に予備電源、緊急システム、及
びエンジンとタービンの起動のために使用
されています。航空市場において多くの電池
はニッケルベースバッテリーですが、この市
場に出てくる新たな技術としてリチウムイオ
ン技術は、コストが低く、重量が軽いという
利点も持ち合わせています。

交通・輸送・グリッド

米国にてサフトはガルフストリーム
航空会社と数百万ドルのビジネス
ジェット機用装備の契約を締結。

2016 年収益:
1.560 億ユーロ
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世界をリードする専門的リチウ
ムベースバッテリーのサプライ
ヤーとして
サフトは世界のあらゆる場所で、デバイスメ
ーカーに向けて、質の良い、軽量でコンパク
トな電池を供給しています。当社の基準およ
びカスタマイズソリューションは、ユーティリ
ティ計測、電子徴収、医療機器、警報機、輸送
追跡装置、石油・ガスの掘削等の多くの設備
における重要な構成要素です。高い信頼性と
長い寿命サイクルを備えて、当社のバッテリー
システムは携帯型電子機器に電力性能を供
給しています。

民生用電子機器

サフト珠海工場は、中国にてユーテ
ィリティ計測と電子徴収の市場に
対し１億個の電池を生産。

2016 年収益:
2.380 億ユーロ
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宇宙
サフトの宇宙応用におけるリチウムイオンバ
ッテリーの設計と製造実績は、サフトバッテ
リーが最も厳格な品質、検査、ならびに文
書化の基準を守っていることを物語ってい
ます。宇宙の極限な環境では、バッテリーが
任務を果たすのを台無しにしてはならず、当
社の製品は、例えばGEO通信衛星（電力需
要）やMEO全地球測位衛星など、非常に厳
しい任務に耐えることができます。また、高出
力の遠隔通信から観測や防衛用LEO衛星に
至る特殊利用もサポートしています。

防衛
陸、海、空、そして宇宙においてでさえも、サフ
トグループは、グローバルなマルチテクノロジ
ー防衛バッテリーのスペシャリストであり、様

な々軍用装置に完全に統合されたバッテリー
ソリューションを提供いたします。サフトグル
ープは様々な防衛アプリケーションにバッテ
リーソリューションを統合し、電力設備を供
給しています。その領域は、暗視ゴーグルか
らミサイルランチャーまで、通信システムか
ら軍用車両まで含まれています。

宇宙及び防衛

2016 年 ハイライト
フィラエランダーに搭載されたサフト
のバッテリーが任務遂行のための電
力を供給し、フィラエランダーが成功
裏にTchouri彗星に歴史的な着陸を
実現させ、科学的テストプログラムの
第一段階を完了。

2016 年収益:
8000 万ユーロ
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1918
二人のスイス電気化学者がフランスで
Société des Accumulateurs Fixes et 
de Traction社 （Saft SA）を設立。 産業上
の利用とフォークリフト車のためニッケルベー
スバッテリーの製造と販売を行う。

1928
Générale d’Électricité社（アルカテル社の
前身）がサフト社を買収。

1940-1980
1940年代のイギリス及び1970年代の米国
でサフトグループは業務を展開。
1980年代初頭、サフトグループはアジア（シ
ンガポール）で業務を開始。

1980-1995
Saft SA社はパリ証券取引所に上場。 1990
年代初め、アルカテル社がサフトSaft SA
社の全株を買い戻す。1995年、Saft SA社
は上場廃止。
1980年代後半ならびに90年代初頭、当グル
ープは2つの主要競合企業であったNife社と 
Alcad 社、及び Czech Ferak社を買収し、
産業用バッテリー市場での地位を固める。

2000
イスラエルのリチウムバッテリーメーカー
Tadiranを買収、イスラエル、米国とドイツに
て業務を開始。 ドイツの Sonnenschein リ
チウム社の50％の株式を保有。

2001
サフトグループは、メキシコティファナ製造
工場を閉鎖し、韓国のバッテリー組立工場
とUniross 配水設備を売却することによ
り、充電式バッテリー事業部（現在のRBS
事業部）の従業員を大幅に削減、約 1300 
人を減員する。
米軍ならびに英軍のリチウムバッテリーサ
プライヤーであるHawker Eternacell社を
買収。 同時に、保有しているASB株式の割
合を 22％ から 50％ に引き上げ、保有して
いるSonnenscheinリチウム社株式の割合
を50％から 100％ に引き上げる。これらの
会社は現在サフトグループの SBG 事業部
の一部である。

2003
ドイツの Friemann und Wolf Batterie-
technik 有限責任会社（Friwo®）を買収、且
つ、Exide社から Emisa 社と Centra 社の
資産を買収。これらの会社は防衛産業なら
びに魚雷電池のための産業用ニッケルベー
スバッテリーとリチウムバッテリーを製造。

2004
Doughty Hansonファンドによってアルカテ
ル・グループすべての事業を買収。

2005
サフトグループを再編し、Saft Groupe SA 
に変更、グループ傘下会社の直接または間
接的な関連づけを実現。 2005年6月29
日、Saft Groupe SA の株式がユーロネク
スト・パリのEurolist 市場に上場。 全額出
資子会社の設立により、中国華南地区に珠
海工場を設立。
インドのバンガロールに位置するニッケルベ
ースバッテリーメーカーである Amco 電源
システム社の 51% の株式を取得。

2006
ジョンソンコントロールズ - サフト合弁会
社を設立、ハイブリッド車と電動車両市場
に対応。当合弁会社におけるサフトグルー
プの出資比率は 49%、ジョンソンコントロ
ールズは 51%。

2008
フランスのネルサックにあるジョンソンコ
ントロールズ - サフト合弁会社の新しい生
産ラインが稼働を開始、特にハイブリッド
車と電動車両リチウムイオンバッテリーの
製造を行う。

2009
2つの重要な産業プロジェクトをスタートさ
せ、フロリダ州（サフト工場）とミシガン州（
プロジェクトはジョンソンコントロールズ-サ
フト合弁会社が管理）に２ヵ所リチウムイオ
ン生産工場を設立。サフトグループは、この
二つのプロジェクトに融資して財務的弾力
性を持たせるため、1.2億ユーロを増資。

2010
ブラジルに新たな子会社を設立し、海外展
開を継続。

2011
ジャクソンビルにおける新しいリチウムイオ
ン製造工場の生産をスタート、初回ロットの
リチウムイオン電池を出荷。
2011年12月30日、サフトグループが保有す
るジョンソンコントロールズ- サフト合弁会
社の 49％ の株式を売却。

2013
小型ニッケルバッテリー（SNB）事業を売
却し、フランスのネルサックにあるリチウム
イオンバッテリー工場を買収。
モスクワに完全子会社を設立、ロシア市場
と CIS 諸国に供給。
インドバンガロールの生産工場が稼働。

2014
珠海工場で民生用リチウムイオンバッテリー
累計1億個の生産を達成。

2015
ギラン=レキエがCEOに就任
サフトジャパン株式会社設立

2016
サフト社が石油大手トタル社の100％子会
社になる。
珠海新工場が稼働する。
オバマ元米大統領がジャクソンビル工場
を訪問 
サフトジャパン株式会社稼働

サフトグループの 100 年にわたる
イノベーションと開発



詳細につきましては、以下の担当までお問い合わせください。

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ Karen Hollington

電話：+ 33 (0)1 49 93 17 68

メールアドレス：karen.hollington@saftbatteries.com

  Follow us on Twitter @Saft_batteries 

www.saftbatteries.com
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サフトジャパン株式会社
〒 105-0004  
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TEL：(03) 6206-6269
FAX：(03) 6206-6279


