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マクセルグループ
マクセルは、1961年に乾電池と磁気テープで創業して以来、
「電池」と「記録メディア」の事業領域において
高品質・高性能を追求し、高エネルギー密度・高記録密度の製品を他社に先駆けて商品化することで、確固
たる地位を築き上げてきました。そして、これらの領域で研鑽を積み重ねてきた高度なアナログ・コア技術を
活かし、光学部品や機能性部材料といった新たな市場開拓を「材料・デバイス・電器」の事業領域で進めて
います。市場ニーズがますます高度化するなか、マクセルは「モノづくり力」を基盤として、オリジナリティ
溢れる製品を次々に生み出していくことで、さらなる発展を遂げていきます。

電池部門

情報メディア部門

材料・デバイス・電器部門

電池部門は、アルカリ乾電池やマイク

情報メディア部門は、主に磁気テープ

材料・デバイス・電器部門は、長年に

ロ電池、リチウムイオン電池などで構

や光ディスクで構成され、技術力・開

わたり「電池」
「情報メディア」で磨き

成され、社名の由来となった –Maxi-

発力で記録メディア業界をリードして

上げてきたアナログ・コア技術を応用

mum Capacity dry Cell（最高の

きたマクセル創業以来の基幹事業で

し強化を進めている「光学部品」
「機

性能を持った乾電池）＝ MaXeLL–

す。1966 年に国内初の録音用カセッ

能性部材料」事業と、小型電気機器

が示すとおりマクセルの創業事業です。

トテープ、1984 年には世界に先駆け

などで構成されています。
「光学部品」

腕時計で使用される酸化銀電池など

て追記型光ディスクを商品化するなど、

は、光ディスクドライブ用ピックアップ

のマイクロ電池では世界トップクラス

「世界初」
「国内初」で数々の製品を

レンズやカメラレンズユニット、自動

のシェアを誇るほか、角形リチウムイ

マーケットに送り出してきました。ま

車用部品など、
「機能性部材料」は、

オン電池では、携帯機器向けに数多

た、デ ー タバッ クアップ 用のコン

粘着テープや業務用顔料インクなど

くの出荷 実 績があります。 さらに、

ピュータテープでは、これまで培って

からなり、マクセルと各グループ会社

2009 年 2 月に竣工した電極工場を

きた技術をさらに進化・発展させ、常

の「技術面」や「販売面」でのシナジー

活用し、携帯機器などの小型民生用

に次の世代を見据えた製品開発に向

創出により、付加価値の高い製品領

から電動工具をはじめとする中・小型

けて挑戦を続けており、it 社会の発

域へ拡大を進め事業強化に取り組ん

産業用、そして、自動車用電池の電

展に伴う記録メディアの大容量化へ

でいます。そして現在、性能・品質面

極や大型産業用といった幅広い分野

のニーズに応えています。そして、
「マ

での競争優位を得て、確実に市場で

へと応用展開することで、新市場の

クセル」ブランドの情報メディアは世

のプレゼンスを高めつつあります。

創造と事業拡大に取り組んでいます。

界中の市場で確固たる支持を獲得し
ています。

進化とモノづくりの半世紀
2008

円筒形リチウムイオン電池

高出力と高い安全性を特長としたハイパワータイプ円筒形
リチウムイオン電池を出荷開始。

2000

コンピュータテープ

オーディオ・ビデオテープやフロッピーディスクで
培ったノウハウを結集し、データバックアップ用
「Lto ultrium 1 データカートリッジ（200GB※）
」
の技術適合認定を世界初で取得。

1996

リチウムイオン電池

電池技術と磁気テープで培ったコア技術を応用し、リチ

1990

ウムイオン電池を生産開始。
「安全性」と「高容量」を特
長に、これまで携帯電話やゲーム機などへ数多く出荷。

1984

光ディスク

光ディスクの先駆けとなる12 型追記型光ディスクカートリッジ

1980

「oC301（片面 1.3GB、両面 2.6GB）」を世界初で商品化。
両面タイプで当時としては画期的な a4 サイズの文書 4 万枚
相当の記憶容量を持つ。

1978
1976

ビデオテープ

「t-90e」
VHS 方式ホームビデオカセットテープ「t-120e」
「t-60e」
「t-30」を商品化。

1970

1966

酸化銀電池

小型で安定した放電特性を持つ酸化
銀電池を国内初で

フロッピーディスク

国産初の 8 型フロッピー ディスク
「Fd-3200S」を商品化。

商品化。現在では

1963

世界トップクラスの
シェアを誇る。

1961
1960

カセットテープ

カセットテープ「C-60」を国内初で商品化。以来、
音楽用カセットテープ「ud」など次々と発売。

アルカリ乾電池

国内初でアルカリ乾電池を生産。当時は
「マイクロテレビ」や「乾電池式カミソリ」の
電源として使用。

創業開始

日東電気工業株式会社（現 日東電工株式会社）から乾電池、磁気テープ部門が分離独立し創業開始。

※ データ圧縮時。非圧縮時 100GB 。
・ Linear tape-open、Lto、Lto ロゴ、ultrium および ultrium ロゴは、米国およびその他における HP 社、iBM 社および Quantum 社の登録商標です。
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top
segment overview

「電池事業」
「基盤事業」を両輪とする
タンデム経営により、特徴ある高収益企業へ
マクセルグループは、株式会社日立製作所が注力する
「社会イノベーション事業」のキーデバイスである「電
池事業」を大きく育成するとともに、情報メディア、ブ
ランドビジネス、光学部品事業、機能性部材料事業
などを「基盤事業」と位置づけてさらなる高収益化を
進め、両事業を両輪とするタンデム経営により特徴あ
る企業をめざしていきます。
マクセルの「電池事業」は、乾電池からスタートし、
マイクロ電池やリチウムイオン電池に至る幅広い製品
で 50 年の歴史がある創業事業です。特に今後の成
長が見込まれるリチウムイオン電池では、すでに携帯
機器向けを中心とする民生用電池で数多くの出荷実
績があります。マクセルグループは、2010 年 4 月に
株式会社日立製作所の電池システム社の一員となり
ました。今後さらに日立グループとのシナジーを追求
して、自動車用電池の電極や産業用電池などの分野
を大きく伸ばすことにより、マクセルの中核事業へと
育成していきます。
取締役社長
角田 義人
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一方、タンデム経営を支える「基盤事業」は、より

マクセルグループは「和協一致、仕事に魂を打ち込み、社会に奉仕したい」という創業
精神のもと、優れた自主技術、製品の開発を通じて社会に貢献することを経営の基本
理念としています。また、公正かつ透明な企業行動に徹するとともに、製品安全の徹底、
環境との調和、積極的な社会貢献を通じ、良識ある企業市民として真に豊かな社会の
実現に尽力することで、全てのステークホルダーの視点に立った経営施策により企業
価値の向上に取り組んでいます。

一層の高収益化を図っています。コンピュータテープ

制の一層の強化や内部統制システムの整備を進め、

などの情報メディア事業は、これまでマクセルグルー

CSr（企業の社会的責任）の重要性を意識した企業

プの大きな収益基盤となってきましたが、近年では、

経営に努めています。また、役員や社員が遵守すべ

市場競争の激化や為替などの影響で厳しい状況にあ

き事項を具体的に規定した
「日立マクセルグループ

ります。今後、マクセルグループの連携を強化するこ

行動規範」にしたがって企業倫理の徹底を図るととも

とにより、
「基盤事業」の柱として安定的な成長をめざ

に、コンプライアンス経営をより一層強化していきます。

していきます。またマクセルグループは、国内外に強

社会の一員としての責任を意識した高品質経営を

力な販売網と「マクセル」ブランド力を有しています。

基盤に、グループが一丸となって、企業価値の向上

これらを積極的に活用することにより、企画、開発、

をめざし、全てのステークホルダーおよび社会から

調達活動のグローバル展開を図り、さらなる収益性

信頼され続けられるよう努めていきます。

の向上を推進していきます。グループ会社を中心に
進める、光学部品事業や機能性部材料事業において

ステークホルダーの皆様におかれましては、より

は、マクセルグループが等しく共有する「モノづくり」

一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申しあ

dNa を連携して高めあうことにより、従来製品はも

げます。

ちろん、新規分野の開発・開拓を進め、事業の拡大
を進めていきます。

社会的責任を意識した高品質経営により

2010 年 10 月

企業価値を向上
取締役社長
マクセルグループは、製品の安全性、地球環境保護
の取り組みなどのほか、コーポレート・ガバナンス体
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事業概況

battery
電池部門

主要製品
リチウムイオン電池
コイン形リチウム二次電池
酸化銀電池
リチウム一次電池
アルカリ乾電池

小型化、
多機能化する機器へ的確に対応する電池製品
製品範囲は一次電池から二次電池へと拡大し、
通信・映像・情報・
医療など幅広い分野で機器の電源として利用されています。
マクセルは、1963 年に国内初となるアルカリ乾電池の生産をはじめ、酸化銀電池やリチウ
ムイオン電池などを次々と開発することで、クリーンエネルギーとしての電池の歴史を切り拓
いてきました。
そして、これまでに培った「電池材料技術」や「混合分散技術」
「薄膜塗布技術」
「精密封止技術」を活かし、次世代製品の開発に取り組んでいます。
二次電池は、角形リチウムイオン電池において安全性と薄型・高容量を特長に、携帯電
話やゲーム機向けで確固たる地位を確立してきました。そして、これらの強みを活かし、電
池のさらなる高性能化や高容量化、新アプリケーションの開拓を進めています。2009 年

7 月には、コバルト使用量を削減したハイパワータイプ円筒形リチウムイオン電池を電動工
具向けに出荷を開始したほか、2010 年 4 月には、シリコンを負極に採用した高容量電池を
開発し、スマートフォン向けに展開していきます。また市場ニーズの拡がりに合わせ、1 円玉
サイズ※ 1 で 140ma の高出力なコイン形リチウム二次電池のほか、電動二輪車や、スマート
グリッドを支える蓄電池としてラミネート形リチウムイオン電池などの開発も進めています。
さらに今後は、電池技術の粋を結集した新たな電極工場を中核に自動車用電池の電極や
大型産業用へも展開していくことで、電池事業を大きな柱へと育成します。
一次電池は、液もれ防止設計※ 2 を採用し、液もれ補償※ 3 を実現したアルカリ乾電池「ボ
ルテージ」や水銀・鉛ゼロ使用の酸化銀電池、幅広い温度範囲で作動する耐熱コイン形リ
チウム電池など、他の追随を許さない高度な製品開発により、付加価値の高い製品を生み
出しています。

角形リチウムイオン電池

耐熱コイン形リチウム電池

安全性と薄型・高容量を特長とし
て、主に携帯電話やゲーム機など
の民生機器に搭載されています。
現在、さらなる高容量化を進めて
います。

低温 – 40 ℃～ 高温＋125 ℃の幅
広い温度範囲で作動する高付加
価値の一次電池で、主にタイヤの
空気圧監視システムなどで使用さ
れています。

アルカリ乾電池
アルカリ乾電池「ボルテージ」は、
特許の新亜鉛合金を採用した「液
もれ防止設計※ 2」により、液もれ
補償※ 3 を実現しました。

※ 1 電池直径方向に対してのサイズ。
※ 2 単 3 形、単 4 形アルカリ乾電池において。特許技術を用いた過放電液もれ防止設計。
※ 3 単 3 形、単 4 形アルカリ乾電池において。使用推奨期限内で、警告、注意事項を遵守いただいて液もれした場合、電池交換、
または機器を修理、交換します。
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事業概況

Information
Storage Media
情報メディア部門

主要製品
コンピュータテープ
放送用ビデオテープ
ブルーレイディスク
ＤＶＤ、ＣＤ
オーディオテープ
ビデオテープ

さらなる大容量化・高性能化に挑む情報メディア
業界のパイオニアとして長い歴史のなかで培ったノウハウと技術
を活かし、
品質と性能に配慮した製品を市場に送り出しています。
マクセルでは、記録メディアのリーディングカンパニーとして、録音用カセットテープや記録
型光ディスクなど数々の記録メディアを「世界初」
「国内初」で商品化してきました。
なかでもコンピュータテープでは、創業以来培ってきた「混合分散技術」や「薄膜塗布技
術」などのアナログ・コア技術により、最新フォーマットの技術認定を世界初で取得するな
ど業界をリードしてきました。そして、情報社会の発展を背景に記録メディアに対する大容
量化のニーズがますます高まるなか、カートリッジ 1 巻当たり 50tB（テラバイト）クラスの記
憶容量を実現する次世代製品の開発に取り組んでいます。
光ディスクでは、記録型 Cd や dVd などを世界規模で展開し、国内市場ではトップクラ
スのシェアを獲得してきました。現在では、
「マクセル」ブランドの高い設計思想のもと、戦
略的生産委託「スーパー odM（original design Manufacturing）※ 1」を活用するほか、
商品企画から設計・品質保証・営業までの一貫体制で、顧客ニーズに即した商品提案およ
び需要が拡大しているブルーレイディスクのラインアップ拡充を進めています。
さらに、ハイビジョン録画が可能な大容量カセットハードディスク「iV（アイヴィ）」、放送
業 務 用のカセット型リムー バブルハー ドディスク「iVdr-eX」、 光ディスクシステム
「XdCaM」に対応した書換型プロフェッショナルディスクなど、市場の変化に合わせて新し
いフォーマットの記録メディアを商品化しています。

コンピュータテープ

ブルーレイディスク

デ ー タバッ クアッ プ 用 の Lto
ultrium 5 データカートリッジは、
世界最大※ 2 となる 3tB（テラバイ
※3
ト）
の記憶容量を実現しました。

dVd の 5 倍以上 の記憶容量を
もつ大容量な光ディスク。高性能
記 録 膜を採用することで優れた
記録・再生・保存特性を実現し
ました。
※4

カセットハードディスク
「iV」
ハイビジョン映像をそのままの画
質で録画・保存でき、カセットの
ように手 軽に取り外しが可 能な
リムーバブルハードディスク。

※ 1 スーパー odM（original design Manufacturing）
：マクセルの生産設備、生産プロセス、材料、生産技術、品質管理をパートナーメーカーへ
全面的に移設・導入し、高品質と低コストを両立させる生産方式。
※ 2 2010 年 3 月現在。Lto ultrium フォーマットにおいて。マクセル調べ。
※ 3 データ圧縮時。非圧縮時 1.5tB 。
※ 4 ブルーレイディスク片面 1 層
（ 25GB）と dVd 片面 1 層
（4.7GB）
。
・「iVdr」は
「iVdr 技術規格」に準拠することを表す商標です。
・「プロフェッショナルディスク」、
「XdCaM」はソニー株式会社の商標です。
・ Linear tape-open、Lto、Lto ロゴ、ultrium および ultrium ロゴは、米国およびその他における HP 社、iBM 社および Quantum 社の登録商標です。
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事業概況

Material-DeviceElectronic Appliance
材料・デバイス・電器部門

主要製品
光学部品
機能性材料
粘着テープ

rFidシステム
小型電気機器
電鋳・精密部品
金型・合成樹脂成形品

アナログ・コア技術の応用から生み出される
高機能・高性能・高付加価値な製品群
コア事業で培ってきた技術を応用し、新しい領域で多彩な
製品を生み出しています。
マクセルと各グループ会社が有する「モノづくり力」
「販売力」を基盤に、グループシナジーを
最大限に発揮することで事業の育成・強化を進めています。
光学部品は、長年積み重ねてきた「光学設計技術」や「精密金型・成形技術」などのコア
技術を応用し、光ディスクドライブ用ピックアップレンズやカメラレンズユニット、カメラ用鏡
筒部品など、高機能で高品質な製品を次々と生み出してきました。2009 年 7 月にマクセル
の光学部品事業と株式会社東伸精工、株式会社長野光学研究所を統合し発足したマクセ
ルファインテック株式会社を中心に、設計から金型・成形・組立まで一貫して内製化できる
強みを活かし、ブルーレイピックアップ用レンズや Led 光源用シリコーンレンズ、高機能カメ
ラレンズユニットなど、高付加価値製品の強化を図っています。
機能性部材料では、株式会社スリオンテックを主軸に、包装・養生用、建築用などの粘着
テープ製品を展開しているほか、半導体・エレクトロニクス・自動車用の各強化分野において、
オリジナリティ溢れる製品を開発しています。また、磁気テープで培った「混合分散技術」を
応用して業務用顔料インクを開発・商品化するなど、着実に事業領域を拡大しています。
小型電気機器では、九州日立マクセル株式会社で理美容製品や健康・環境製品の製造・
2
販売のほか、超精密加工に革新をもたらす独自技術「eF（エレク
トロ・ファイン・フォーミン

グ）
」を活用した製品開発を進めています。このほか、マクセル精器株式会社では、コイル・
オン・チップ rFid システムなどの多彩な製品を展開しています。

ピックアップレンズ

包装用粘着テープ

業務用顔料インク

高 度 な「 光 学 設 計 技 術 」
「精 密
成 形 技 術 」により小 型・薄 型 化
を実現し、スリム化が進む光ディ
スクドライブなどに搭載されてい
ます。

包装用の布カラーテープは豊富な
カラーバリエーションを揃え、幅広
い分野で使用されています。簡単
に切れて作業の効率アップにも貢
献します。

顔料インクは室内外のポスターや
看板などを印刷する業務用のイン
クジェットプリンタで使用されてい
ます。
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技術の結集

マクセルグループの成長の源泉
「モノづくり力」
マクセルグループが、絶え間なくノウハウを蓄積してきた高度な「モノづくり力」は、他が一朝一夕に追随する
ことができない無形資産として、
「高性能」
「高品質」な製品を生み出し、マクセルグループの成長をもたらす
重要な源泉となっています。そして、これまでに培ってきた「モノづくり力」を最大限に活かすとともに、
マクセ
ルと各グループ会社が有機的な連携を図り、さらなる技術革新を推進することで、
「光学部品」や「機能性部
材料」、
「小型電気機器」などの幅広い事業領域において、新しい価値を創造し続けています。

それぞれの分野で
「モノづくり」
のdNaを
共有するマクセルグループ
マクセルファインテック株式会社
2009 年 7 月にマクセルの光学部品事業と東伸精工、長

ハードシリコーンレンズ

野光学研究所を統合し発足したマクセルファインテック

一般的なプラスチックレンズに比べて熱や紫外線への耐性が強く、
Led 光源用レンズなど高輝度・高出力 Led を用いたアプリケーション
への採用が期待されています。しかしハードシリコーン樹脂の成形で
は、樹脂は、加熱硬化前は低粘度のため金型の隙間に流れ込みやす
く、成形直後のレンズはもろく速やかに型から外しにくいため量産が困
難でした。マクセルファインテックでは、金型構造を見直したほか超音
波振動を与えて離型させる方法を採用し、高効率な量産システムを実
現しました。本技術は、第３回「ものづくり日本大賞」の製造・生産プ
ロセス部門にて経済産業大臣賞を受賞しています。

では、各社がそれぞれの事業分野で長年にわたり培って
きた「金型・成形技術」や「ユニット組立技術」
「光学機
器設計技術」
「構造設計技術」
「レンズ設計技術」などの
高い技術力を活かして、付加価値の高い光学部品の製
造・販売を行っています。そして、研究・開発、設計か
ら各種部品の基となる金型製造、部品の量産から組立
まで一貫してできるオペレーションを強みに、精密金型
や精密成形プレス部品、プラスチックレンズ、光学ユニッ
ト製品まで、幅広く事業を展開しています。

ピンで成形品を押し出し

微振動で成形品を取り出し
振動子 断熱部

カメラレンズユニット
設計から金型製造、成形、組立まで一貫して内製化できる強みを活か
し、携帯電話や自動車用向けに小型・高性能なカメラレンズユニット
を展開しています。

振動

離型

課題
・ピン隙間の清掃
・押し出し時の破壊
従来の成形方式
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金型

振動

離型

成形品

成形品

・ピン隙間の清掃が不要
・取り出し時の製品破損が大幅に減少
新しい成形方式

株式会社スリオンテック
スリオンテックでは、高性能・低コストに向けた研究開

オールシリコーン素材の両面粘着テープ

発と高い技術力、そして実績のある生産体制で、包装・

世界で初めて※1薄膜シリコーンゴムを基材に使用したオールシリコーン
素材の両面粘着テープです。優れた耐熱性※2と幅広い温度範囲で安
定したクッション性 ※3を実現しており、
耐熱キャリアテープや耐熱スペーサー、
耐熱クッション材への応用展開を進め
ています。

養生用テープはもちろん、半導体の製造工程、薄型テ
レビや携帯電話などの電子機器、さらには自動車や住
宅関連に至るまで、私たちの身近なところで活躍するさ
まざまな粘着テープの製造・販売を行っています。また、
スリオンテックの「粘着加工・塗布技術」とマクセルの
「分散・薄膜塗布技術」などを融合することで、
「技術面」
でのシナジーを発揮し、半導体・エレクトロニクス・自
動車用の各強化分野において、高品質で高付加価値な
製品の早期開発・製品化を進め、事業規模の拡大を図
っています。

熱伝導性両面粘着テープ
絶縁性の熱伝導フィラーの採用により、
優れた熱伝導性と電気絶縁性を実現
した粘着テープであり、車載用電子機
器やLed照明などのヒートシンク固定
用などとして、今後、需要の拡大が見込
まれています。
※ 1 2010 年 6 月現在。シリコーンゴムを基材とした両面粘着テープにおいて。
スリオンテック調べ。
※ 2 180℃、500 時間加熱後の粘着力試験にて初期強度の 90％以上を保持。
スリオンテック調べ。
※ 3 –40 ～ 200℃の範囲における、動的粘弾性測定により確認。スリオンテック調べ。

九州日立マクセル株式会社
日立ブランドの電気かみそりやヘアードライヤーなどの

理美容・健康機器製品

理美容・健康機器製品、およびマクセルブランドのオー

デザイン・設計から製造まで一貫した
モノづくりの体制で、ロータリーシェー
バー、ヘアードライヤー、フェイスケア
機 器などの理 美容製品や各種医療・
健康製品を提供しています。

ディオ・ビデオテープ関連製品の製造・販売を行ってき
ました。現在では理美容・健康機器製品の分野にとど
まらず、独自の「超精密加工技術」をベースに電子デバ
イス・情報通信等の先端産業には欠かせないキーテクノ
ロジーの提供や超精密部品の製造にまで事業領域が拡
大しています。常に時代を先取りした事業展開をめざし、
「成長分野に特化した商品戦略」
「コア・コンピタンスを
活かした製品競争力のさらなる強化」を事業指針に掲

EF2

（エレクトロ・ファイン・フォーミング）

精密電鋳技術である eF2 は、精密電子
部品をはじめ、半導体などにおける高
精度化や高密度集積化など、ミクロン・
サブミクロンの精度が要求される先端
技術分野に提供しています。

げ、研究開発や製品開発支援を積極的に進めています。

マクセル精器株式会社
マクセル精器では、精密プラスチック成形事業やカード
製作・印刷事業、ビジネスソリューション事業など幅広
く展開しています。特に、iC カードや iC カードリーダ
ライタ、デバイスドライバーソフトについては、全て自社
で開発している国内でも数少ないメーカーであり、市場
ニーズに合わせて多種多様な製品をマーケットへ送り出

コイル・オン・チップ
RFID システム
九州日立マクセルのeF2 技術により、わ
ずか2.5mm 角のiCチップ表面に精密
アンテナを一体形成したマクセル精器
独自のrFidシステムです。電子キーや
idカード、マイクロチューブなどへの展
開を進めています。

しています。また、
「技術力」と「開発力」を有機的に結

接触／非接触式ＩＣカード

合させ、医療や創薬用の検体（生体）を –80℃の低温で

ViSa、MasterCardの認定を取得した

も保存できる rFid 付「インテリジェントマイクロチュー
ブ」や、さまざまな薄肉・精密成形品などを次々と創造
しています。今後とも、最先端技術の提供や独自技術

自社工場で、厳しいセキュリティ管理の
もと製 造しています。また、iC カード
チップに搭載する内蔵ソフト開発や、
非接触式iCカード用のアンテナ設計な
どの高度な技術を有しています。

の開発を継続的に推し進めていきます。
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研究開発活動＆知的財産戦略

Unique and Speed
「Unique and Speed」のスローガンのもと、独自の差別化技術でスピーディーに開発・製品化することを
特徴としています。創業以来蓄積してきたアナログ・コア技術を応用し、次世代製品を他社に先駆けて開発・
製品化するとともに、新分野への展開を図ることで光学部品事業や機能性部材料事業において競争力のあ
る製品を次々に生み出しています。また、日立グループと有機的に連携するとともに、マクセルグループ以
外の企業とも積極的にアライアンスを組むほか産官学の連携を活用することにより、一層の技術革新を推
進しています。

部門別の取り組み
電池
リチウムイオン電池などの二次電池、マイクロ電池やア
ルカリ乾電池などの一次電池の研究開発を推進してい
ます。二次電池では、シリコンを負極材料に用いて高
容量化を実現した角形リチウムイオン電池のほか、中・
小型産業用途向けにラミネート形リチウムイオン電池、
小型機器向けに高出力のコイン形リチウム二次電池の
研究開発を進めました。一次電池では、
「液もれ補償※1」
を実現したアルカリ乾電池「ボルテージ」を商品化しま
した。

※ 1 単 3 形、単 4 形アルカリ乾電池において。使用推奨期限内で、警告、注意事項を
遵守いただいて液もれした場合、電池交換、または機器を修理、交換します。

情報メディア
コンピュータテープなど大容量磁気記録メディアを
中心に研究開発を推進しています。微粒子化・高保
磁力化した独自のセラミックアーマメタル磁性体など
の採用により、カートリッジ 1 巻当たりの記 憶 容 量
※3
が 世 界 最 大 ※ 2 の 3tB （テラバイト）
となる「 Lto

ultrium 5 データカートリッジ」を商品化しました。
※ 2 2010 年 3 月現在。Lto ultrium フォーマットにおいて。マクセル調べ。
※ 3 データ圧縮時。非圧縮時 1.5tB 。
・ Linear tape-open、Lto、Lto ロゴ、ultrium および ultrium ロゴは、米国および
その他における HP 社、iBM 社および Quantum 社の登録商標です。
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材料・デバイス・電器
光ディスクドライブや小型カメラ向けの光学部品のほ
か、機能性部材料として顔料インクや粘着テープ、磁
性ビーズなどのバイオ部材といった独自技術を活かし
た研究開発を推進しています。光学部品では、モバイ
ル機器向けに駆動部にピエゾアクチュエータ※ 4 を搭載
した高速・高精度な世界最小※ 5 マイクロカメラレンズ
ユニットを開発しました。機能性部材料では、業務用
インクジェットプリンタ向けに高感度の紫外線硬化型イ
ンクを商品化しました。

※ 4 圧電素子
（ピエゾ素子）に電圧を加えることで変位が発生する効果を利用した駆動装置。
※ 5 2009 年 9 月現在。マイクロカメラレンズユニットにおいて。マクセル調べ。

知的財産戦略
当社では、知的財産の保護と適正な管理は、経営上の

録し、さらに市場における不正利用の状況を監視し

重要な課題と認識しており、
マクセルグループの持つ

ています。

強みのうち、ユニークで優れた独自の
「技術」と
「マク

特許の出願から権利化および取得した権利の活用

セル」
のブランドネームなど当社特有の財産を模倣か

までは、
製品および技術開発のフェーズに応じて活動

ら守る知的財産戦略の強化に取り組んでいます。

しています。発明が生まれた時点から発明の本質を

知的財産権本部は、事業部門・研究開発部門との連

捉えた核となる出願と特許網の構築をねらう
「長期

携により、国内外で有効特許の取得と、他社との特許

テーマ」
、
出願してから内容のブラッシュアップを行い、

ポジションの優位性確保と、蓄積された
「マクセル」

より有効な権利獲得を図る
「中期テーマ」
、
そして実際

ブランドのフリーライドを防止する模造品対策の強

の権利を活用する
「短期テーマ」の3つのフェーズに

化に注力してきました。また、市場環境のグローバル

分類し、これら3つのテーマを事業の重点領域と連動

化が進むなか、当社は世界を舞台に事業を展開して

させるために、具体的な活動計画書を作成し、これに

おり、欧米地域のほか、生産・販売の両面で市場が急

基づいて活動しています。そして、各テーマでは、重

速に成長している中国などのアジア地域を重視した

要発明をタイムリーに見出し、他社と戦える「5件以

活動を推進しています。

上」の戦略的特許を「活用する相手ごと」に構築する

当社は、独自のアナログ・コア技術を、特許として

ことを目的としています。さらに、これらのテーマの

権利化を図り事業を展開する上で有効に活用できる

活動を組織的に行うため、各事業部門と知的財産部

体制を整備しているほか、商品のデザイン
（意匠）や

門が連携してFSP（Flagship Patent）活動を展開し

ブランド・商品名
（商標）は、事業を展開する各国で登

ています。
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CSR&コーポレート・ガバナンス
マクセルグループの CSR
グローバル化・情報化の進展や地球温暖化に対する

を通じて社会に貢献しています。加えて、社会の一員と

懸念が高まるなか、CSr の重要性が高まっています。

して公正かつ透明な企業行動に徹し、製品安全の徹底、

マクセルグループは、
「和協一致、仕事に魂を打ち込み、

環境との調和、積極的な社会貢献活動を行うことを経

社会に奉仕したい」という創業の精神のもと、真に豊か

営の基本とし、CSr に配慮した事業活動を推進してい

な社会の実現をめざし、優れた自主技術、製品の開発

ます。

活動推進項目と取り組み内容
•

内部統制委員会

•

CS 推進啓発活動

•

コンプライアンス・ヘルプライン

•

コールセンターシステム

•

情報の適時開示体制

•

•

情報セキュリティ委員会

•

•

企業倫理月間の設定

•

製品安全の徹底

•

新JIS マーク対応

•

落穂拾い

（製品事故の再発防止活動）
•
•

顧客満足
（CS）

倫理・リスク

CSR 活動

取り組み方針

品質

CSR

QF（品質第一）重点管理事業所
ISO9001

マネジメント
職場環境

•

安全衛生

環境

CS キャンペーン
CS 講座

•

環境適合製品の拡大

•

環境 CSR 対応モノづくりシステム

•

ISO14001

•

グリーン調達システム

（A GreeʼNet）

•

障がい者・高齢者雇用制度

OSHMS※（労働安全衛生マネジ
メントシステム）
の取り組み

•

仕事と育児の両立支援制度

•

コンプライアンス・ヘルプライン

安全衛生委員会

•

•

社内表彰制度

定期健康診断

•
•

セクハラ・パワハラ相談窓口

•

各種人事制度

メンタルへルス相談窓口
※ Occupational Safety & Health
Management System
•

マクセルウェブサイト ̶ CSR への取り組み ̶

http://www.maxell.co.jp/jpn/csr/index.html
マクセルグループのCSrへの取り組みについては、
マクセルウェブサイトにて詳しく
ご紹介しています。
「CSr報告書」でも、取り組みの詳しい内容をご覧いただけます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
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当社グループでは、地域社会、顧客、取引先、従業員

この方針に従い、当社グループでは、経営の意思決

など全てのステークホルダーの視点に立った公正かつ

定と業務の執行の迅速化および監視体制の充実を両立

透明な経営施策を実施することにより、企業価値向上

させ、そしてコンプライアンス経営を遂行することが、コ

を図っていくことを、経営の基本方針のひとつとしてい

ーポレート･ガバナンスの基本であり、企業価値向上に

ます。

つながるものであると認識しています。

役員構成
2010 年6月15日現在

役職

氏名

担当

代表取締役
取締役社長

角田

義人

全体統括

代表取締役
専務取締役

千歳

喜弘

経営戦略担当

専務取締役

松本

彰

常務取締役

勝田

善春

二次電池事業担当

常務取締役

中山

雅視

総務担当

取締役

角谷

賢二

研究・開発、モノづくり基盤担当

取締役

岡藤

雅夫

情報メディア事業担当

取締役

梶井

修

取締役

岩﨑

明郎

取締役※ 1

堀内

哲夫

役職

氏名

常勤監査役※ 2

上田

和博

監査役

中村

道治

監査役※ 2

逆瀬

重郎

グローバル営業担当

一次電池事業担当
経理担当

※ 1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。
※ 2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。
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沿革
（現 日東電工株式会社）から乾電池、磁気
1961 日東電気工業株式会社

テープ部門が分離独立、マクセル電気工業株式会社として創業開始

1963 国内初でアルカリ乾電池を生産
1964 社名を日立マクセル株式会社に変更
営業本部を東京に設置

1966
1967
1968
1969
1970

国産初のカセットテープ商品化
京都工場竣工
マクセル精器株式会社を設立
米国に販売拠点
「Maxell Corporation of america 」を設立
音楽用カセットテープ「ud」シリーズ商品化
九州日立マクセル株式会社を設立

2000 記憶容量 4.7GB の追記型 dVd-r ディスク商品化
記憶容量 4.7GB の書換型 dVd-raM ディスク商品化
ビデオカメラ用 2.8GB 小型
（8cm）dVd-raM ディスク商品化

Lto ultrium 1 データカートリッジ出荷開始
Super dLttape® i 出荷開始
2001 コイル・オン・チップ rFid を製品化
「パワータンク構造」アルカリ乾電池の出荷開始
薄さ 3.8mm のリチウムイオン電池生産開始
2002 「パワーエキスパンダー技術」アルカリ乾電池 New「ダイナミック」発売
マクセル東京ビル竣工

Lto ultrium 2 データカートリッジ出荷開始
「塩化亜鉛形乾電池」商品化
1973 世界に先駆けて超高性能マンガン乾電池
2003
Super dLttape® ii データカートリッジ、世界初でメディア認定取得
国産初のフロッピーディスク
「
」
（
型）
商品化
1976
Fd-3200S 8
携帯電話用カメラレンズユニット出荷開始
ドイツに販売拠点
「Maxell europe GmbH」を設立
録画用 Blu-ray disc 発売
日本初の酸化銀電池商品化
1977 東京・大阪証券取引所市場第二部に上場
（京都地区）竣工
1978 技術研究所
VHS 方式ホームビデオカセット商品化
「Maxell（u.K.）Limited
1980 英国に販売拠点
（現 Maxell europe Ltd．
）
」を設立
東京・大阪証券取引所市場第一部に指定
京都工場にビデオテープ工場竣工

1981 コイン形二酸化マンガンリチウム電池（Cr）商品化
1982 筑波工場竣工
1983 メモリバックアップ用として塩化チオニルリチウム電池（er）を
日本で初めて生産開始

（oC301）商品化
1984 12 型追記型光ディスクカートリッジ
英国に生産拠点
「Maxell（u.K.）Limited」テルフォード工場竣工
iC カード、メモリカード生産開始
1986 福知山工場竣工
（直径 4.8mm）
1987 世界最小径の酸化銀電池 Sr421SW・Sr416SW
商品化
1989 マレーシアに生産拠点
「Maxell electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.」を設立
オーディオカセットテープ
「Metal Vertex 」発売
コンピュータ用データカートリッジ
（HS-4 、HS-8）商品化

BetaCaM SP・B-MBQ シリーズ発売、放送局向け業務用テープ
市場に本格参入

1991 筑波研究所新社屋完成
（Mo）商品化
3.5 型光磁気ディスク
1992 小野工場竣工
バックアップ用コンピュータテープ dLttape® iii 発売
（Md-rM）商品化
1993 デジタルオーディオ・ミニディスク
1995 書き込み可能なコンパクトディスク Cd-r 商品化
世界初の光変調オーバーライト方式 Mo
（rd-M230）商品化
1996 リチウムイオン電池生産開始
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池
（ML ）生産開始

ピックアップレンズ生産開始

2004 耐熱コイン形二酸化マンガンリチウム電池（Cr）商品化
アルカリ乾電池
「イプシアルファ」発売
業務用顔料インク出荷開始
世界初で 5 倍速記録対応データ用 dVd-raM ディスク商品化

Lto ultrium 3 データカートリッジ出荷開始
2005 車載用カメラレンズユニット出荷開始
水銀・鉛の使用ゼロの酸化銀電池商品化
円筒形二酸化マンガンリチウム電池
（Cr）商品化
2006 Maxell electronics（Malaysia）Sdn. Bhd. が tohshin
Precision（Malaysia）Sdn. Bhd.と合併して社名を
Maxell tohshin（Malaysia）Sdn. Bhd. に変更
水とアルミニウムを水素発生源とした燃料電池開発
世界初の技術認定を取得した dLttape® S4 データカートリッジ
出荷開始
追記型 Bd-r ディスク、書換型 Bd-re ディスク発売
2007 世界初の技術認定を取得した Lto ultrium 4 データカートリッジ
出荷開始

世界初の著作権保護対応 iVdr 規格
「ハードディスク アイヴィ」発売
超薄型高密度ナノグラニュラ磁性薄膜を用いた大容量磁気テープ
技術開発
世界初でビデオカメラ用 7.5GB
（8cm）Bd-r/re ディスク商品化
株式会社スリオンテックを子会社化
「ダイナミック
2008 長持ちトリプルパワーの高性能アルカリ乾電池
ボルテージ」発売

燃料電池の高性能化を実現する高活性な新触媒を開発
ブルーレイピックアップ用ガラスレンズ量産開始
リチウムイオン電池の安全性を高める耐熱セパレータを開発
ハイパワータイプ円筒形リチウムイオン電池出荷開始
本社機能を大阪
（茨木市）に移転
を発売
2009 液もれ補償※ 1 を実現したアルカリ乾電池 New「ボルテージ」

中国に生産拠点
「無錫日立マクセル有限公司」を設立

京都事業所に電極工場竣工

ニッケル水素電池商品化

株式会社東伸精工と株式会社長野光学研究所が合併し社名を
マクセルファインテック株式会社に変更

1997 ボタン形チタン酸カーボンリチウム二次電池（tC）生産開始
世界初改ざん防止のライトワンス型磁性体技術開発

1998 全生産拠点「環境 iSo14001」認証を取得
世界初で書換型 dVd-raM 商品化
インクジェットプリンタ用光沢紙商品化
音楽用 Cd-r、Cd-rW ディスク商品化

1999 電池開発研究所竣工
高性能アルカリ乾電池
「ダイナミック」シリーズ発売
大容量タイプポリマーリチウムイオン電池商品化

コバルト使用量を大幅に削減したハイパワータイプ円筒形リチウム
イオン電池を出荷開始
ピエゾアクチュエータを搭載した世界最小※ 2 のマイクロカメラレン
ズユニットを開発

2010 東京・大阪証券取引所市場第一部において上場廃止後、株式会社
日立製作所の完全子会社となる

Lto ultrium 5 データカートリッジ出荷開始
2
世界最高※ 3 となる面記録密度 45.0Gb/in（＝
69.8Mb/mm2）の
磁気テープ技術を開発

※ 1 単 3 形、単 4 形アルカリ乾電池において。使用推奨期限内で、警告、注意事項を遵守いただいて液もれした場合、電池交換、または機器を修理、交換します。
※ 2 2009 年 9 月現在。マイクロカメラレンズユニットにおいて。マクセル調べ。
※ 3 2010 年 4 月現在。リニア記録方式のデータ用ストレージテープメディアにおいて。マクセル調べ。
・ dLt、dLttape、dLtSaGe およびそれらのロゴは、米国およびその他における Quantum 社の商標または登録商標です。
・ Linear tape-open、Lto、Lto ロゴ、ultrium および ultrium ロゴは、米国およびその他における HP 社、iBM 社および Quantum 社の登録商標です。
・「iVdr」は
「iVdr 技術規格」に準拠することを表す商標です。
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＝ マクセルのブランド名は創業製品の乾電池
“Maximum Capacity dry Cell”に由来します。

http://www.maxell.co.jp/
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