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上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第17回）

「特別講演」リチウムイオン二次電池開発者が語る

「リチウムイオン二次電池の開発事例に学ぶ
技術・事業開発とリーダーシップ」

旭化成株式会社 吉野研究室 室長 旭化成 フェロー
旭化成イーマテリアルズ株式会社 電池材料開発室 室長

工学博士吉野　彰 氏　講演録
企画・記録・写真：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚

吉野 彰（よしのあきら）
旭化成株式会社吉野研究室室長旭化成フェロー
旭化成イーマテリアルズ株式会社電池材料開発室室長工学博士
1972 年京都大学大学院工学研究科　石油化学専攻　修士課程修了、同年旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）
入社、機能高分子等の研究開発業務に従事、1981 年新型二次電池の研究に着手、1985 年リチウムイオン二次電
池を発明、1992 年株式会社東芝との合弁会社（株）エイ・ティーバッテリーの設立に携わり事業化
紫綬褒章、日本化学会・米国電気化学会技術賞、文部科学大臣賞など多数受賞
著書に『リチウムイオン電池物語』（シーエムシー出版）

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師
1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。13 年間合繊原料工場において合成繊
維原料・エネルギープラント等設備の計画・管理、特に多くの省エネルギープロジェクトを担当の後、全社の技
術戦略企画、新事業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002年12月退社。
2003 年 3 月より（株）東レ経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。現在、ミヤキ
（株）代表取締役社長、国立音楽大学評議員、（社）化学工学会経営システム研究委員会委員長、日本技術者教育認定
機構（JABEE）審査員　など

Point
1 リチウムイオン二次電池の開発には15年を要した。基礎研究、開発研究、応用研究の過程を着実
に進める上では、これはごく普通のことである。

2 基礎研究から開発研究にステップアップする際には、致命的な問題がないことを早期に確認してお
くことが必要である。

3 自社と馴染みの薄い事業開発を行う場合は、自社での単独事業、あるいはライセンス事業など試み、
最終的に勝ち越せれば良い。素材から最終製品まで自社で作ってみることは、技術、事業の面で大
変役に立つ。

4 マーケットの未来を正確に読むことはできない。しかし世の中の変革の予兆は必ず発信されている。
これを感じられるかどうかで大きく変わる。本当のニーズは、自らで仕掛けて積極的に取りに行か
ないとつかめない。

5 「悪魔のサイクル」の中で競争優位を保つためには、あたりまえのようだが継続的に差別化技術を
開発し、その技術を権利化しておくことが重要である。

人材／人材育成の視点
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このシリーズは、東レ経営研究所が主催する上

級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研

修」でご協力いただいている講師の方々へのイン

タビューや講演録をお届けするものです。

今回は、旭化成株式会社吉野研究室室長吉野彰

氏の特別講演記録です（2009 年 8 月 22 日、キャン

パスイノベーションセンター［東京・田町］にて）。

吉野彰氏は、21 世紀のキーテクノロジーとして

現在最も注目を集めているリチウムイオン二次電

池の開発者として著名で、素材メーカーである旭

化成において電気製品分野の研究開発、事業化に

挑戦し、成功を収められました。

今回は、「技術・事業開発とリーダーシップ」と

いうテーマで、リチウムイオン二次電池の開発の

事例に基づき、これらの技術開発の歴史から研究

開発を成功に導く秘訣、そしてエネルギーデバイ

スの今後の方向まで、示唆に富むお話を伺いまし

た。

1．リチウムイオン二次電池の開発史

今日は、私が携わってきたリチウムイオン二次

電池の開発経緯、新しい物を世の中に出していく

時の事業戦略、特に素材メーカーである旭化成が

電気製品の開発に取り組んだアブノマールなケー

スの事例を紹介させていただきます。

まず第 1点は、リチウムイオン二次電池の開発

史、どんな理由で研究をスタートして、どのよう

な経緯でリチウムイオン二次電池の原理が生まれ

たかについて紹介します。開発過程には色々な局

面があり、右へ行くか左へ行くかで天国と地獄の

分水嶺的な局面があります。

次に、本日のメインテーマである「研究開発を

成功させる秘訣は何か」についてお話しします。

最後に今後の電気自動車、さらには住宅用の蓄

電システムについて簡単にご紹介します。

早速 1番目のリチウムイオン二次電池の開発史

から話を進めていきます。

まずリチウムイオン二次電池とは「リチウムイ

オン含有金属酸化物を正極に、炭素材料を負極に

用いた非水電解液系二次電池」を言います。なぜ

負極に炭素材料を使うようになったのかが 1つの

ポイントです。これはリチウムイオン二次電池誕

生経緯をさかのぼる上で非常に重要です。

「なぜリチウムイオン二次電池が普及してきた

のか？」。答えは極めて簡単です。

1995 年、リチウムイオン二次電池のマーケッ

トが急激に立ちあがりました。この年は WIN-

DOWS95 が発売され、IT そして携帯電話などが

一気に立ち上がったわけです。このようなことは

滅多にない大きな変革の一つですが、似たような

ことはまたやって来ます。この時がチャンスです。

そろそろ次の変革がやってくる気がします。

研究開発には15年

さて、マーケットが立ち上がったのは 1995 年

ですが、新型二次電池の R ＆ D の開始は、さか

のぼること 15 年前、1981 年でした。

通常研究開発には、基本的には 3つのステップ

があります。まず新しい材料、新しい現象、新し

人材／人材育成の視点
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い組み合わせを見つける「基礎研究」です。ここ

で、面白そうだなと思う物が出てきますが、その

まま世の中に出ていくわけではありません。基礎

研究から上がってきたものは、問題点だらけです。

その問題点だらけの物から問題点を抽出しそれを

改良し、これなら世の中に出しても恥ずかしくな

いという物に仕上げていくのが「開発研究」です。

開発研究で合格すると事業化していくことになり

ますが、すぐにマーケットが立ち上がるわけでは

ありません。「応用研究（マーケットを立ち上げ

るための研究）」、ここで失敗するとすべてがパー

になってしまいます。研究開発はおおむねこのよ

うに進みます。

リチウムイオン二次電池の開発も基礎研究、開

発研究、応用研究にそれぞれ 5年くらいかかりま

した。15 年は長いというイメージがあると思い

ますが、通常このようなものだと思います。

導電性高分子の研究から研究は始まった

次に、1981 年に材料メーカーである旭化成が

なぜこのような研究を始めたのかについてお話し

します。

この研究は、最初は電池の研究ではなく、ポリ

アセチレンという導電性高分子の研究としてス

タートしました。1980 年の初めは後にノーベル

化学賞を受賞された白川英樹先生の発見された導

電性高分子が大変注目を集めました。アセチレン

と言うシンプルな基礎原料を従来型触媒で薄膜重

合させると、ポリアセチレンが出来る。ポリアセ

チレンは有機高分子ですが、外観は金属そのもの

で、ユニークな素材です。二重結合が一つおきに

並んでおり、共役二重結合がある程度の長さでつ

ながっていくと、ここの二重結合にπ（パイ）電

子があり、π電子が共役することによりホッピン

グして、ある程度の長さまでいくと電気が流れる。

ポリアセチレンは太陽電池にもなり、半導体領域

もあるので、ダイオードも作れ、いろんな応用が

出来そうだ。このように色々な可能性が議論され

たわけで、その中の一つの機能がポリアセチレン

の電気化学的ドーピング。PA（ポリアセチレン）

から一つ電子を引き抜くと、PA がプラス状態に

なり、アニオンがくっついて電気化学的に酸化さ

れた状態になります。この p-ドーピングという

現象を使うと、その反応は金属リチウムを基準に

して 4ボルトくらいになる。この反応をうまく利

用すると新しい二次電池の正極材料になる。ポリ

アセチレンに一つ電子を入れると、ポリアセチレ

ン自身がマイナスにチャージして還元され逆反応

も起きる。この反応は、金属リチウムと同じ電位で

起こる。この n-ドーピングをうまく利用すると

負極材料になる。この負極材料に注目したことか

ら、ポリアセチレンから二次電池の研究にシフト

していった訳です。

なぜポリアセチレンをしかも負極材料として注

目したかということについてお話しします。

電池は使い捨ての一次電池と充電可能な二次電

池があり、またイオンを動かす電解液には水系か

非水系有機電解液があり、この組み合わせで電池

は 4つに分類されます。水系電解液を使った電池

には、乾電池や鉛電池、ニッカド電池などがあり

ます。水系電解液電池は使いやすく、コスト的に

も安いですが、水系電解液電池は 1.5 ボルト以上

の電圧がかかると水素と酸素に電気分解するた

め、原理的に 1.5 ボルト以上は不可能であるとい

う致命的な欠点があり、小型軽量の二次電池の開

発に限界があります。

一方、非水系有機電解液では､原理的には 6 ボ

一次電池 
（再使用不可） 

非水系有機電解液 
（高エネルギー・高容量・高電圧） 

金属リチウム一次電池 

金属リチウムに代わる 
新しい負極材料が 
不可欠 

水系電解液 

マンガン乾電池 
アルカリ乾電池 

鉛電池 
ニッカド電池 

ニッケル水素電池 
 

二次電池 
（充電再使用） 

図表 1 PAを負極に応用しようとした理由

出所：吉野彰氏講演資料
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ルト 7ボルトのものがあり、うまく正極と負極を

選ぶと一気に高電圧の二次電池が出来ます。

非水系有機電解液の一次電池は、1970 年代前

半にすでに商品化され、金属リチウム一次電池は

現在でもストロボカメラの電源に使われており、

小型、軽量で、乾電池に比べるとはるかに長時間

使えます。

二次電池を小型で軽量にする開発は難しかっ

た。金属リチウム一次電池を使って二次電池にし

ようという流れがありましたが、金属リチウムを

使っている限り難しく、金属リチウムに代わる新

しい負極材料が必要となり、ポリアセチレンを負

極に使う方向になった。次の課題は、正極材料の

探索でした。当時知られていた二次電池用正極材

料はいずれも「非リチウムイオン含有金属酸化物」

で、これと PA 負極を組み合わせても二次電池に

はなりません。ちょうどその頃（1983 年）米国

のジョン･グッドエナフ博士がリチウムコバルト

酸化物（LiCoO2）を発見し、この LiCoO2 と金属

リチウムの組み合わせでは意味がありませんが、

PA という負極材料との組み合わせで、リチウム

イオン二次電池の原型が出来上がりました。まさ

にこれが欲しかったのです。負極材料としての

PA と、たまたまほぼ同時期に LiCoO2 が報告さ

れたという 2 つの偶然がうまく重なって、1983

年、新しい電池が出来たのです。

PAからカーボンへ／延岡での野外実験

しかし PA 負極は、真密度の低さという意外な

盲点と化学的不安定性という欠点があり断念せざ

るを得なくなり、カーボン負極へ転換することに

なり、最終的に現在の形のカーボン／ LiCoO2 系

新型二次電池が 1985 年に完成しました。このあ

たりが基礎研究の終点で、ここに至るまで 5年か

かりました。

次に、基礎研究の問題点を抽出し開発研究にシ

フトしていく決め手になった野外実験を紹介しま

す。この実験があったからこそ、リチウム二次電

池が世の中に出て行ったのです。

二次電池の開発には、安全性の確保という技術

的に難しいハードルがありました。これをクリア

しないと、せっかく負極にカーボンを使うことで

本質的に解決したと思われた二次電池の開発が過

去の研究失敗の二の舞を演じることになる訳で

す。この組み合わせによって、安全性に対して本

質的に大きなブレイクスルーがあったことを見極

めないと前に進めない訳です。1986 年、現在の

リチウムイオン二次電池の原型が見つかってから

1 年後、安全性確認の実験をしました。従来より

も多少良くなった程度では、開発はストップとい

うことになります。この実験には、どういうレベ

ルで合格かという基準はなかったので、相対的な

比較をやらざるを得ず、既に市販されていた金属

リチウムイオン一次電池を比較対象にしました。

一次電池と二次電池の差はあますが、これと大き

な差があれば合格、あまり差がなければ、研究は

中断ということになります。

実験は、電池に上から鉄の玉を落とし、ひしゃ

げた時に電池はどのような反応を起こすかを見る

ことにしました。まず当時の金属リチウム一次電

池の場合、ビデオの通り発火いたします。起電力

を生み出すために、正極は酸化力の強い物、負極

は還元力の強い物を組み合わせざるを得ませんか

ら、安全性には課題が残ることは当然です。一次

電池の場合は、この程度で済みますが、二次電池

となるともっと厳しくなります。

次に手作りのリチウムイオン二次電池の実験で

は、当然温度は上がりますが、幸いに火もガスも

出ませんでした。もしここで火を吹いているとリ

チウムイオン二次電池は世の中に出ていなことに

なったでしょう。

開発研究とはこんなことを何度も繰り返してい

くことになります。開発研究で重要なことは、致

命的な問題のないことをできるだけ早目に検証し

て進めることです。致命的な問題点を抱えたまま

開発を進めると、膨大な開発研究費が掛かります。

次々に出てくる問題点が解決可能であるか否か

を明確に分けることが必要で、致命的でなければ

人材／人材育成の視点
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後は頑張ればよいわけです。

リチウムイオン二次電池の場合は、この検証で

これまで課題とされた安全性について致命的な問

題がないことを確認しました。

事業化に至るまでの議論

次に事業化に際し、どんな議論があり、どんな

事業戦略を立てて、どのように進めていき、結果

はどうであったかについて紹介します。

事業化の議論としては、当然次の 3つが考えら

れました。まず旭化成単独で事業化する案があり

ましたが、素材メーカーとして生産技術、品質保

証など難しい課題がありました。次に素人の旭化

成なので、どこかと組んだらどうかという案があ

りましたが、せっかく自社で開発したものを利益

折半するのはもったいないという意見もありまし

た。3 つ目はライセンス事業を考えるという案で

した。

結論的には、1992 年に東芝との合弁会社（株）

ATB（エイ・ティーバッテリー）を作り電池事業

に参入、同時に旭化成単独でのライセンス事業を

推進し、ATB のコンペティタにも積極的にライ

センスしました。またリチウムイオン電池の材料

事業は単独事業として進めるという欲張った 3つ

の事業戦略を進めました。その結果はどうなった

でしょうか。

電池事業は、残念ながら激しい事業競争に惨敗

し、現在 ATB会社はありません。

2番目のライセンス事業は、1997 年までに基本

特許を権利化し、国内外 10 数社とライセンス契

約を締結し、極めておいしいビジネスとなりまし

た。

材料事業は、セパレータ事業中心に急成長し、

最終的にはビッグビジネスに育ち、大きな収益源

になっています。3 つの事業戦略は 2 勝 1 敗とい

うのが結論です。

リチウムイオン二次電池の市場拡大は携帯電話

の普及と全く同じパターンをたどっています。

2．研究開発を成功させる秘訣
変革の予兆を読む

よくある 2つの質問の中に研究開発を成功させ

る秘訣があるのではないかと思います。

まずは「15 年先を予測して研究開発を始めた

のですか？」という質問です。これはごく当たり

前で極めて重要な質問だと思います。結論から申

し上げると、IT 変革が起きた 15 年前にそれを予

測したかというと、これは NO です。15 年前に

携帯電話を予測した人は誰もいなかった。正確に

未来を読めたら、どんな研究でも必ず成功するは

ずだけど、実際はそれは難しい。ただ、何も感じ

なかったかというとそうではなく、予兆を感じて

いました。何となく信号が発せられていた。さり

げない予兆を感じたか感じなかったかが、成功の

秘訣だと思います。

リチウムイオン二次電池の場合は、実験に立ち

会われたソニーさんとのやり取りでした。1986



年当時、VHS ／ベータ戦争に敗れたソニーさん

は、ビデオのポータブル化、8 ミリビデオの商品

化戦略に取り組んでおられました。その時に 2つ

残った大きな課題があり、1 つは CCD（画素数）

の高画素化、もう 1 点が二次電池だったのです。

本体は小型軽量化しても、電池が重くてかさばっ

た。従来の電池はニッカド電池で起電力は 1.2 ボ

ルト。これがリチウムイオン二次電池ではいきな

り 4ボルトの起電力で、一気に 3倍になった。こ

れが大命題であった新しい二次電池とリンクし

た。通常ソニーさんなどは、宮崎県延岡の実験場

まで手作りのサンプル品の評価などに来られるこ

とはありません。そんな所にソニーさんの切実な

ニーズを感じました。本当のニーズはトップシー

クレットのはずで、口が裂けても話せないもので

す。従って、客先から聞いてくるニーズは本当の

ニーズではありません。自分で仕掛けをして積極

的に取りに行かなければ本当のニーズは分からな

いものなのです。

これからの社会（IT）を支えていく「三種の神

器」① LSI（頭脳に相当する）②ディスプレイ

（顔、目に相当する）③電池（心臓に相当する）。

この 3つがないと、これからのエレクトロニクス

の開発は成り立たない。「そのうち二次電池が非

常に遅れていますね」3 日間の実験期間中のソ

ニーさんとの会話から、本当のニーズをつかみま

した。また「三種の神器」に対して「三種の鈍器」

があります。1980 年代前半、エジソンの時代に

発明され延々 100 年変わらずに使われてきた 3つ

の物がほぼ同時に変わりました。①銀塩写真→デ

ジカメ（高画素数の CCD）、②レコード→ CD、

③ニッカド電池→二次電池の 3 つです。「この 3

つは近々必ず変わりますよ」というのがソニーさ

んの話でした。これを信号として捉えるか捉えな

いかで大きな差が出るものと思います。

もう一つ「コードレスとワイヤレス」という言

葉がありました。「今は（1985 年前後）コードレ

スが騒がれているが、この先“ワイヤレス”の時

代が来る。その時には電池が更に重要になる」

コードレスとワイヤレスの違いということは、一

番重要なヒントでした。コードレスとは、電源

コードをなくすこと、一方ワイヤレスとは通信

ケーブルをなくすことです。このワイヤレスとは

携帯電話のことでした。コードレスとワイヤレス

は同じポータブルでも基本的に違います。携帯電

話は、ワイヤレスのおかげです。パソコンは、

コードレス半分、ワイヤレス半分。

研究開発をスタートする時に、マーケットを

どう考えるかは一番重要でありながら、極めて

難しい作業です。明確には読めないにしても、

信号は必ず出ているはずです。ここから正しい

信号をセレクトして、いかにそれを先につなげ

ていくかが一番のポイントです。二次電池開発

の場合、予兆は随所にありました。将来を読む

ことが研究開発の成否を左右する重要なポイン

トであります。

悪魔のサイクルをクリアする技術戦略

もう一つよく受ける技術的な質問は、「負極に

カーボンを使うことを最初に見つけたのは吉野さ

んですか？」ということです。

答えは 6番目です。

新しい物が出て来る時は、ほぼ同時期に他の人

も同じようなことを考えているものです。

特許は何年何月何日に、誰が何を考えたかを明

確に残してくれています。1980 年頃カーボン負

極を目指したのは三洋電機、多分最初に考えられ

た東レ、次に鐘紡、1 年遅れて三洋化成、そのま

た 1年後に三菱油化、さらにその後 1年遅れて旭

化成で、旭化成は 6番目でした。

しかし先行の各社は、特許の審査請求をされな

かったり、特許テクニック上の失敗をしたり、違

う商品化に向かわれたりして、リチウムイオン二

次電池には使われませんでした。旭化成は 6番目

でしたが、リチウムイオン二次電池の原型を開示

し製品化に進んだものの、やはり特許のテクニッ

ク上で「特定構造のカーボン負極」という余計な

言葉を入れたため失敗し、目の前の魚が逃げまし
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「リチウムイオン二次電池の開発事例に学ぶ技術・事業開発とリーダーシップ」

た。技術の革新は常に進むので、一つの技術、一

つの特許だけでは守りきれないからです。これは、

「市場拡大」が進むと「新規参入」が増え、先行

者の地位を維持するためには更なる「技術革新」

が求められ、これによりさらに「市場拡大」が進

むという「悪魔のサイクル」の結果によると言え

ます。なお、旭化成では後にもう一度特許を取り、

リカバーしました。

研究開発を成功させる秘訣をまとめると、ごく

当たり前の話ですが、次のようになります。シー

ズ面で言えば従来の課題をクリアして差別化する

技術を生み出すこと、その技術を権利化すること

です。ニーズ面でのポイントの一つはシーズが市

場につながる正確な先読みです。社内議論で全員

が賛同するニーズでは遅いのです。そのためには

社内で全員を賛同させるテクニックも必要になり

ます。1986 年の実験にソニーさんを連れて行っ

たのは、社内対策のためでもあったのです。もち

ろん生産技術力、営業力、資金力などの事業戦略

は重要です。

リチウムイオン二次電池の材料ビジネスで見た

場合、勝ち組、負け組みがはっきり分かれていま

す。3つのビジネス事例を紹介しましょう。

① PTCサーミスター　

米国のベンチャーが完全な差別化をし、完璧な

特許戦略でニューカマーを排除している例です。

②セパレータ

製造技術による差別化と市場実績の例です。

ユーザーから見て、信頼性の高い製品を安定的に

作る量産技術が出来ているかどうかです。

③電解液

電解液のビジネスは本来最も差別化されない商

品です。他所から買って来た有機溶剤をただ混ぜ

るだけです。しかし鼻薬の選択によって、電解液

の特性が大きく変わり他社との差別化が出来るよ

うになります。技術開発力で差別化した一つの例

です。

3．エネルギーデバイスの今後の方向

最後にエネルギーデバイスの今後の方向につい

てごくごく簡単にお話しします。

①小型民生用途分野

これまでセルラー、ノート PC がリチウムイオ

ン電池を引っ張ってきました。

②自動車用途分野

次に自動車用途では HEV（ハイブリッド）、

PHEV（プラグインハイブリッド）、BEV（電気

自動車）の 3つの方式が急ピッチで進んでいます。



どれが、本命筋になるのか、意見が分かれるとこ

ろですが、最近の状況を簡単にまとめると次のよ

うになります。

2009 ～ 2010 年から市場投入されるというBEV

は、一般の消費者にはまだ無理だが、業務用の車

中心に普及していくと思われます。充電ステー

ションの整備が課題です。

注目は PJ ・ベタープレイス社の壮大なフィー

ルドテストです。BEV をガソリン車並みの値段

もしくは無料で供給する。充電ステーションを設

置し、充電ビジネスで回収するビジネスモデルで

す。本体を無料で配って通信料で回収し成功した

過去の携帯電話ビジネスと同じ考え方で、来年の

後半からイスラエルでテストを始め、日本では沖

縄でテストをするということです。

沖縄はモデル実験に一番適しています。島なの

で、1 回の充電で 100km まで走れば充分です。

また沖縄は観光立国なので、「BEV ・エコワール

ド」といったキャンペーンが観光ビジネスで売り

物になる。海外から視察団が来たり、沖縄の産業

とモデルビジネスが一致して日本がその先鞭をつ

けていくのではないでしょうか。

＜チーフディレクターより＞

この特別講演では、色々な立場でリーダーを経

験された方々から直接経験談をお聴きすることに

よって、リーダーとしての姿勢や考え方、意思決

定の仕方などを学ぶことを目的としています。

今回は、現在最も注目を集めている技術の一つ

であるリチウムイオン二次電池の開発者として知

られる旭化成の吉野彰氏から直接お話を伺うこと

ができました。

導電性高分子ポリアセチレンの研究からリチウ

ムイオン二次電池開発に至る歴史や、研究を成功

に導いた秘訣についてのお話は、穏やかな語り口

の中にも研究開発にかかわられた技術者としての

“熱さ”が強烈に伝わってくるもので、受講生も

大いに感動したようでした。

このような基礎技術からの長年の積み重ねが、

2 勝 1 敗といわれる旭化成の電池事業の源泉と

なったと思われます。

将来への変革の予兆を読みとる感受性を磨いて

おくことの重要性を、改めて感じた講演でした。

吉野彰氏に、改めて感謝いたします。

（MOTチーフディレクター　　宮木　宏尚）
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