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吉野彰さんがリチウムイオン電池の発明家として国際的に認められる 
 
今⽇汎⽤されているリチウムイオン電池がどのような経緯で発明に⾄ったかが、⽇本語版
と英語版の Wikipedia 双⽅によくまとめられている。 
 
 
リチウムイオン電池（Wikipedia） 
 
リチウムイオン⼆次電池の創出と実現 
旭化成⼯業の吉野彰らは、⽩川英樹（2000 年ノ
ーベル化学賞）が 1977 年に発⾒した電気を通
すプラスチックであるポリアセチレンに注⽬
し、1981 年に有機溶媒を⽤いた⼆次電池の負極
に適していることを⾒いだした。また、正極に
はジョン・グッドイナフらが 1980 年に発⾒し
たコバルト酸リチウム (LiCoO2) などのリチ
ウム遷移⾦属酸化物を⽤いて、1983 年にリチウ
ムイオン⼆次電池の原型を創出した。しかし、
ポリアセチレンは真⽐重が低く電池容量が⾼
くならないことと、電極材料として不安定であ
る問題があった。そこで、1985 年、吉野彰らは
炭素材料を負極とし、リチウムを含有するコバ
ルト酸リチウムを正極とする新しい⼆次電池
であるリチウムイオン⼆次電池 (LIB)の基本
概念を確⽴した。 
 
吉野彰が次の点に着⽬したことにより LIB が誕⽣した。 
 
正極にコバルト酸リチウムを⽤いると、 
正極⾃体がリチウムを含有するため、負極に⾦属リチウムを⽤いる必要がないので安全で
あること 
4 V 級の⾼い電位を持ち、そのため⾼容量が得られること 
負極に炭素材料を⽤いると、 



炭素材料がリチウムを吸蔵するため、⾦属リチウムは本質的に電池中に存在しないので安
全であること 
リチウムの吸蔵量が多く⾼容量が得られること 
また、特定の結晶構造を持つ炭素材料を⾒いだし、実⽤的な炭素負極を実現した。 
 
加えて、アルミ箔を正極集電体に⽤いる技術、安全性を確保するための機能性セパレータな
どの本質的な電池の構成要素に関する技術を確⽴し、さらに安全素⼦技術、保護回路・充放
電技術、電極構造・電池構造等の技術を開発し、安全でかつ、電圧が⾦属リチウム⼆次電池
に近い電池の実⽤化を成功させ、現在の LIB の構成をほぼ完成させた。 
 
1986 年、LIB のプロトタイプが試験⽣産され、⽶国運輸省 (Department of Transportation) 
の「⾦属リチウム電池とは異なる」との認定を受け、プレマーケティングが開始された。 
 
 
Lithium-ion battery(Wikipedia) 
 
Invention and development 
1985 ‒ Akira Yoshino assembled a prototype cell using carbonaceous material into which 
lithium ions could be inserted as one electrode, and lithium cobalt oxide (LiCoO2) as the 
other. This dramatically improved safety. LiCoO2 enabled industrial-scale production and 
enabled the commercial lithium-ion battery. 
1989 ‒ Goodenough and Arumugam Manthiram showed that positive electrodes containing 
polyanions, e.g., sulfates, produce higher voltages than oxides due to the induction effect of 
the polyanion. 
1996 ‒ Akshaya Padhi, KS Nanjundawamy and Goodenough identified LiFePO4 (LFP) as a 
cathode material. 
1998 ‒ C. S. Johnson, J. T. Vaughey, M. M. Thackeray, T. E. Bofinger, and S. A. Hackney 
report the discovery of lithium-rich NMC cathode materials. 
2005 ‒ Y Song, PY Zavalij, and M. Stanley Whittingham report a new two-electron vanadium 
phosphate cathode material with high energy density 
2016 ‒ Z. Qi, and Gary Koenig reported a scalable method to produce sub-micrometer sized 
LiCoO2 using a template-based approach. 
 
Commercial production 
2012 ‒ John Goodenough, Rachid Yazami and Akira Yoshino received the 2012 IEEE Medal 
for Environmental and Safety Technologies for developing the lithium ion battery. 



2014 ‒ commercial batteries from Amprius Corp. reached 650 Wh/L (a 20% increase), using 
a silicon anode and were delivered to customers.[64] The National Academy of Engineering 
recognized John Goodenough, Yoshio Nishi, Rachid Yazami and Akira Yoshino for their 
pioneering efforts in the field. 
As of 2016, global lithium-ion battery production capacity was 28 gigawatt-hours, with 16.4 
GWh in China. 
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