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1．はじめに 

1800 年にボルタ（Volta）によって発明された化学電池（こ

の時は厚紙・皮革に塩水若しくは灰汁を浸漬し，その両面を

異種金属ではさんだ対）は，充電できない一次電池ではあっ

たが，この発明によってさまざまな一次電池や蓄電池，燃料

電池などに繋がる電池の歴史が始まった．そして，ボルタ電

池から約半世紀を経た 1859 年に，プランテ（Planté）は充電

により再び放電できる蓄電池（鉛蓄電池）を初めて発明した．

ここに，私たちは連続的に放電しても電圧変動の小さい蓄電

デバイスを手にする．しかし，石油燃料の持つ高い比エネル

ギー（ガソリンの燃焼エネルギーは約 44 MJ/kg，約 12,000 

Wh/kg）と比較すると，鉛蓄電池の比エネルギー（35 Wh/kg）

は格段に低い． 

もちろん，石油燃料の体積当たり若しくは質量当たりの燃

焼エネルギーには，酸化剤である酸素の体積や質量を含まな

いことや，蓄電池の反応系が極めて可逆性の高い酸化還元反

応系であることから，反応エネルギー的には自ずと違いがあ

る．しかし，電気自動車の運動性能をガソリン自動車に近づ

けるためには蓄電池がボトルネックであり，エネルギー密度

及び出力密度の点で格段に高い蓄電池が求められてきた． 

本稿では，ハイブリッド自動車や電気自動車，プラグイン

ハイブリッド車用電池として注目される，現在もっともエネ

ルギー密度の高い蓄電池であるリチウムイオン電池の原理と

その特徴などについて概説する． 
 

2．電池の発電原理 

電池は図 1 に示すように，酸化剤と還元剤を電子とイオン

を仲立ちとして反応させ，そのときに放出されるギブズ

（Gibbs）の自由エネルギーを直接電気エネルギーに変換する

システムである．定温過程のエネルギー変換であるので熱機

関のようなカルノー（Carnot）の制約を受けず変換効率は高く

なる．電池には使い切ってしまうと再充電できない若しくは

再充電の効率が低いため廃棄される一次電池と，放電した後

充電して再放電が可能な二次電池（蓄電池）がある．電池の

放電では，正極で酸化剤 Ox1 が電子を受け取ることで還元さ

れて Red2になり，負極で還元剤 Red1が電子を放出して酸化さ

れて Ox2になる． 
 

3．リチウムイオン電池誕生までの黎明期 

3.1. 金属リチウムの蓄電池負極として課題 

金属リチウムは，元素中 も低い電位を示し（－3.03 V vs. 

標準水素極）かつ金属元素中で単位電気量当たりの質量が

も小さいといった，負極として潜在的にたいへん優れた特徴

を持つ．1970 年代に日本においてフッ化カーボン（(CxF)n）を

正極として，高電圧・高エネルギー密度のリチウム一次電池

が世界で初めて民生用電池として実用化された． 

金属リチウム負極の放電反応（酸化）で溶解したリチウム

イオン（Li+）は充電反応（還元）によって金属リチウムに戻

るため，金属リチウム極は潜在的に蓄電池負極となり得る．

ところが，リチウムイオンの還元反応により析出する金属リ

チウムが樹枝状（デンドライト；図 2）に析出することは，蓄

電池負極として，充放電効率，サイクル寿命，そして信頼性・

安全性の点で致命的な問題であった． 
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図 1．電池の構成と放電時の電極反応 
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図 2．Li 極の充電時に生成するデンドライト状 Li 
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3.2. リチウムイオン挿入負極 

金属リチウムのデンドライト析出を抑制する研究と平行し

て，リチウムイオンを自らのホスト構造中に取り込む（この

ような反応をトポ化学反応（topochemical reaction）と呼ぶ）ホ

スト化合物を代替負極に用いる研究が1980年頃より台頭して

きた．例えば 1978 年にはマーフィー（Murphy）が，さまざま

な酸化物へのリチウムイオンの電気化学的なトポ化学反応の

起電力を報告した 1)．その 2 年後の 1980 年にラツァリィ

（Lazzari）とスコロザティ（Scrosati）は，マーフィーの報告

において，酸化タングステン（WO2）が比較的低い電位（0.5

～1.1 V vs. 金属 Li 極）を示すことに注目し，Li+を電気化学的

なトポ化学反応で挿入した LixWO2を負極として，同じく電気

化学的なトポ化学反応によって自らの層状構造に Li+を可逆

的なインターカレーション反応 2) を示す正極として 1976 年

に見出されていた TiS2 を正極とした，すなわち両極がトポ化

学反応である電池を発案した 3)．この電池は，両極が Li+ のト

ポ化学反応を利用する電池であり，後述するように現在のリ

チウムイオン電池の原型である． 

3.3 炭素負極の発展 

リチウム電池の研究でトポ化学反応型の電極材料の研究が

盛んになり始めた 1970 年代後半に，時をほぼ同じくして，炭

素材料とリチウムの反応に関しても重要な発見がなされてい

る．1975 年に黒鉛がリチウムを自らの層間内に取り込みイン

ターカレーション化合物を形成することが報告され 4)，この黒

鉛層間へのリチウムのトポ化学的な挿入／放出をリチウム二

次電池の負極として用いる発明は，世界に先駆けて 1981 年に

三洋電機の池田らによって行われた 5)． 

また，1985～6 年に旭化成工業の吉野らは炭素負極 6) を，

1988年にはソニーの原田は粒状コークス 7) を負極に用いるリ

チウム二次電池の特許を出願している．特に，黒鉛以外の比

較的結晶性の低い炭素材料もサイクル寿命の長い負極となる

ことが報告されている 8,9)． 
 

4．リチウムイオン電池の基本原理 

金属リチウム極の蓄電池負極としての課題を解決するため

に，Li+をトポ化学反応で挿入・放出しうるホスト化合物を負

極に用いるというアイデアのもと，炭素材料が金属リチウム

極に近い電位を示し，かつ充放電にともなう結晶の可逆性が

たいへん高いことから，負極用ホスト化合物として炭素材料

の可能性は高まった．しかし，炭素材料にリチウムが挿入さ

れた状態は充電状態であり，この状態で電池の製造を行うこ

とは難度が高い． 

そこで，電池製造時には，放電状態，すなわち正極側にリ

チウムを含有する化合物の探索が行われ，これもトポ化学反

応系の化合物として 1980 年にグッドイナフ（Goodenough）ら

によってリチウム二次電池正極としての可能性が指摘 10) さ

れていたコバルト酸リチウム（LiCoO2）を正極に採用するこ

とで，高電圧（3.6 V）かつ従来の蓄電池よりも高いエネルギ

ー密度を持つ蓄電池が1991年にソニーによって実用化された．

この電池は，金属リチウムが電池系内に現れずに動作しうる

ことから，リチウムイオン二次電池と名付けられて商品化さ

れたが，ソニーはこの名称を一般化するために登録商標化す

ることを控えたことから 11)，リチウムイオン電池（lithium-ion 

battery）の呼称は当該電池システムを現す一般的な技術用語と

もなっている．式(1)および(2), (3)にリチウムイオン電池正極

（LiCoO2）および負極（炭素材料若しくは黒鉛），全電池反

応を示す．式(1)～(3)は，左から右に充電反応を示している． 
 

正 極：LiCoO2
 ⇔ Li1－xCoO2 + xLi+ + xe－ (1) 

負 極：6xC + xLi+ + xe－ ⇔ xC6Li (2) 

全反応：LiCoO2 + 6xC ⇔ Li(1－x)CoO2 + xC6Li (3) 
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図 3．リチウムイオン電池の原理模式図 
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図 4．各種民生用小形単電池のエネルギー密度比較 
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全電池反応式（式(3)）に示すように，可逆電池反応は負極・

正極の間を Li+が往復するのみで，電解液は電極反応に必要で

はない（図 3）．このような電池系は活物質となるイオン種が

両極間を往復するイメージが，前後に揺れるロッキングチェ

アに似ていることから，ロッキングチェア型電池とも呼ばれ

る（その他にもスイング型やシャトルコック型などの呼称も

ある）． 

このロッキングチェア型電池としては，リチウムイオン電

池だけでなく，ナトリウム-硫黄電池なども含まれるが，電解

液（電解質）は Li+や Na+を伝導する機能さえ持てばよく，鉛

蓄電池において硫酸水溶液電解液も電極反応を担う形式と大

きく異なる．ロッキングチェア型電池では，電解質を信頼性

の観点などで必要 小限に絞り，電池系内を極力電極活物質

で充填する設計が可能であり，高容量化に適した形式である

（図 4）． 
 

5．リチウムイオン電池の特徴 

前項で述べた基本構成からなるリチウムイオン電池は，①

高いエネルギー密度・出力密度，②高い電池電圧，③高い充

放電エネルギー効率，④低い自己放電率，⑤残容量があって

も充電が可能（メモリー効果がない）といったたいへん優れ

た特長を持ち，特に①～③については現存する二次電池の中

でリチウムイオン電池は も高い特性を示す． 

また，電気自動車用途に向けた実証電池として，ニューサ

ンシャイン計画－分散型電池電力貯蔵技術開発（LIBES プロ

ジェクト，1992～2001 年度）で 3kWh 級リチウムイオン電池

モジュール（100Ah 級単電池を 8～10 本組み合わせた電池モ

ジュール）が開発された 12)．これらの電池では，負極に黒鉛，

正極にスピネル構造のマンガン酸リチウム（LiMn2O4）若しく

はニッケルコバルト酸リチウム（Li(NiCoAl)O2）を用いており，

これらの組み合わせによるリチウムイオン電池で 3 kWh 級ク

ラスでの実証電池としては，このプロジェクトで開発された

比エネルギー値 150 Wh/kg が今なおチャンピオン値であり，

一つのベンチマークであると言える． 

他方，出力を重視したリチウムイオン電池モジュールとし

ては，LIBES プロジェクトの後に 5 年間の NEDO プロジェク

トとして実施された燃料電池自動車等用リチウム電池技術開

発 13) において，負極にハードカーボン，正極にはスピネル構

造のマンガン酸リチウム（LiMn2O4）若しくはニッケルコバル

ト酸リチウム（Li(NiCoAl)O2），マンガンニッケルコバルト酸

リチウム（Li(MnNiCo)O2）を用いた 3 kWh 級モデルモジュー

ルの実証が行われた．比エネルギーとしては LIBES プロジェ

クトの約半分の 70 Wh/kg であるものの，比出力はハイブリッ

ド自動車用ニッケル水素電池の 1.3 kW/kg を遙かに超える 2 

kW/kg を実証し，リチウムイオン電池に於いても電池設計に

よって十分高出力型電池を実現することが明らかにされた． 
 

6．おわりに 

本稿では，リチウムイオン電池の原理および特徴について

紹介した．リチウムイオン電池は，鉛蓄電池やナトリウム-硫

黄電池が電極活物質の化合物が決まっている電池系とは大き

く異なり，正極・負極とも多様な材料系の可能性が存在する．

特に，負極については，リチウムを取り込むホスト化合物を

用いることから，炭素負極の他，リチウムと金属間化合物を

形成する系などが検討されており，今後，ますますの発展が

期待される電池系である． 
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