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本レポートは、リチウムイオン電池における、原材料、設計・評価技術、製造工程、コスト、さらには新たな開発動向と諸課
題に関して、2016 年時点の集大成として以下のポイントをまとめた。
現在の電池（セル）製造プロセスは、1990 年代初頭に SONY㈱が創出した内容と、ほとんど変わっていない。電極構造が複
雑で、使用される原材料の種類も多く、製造工程は長い。特に電極板を製造する湿式塗工・乾燥工程はブレークスルー的な進
歩が全く見られない。
電池コストは 20,000 円／kWh を分岐点として、さらなる拡大のためには 10,000 円／kWh 以下のレベルが求められている。
2016 年は EV など大型用途の市場が急拡大しつつあるが、コストダウンのためには製造工程の合理化・統合と、化学系原材
料の安定供給が急務である。
安全性の担保は、原材料、セル設計と試験規格の総合的なアクションであるが、
「試験あって安全なし」の状況がかなり続い
た。有機電解液系の原理的な問題解決が見えてこないなか、製造欠陥の排除などで信頼性を維持している状況である。
髙容量の正負極材の開発は、EV の走行距離の 400km レベルへのステップであるが、安全性も含めた実用系では、高性能材
ほど使い難い一面がある。ポスト・リチウムイオンや 700km 走行の燃料電池車（FCV）との競合で、生き残れるリチウムイ
オン電池を確立することが日本メーカーの技術課題であろう。
本書にはかなり技術ノウハウ的な内容も含まれる。リチウムイオン電池の生産がグローバル化し、創始者の SONY㈱が事業
自体から撤退（2016/07）した現在、これまでの技術を一旦開放し、組み直しがあってしかるべきとの問題意識でまとめた。
本レポートの記述には二次電池工学的な解説も多く含まれている。リチウムイオン電池は化学電池として、異業種の連系で成
り立っているため、業種間の技術情報の共有との意味で、解説的な内容をも含めた。ここでまとめた内容が、リチウムイオン
電池の製造工程とコストを巡る課題の理解と改善に何らかのお役にたてれば幸いである。
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【各章のポイント】
■第 1 章の内容
リチウムイオン電池（セル）の製造と関連の深
い、基本設計、特性と用途、構造や規格の問題を
解説した。これらの事項は多くの技術内容を含ん
でおり、日々進歩の過程にある。また安全性（リス
クとハザード）はリチウムイオン電池の、古くて新
しい問題であり課題も多い。
■第 2 章の内容
リチウムイオン電池の製造において使用される
材料と部材は、種類や内容も多岐にわたる。製造
工程と関連付けて説明したいが、煩雑になるため
ここで原材料と部材だけを分離して解説した。
なお、導電剤やバインダー溶液などは、重複
になるが製造工程の中でも解説をした。
■第 3 章の内容
リチウムイオン電池は内部構造が複雑で、使用
される原材料の種類も多く、工程のステップも長
い。ここでは製造工程の全体の流れを概説すると
共に、個々の製造機器について詳述した。

また、工場原価を試算する際に設定したモデ
ルを例に、工程、機器の種類を示してそれぞれ
が何をしているかの流れを説明した。
■第 4 章の内容
リチウムイオン電池の製造工程の前工程、中工
程を解説した。前工程は粉体配合とスラリー調
整、中工程は塗工・乾燥と電極板加工などであ
る。それぞれの工程で原材料が逐次投入され、
各種の設備機器で加工・処理されている。
■第 5 章の内容
リチウムイオン電池の製造工程の後工程を解
説した。前中工程と大きく異なりクリーンでドライな
環境であり、ここで初めて化学材料の集合体であ
ったものが“電池”として命を吹き込まれる。同時
に、特性検査（充放電特性）によって、これまでの
工程の“最後の審判”が下されることにもなる。
■第 6 章の内容
高性能のリチウムイオン電池をより低コストで生

産することは、需要拡大への道を進める上での重
要なステップである。利便性で買われているスマ
ートフォンなど小型用途では、高くても（むしろ問
題にされないが、ＥＶや系統連系蓄電などの大型
用途は、トータルのエネルギーコストの中での、
電池コスト＝畜電コストの一部と見て、容赦のな
い評価がされる。現状の電池コストについて解説
した。
■第 7 章の内容
電池のニーズのあるＥＶないしＰＨＶが、今後さ
らに普及することは確かである。その鍵となるの
は、より比容量・ｋＷｈ／ｋｇ（Ｌ）の高い電池の低コ
ストの生産である。ポストリチウムイオン電池開発
まで一気に行くか否かはともかく、シーズとしての
高性能正・負極材の開発と実用化が急テンポで
進められている。一方、高性能原材料を活かした
電池製造は、電気化学的なセル設計を始めとし
て、かなりの困難が予想される。

