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リチウムイオン電池

旭化成の吉野彰博士ら３名の研究者が、「リチウムイオン電池の開
発」により2019年ノーベル化学賞を受賞したのは、まだ記憶に新し
い。今回は、改めてリチウムイオン電池とはどのような電池なのかを
紐解いてみる。最近では、ノートパソコン、スマホなどおなじみの
ツールには必ずと言っていいほど利用されている。しかし、昔は自分
でバッテリーパックを挿入したものだが、最近では既にインストー
ルされているので、実際にお目にかかることは少なくなった。今回の
ノーベル賞の受賞で、改めてこの発明が世の中を変えたことを思い知
らされた。

◆技術的な仕組みは

電池というと、多くの人にとっては電気を溜めておくものという
イメージだ。一方、技術的な仕組みから説明すると、物質の化学反
応または物理反応によって放出されるエネルギーを電気エネルギー
に変換する装置、ということになる。発電機は電磁誘導を利用して運
動エネルギーを電気エネルギーに変えるものを指すので、範囲は電
池よりも狭くなりそうだ。ただ、発電機には交流発電機もあるので、
電池の一部に発電機が含まれるというわけでもない。電池には電気を
発生させる仕組みとして化学、物理、生物などの種類がある。そして
乾電池やボタン電池、クルマのバッテリーとして使われている鉛電池
などとして、広く一般に普及している化学電池にフォーカスすると、
その中には使い切りの１次電池、充電して再利用が可能な２次電池、
外部から化学物質を入れて動かす燃料電池等の３種類がある。リチウ
ムイオン電池を定義するなら、化学反応を用いて電気を発生させる仕
組みを持ち、そして充電しての再利用が可能な２次電池になる。

ニッサンリーフe+に搭載されている64KWHの
リチウムイオンバッテリー

◆電池の構成

電池は、大まかに負極（マイナス）
、正
極（プラス）
、そして両極を橋渡しする電
解液の３種類の部品で構成されており、リ
チウムイオン電池もその例に漏れない。両
極がどのような素材か、電解液がどのよ
うな化学物質かで、その性能や充電の可
否が決まってくる。これらを用途や要求
性能などに合わせて変えることで、現在
日本に存在する電池は約4000種類にも及
ぶ。また、充電可能な２次電池には、リ
チウムイオン電池以外にもマンガン電池
やニッケル水素電池、鉛電池などが市販

リチウムイオン電池の仕組み

されている。しかし、それらの中でも「軽い」ことと「パワフル」で
あるという点で優れているのがリチウムイオン電池で、それにより広
く普及することとなった。

◆名前の由来と開発経過

リチウムイオン電池は、電極にリチウムが使われていることがその
名の由来だ。リチウムとは元素周期表で３番目に位置し、１立方 cm
あたり0.53g と金属の中では最も軽い。同時に、最も電子を放出しや
すいという特徴も持つ。この特徴により、電池にとても使いやすいと
考えられた。ただし、宇宙規模で非常に希少な原子である。リチウム
を電極に使った電池を作りたいと
考えた研究者は50年以上前から
いて、1970年に世界で初めてリ
チウムイオン電池の開発に成功し
たのがウィッティンガム博士。こ
の時は、負極に金属リチウムを、
正極に二硫化チタンを使い、２V
の電圧だった。そして1980年に
今度はリチウムを正極側に使用
し、コバルト酸リチウムを利用し
て、４Vでのリチウムイオン電池
を作ったのがグッドイナフ博士で
リチウムイオン電池の概念構造
ある。

◆難点がある

しかし、リチウムは水に触れると爆発するほか、人体に取り込まれ
ると有害であるなど取り扱いが難しく、市販化までにはさらに長い
時間を必要とした。多くの研究者の貢献があり、その集大成として
1991年に何度も繰り返し充電して使用できる安全な２次電池として
市販化したのが、今回の受賞者のひとりである吉野博士だった。この
時は負極に炭素材料の石油コークス、正極にコバルト酸リチウムを用
いて、４V の電圧だった。現在のリチウムイオン電池の電極はこれが
さらに発展したものとなっている。

◆社会的な影響は大きい

こうした吉野博士らの功績により、リチウムイオン電池が市販化さ
れたことで、スマートフォンなどがより便利に使えるようになった。
自動車関連においても、実用的な EV の登場はリチウムイオン電池な
しには考えにくく、現在もさまざまな改良がなされており、安全性を
向上させながら、同じ重量でも航続距離が伸び続けている。
しかしそんなリチウムイオン電池も、「充電に時間を要する」、「適
切に管理しないと発火の可能性がある」
、
「液漏れを起こす可能性があ
る」といった弱点が存在する。リチウムイオン電池の次の電池として
は、全固体電池が期待されているが、大容量のものが市販されるのは
早くても2020年代半ばといわれている。微細な容量の電池はすでに
実用化されている。今後も当面の間は、リチウムイオン電池が改良さ
れながら、人々の生活を支えていくことだろう。現代社会の縁の下の
力持ちに、ノーベル委員会が改めて光を当てた。
※関連の WEB サイトから著者改編

NMO Office Letter

京都発展の礎を築いた人たち
シリーズ第１弾

石田梅岩と石門心学
●石門心学とは

数人という状況だったが、出張講釈などを続けることで次第に評判は

石門心学とは江戸時代に石田梅岩（1685～1744）が創始した庶

民のための生活哲学。石門とは、石田梅岩の門流という意味。陽明学
を心学と呼ぶこともあり、それと区別するため石門の文字を付けた
と言われている。梅岩は、儒教・仏教・神道に基づいた道徳を、独自
の形で、そして町人にもわかりやすく日常に実践できる形で説いた。
そのため、「町人の哲学」とも呼ばれている。

高まっていった。また講義とは別に、毎月３回月次会（つきなみえ）
と呼ばれる研究会を開き、その中で多数の門弟を育てた。その月次
会での問答を整理したものが、元文４（1739）年に出版された『都
鄙問答』（とひもんどう）。田舎から京都へ出てきた者の質問に、梅
岩が答える形式をとっており、教学の基本理念が記されている。延
享元（1744）年には彼の主張の中核である「倹約」を説いた『斉家
論』（せいかろん）を出版したが、その直後に亡くなった。

●石門心学の思想

●後継者手島堵庵（てじまとあん）

17世紀末になると、商業の発展とともに都

梅岩亡き後、石門心学の中心的存在となったのが手島堵庵（1718

市部の商人は、経済的に確固たる地位を築き

～86）
。堵庵は京都の商家に生まれ、18才で梅岩に入門。44才の時に

上げるようになった。しかし、江戸幕府によ

家督をその子和庵（かあん）に譲り、以降は心学の普及につとめた。

る儒教思想の浸透にともない、商人はその道

梅岩を真理を求める求道者的存在とするならば、堵庵は庶民を教え導

徳的規範を失いかけていた。農民が社会の基

く指導者的存在。そして、組織の改革や教化方法の改善に手腕を発揮

盤とみなされていたのに対して、商人は何も

した。明和２（1765）年には富小路通三条下るに、最初の心学講舎

生産せず、売り買いだけで労せずして利益を

である五楽舎（ごらくしゃ）を設立。さらに安永２（1773）年、五

得ると蔑視されていたからだ。梅岩が独自の
学問・思想を創造したのも、そうした商人の

石田梅岩の像

精神的苦境を救うためだった。彼は、士農工

商という現実社会の秩序を肯定し、それを人間の上下ではなく単なる
職業区分ととらえるなど、儒教思想を取り込むような形で庶民に説い
た。倹約や正直、堪忍といった主な梅岩の教えも、それまでの儒教倫
理をベースとしたものだった。また、商人にとっての利潤を、武士
の俸禄と同じように正当なものと認め、商人蔑視の風潮を否定した。
これらの新しさとわかりやすさを兼ね備えた梅岩の思想は、新しい道
徳観を求める町人の心を次第にとらえていった。

●石田梅岩の人となり

条通東洞院東入に脩正舎（しゅうせいしゃ）を、安永８（1779）年、
今出川通千本東入に時習舎（じしゅうしゃ）を、天明２（1782）年、
河原町通三条に明倫舎（めいりんしゃ）をそれぞれ開設した。これら
の講舎は、その後組織化していく心学教化活動の中心的存在となって
いった。

●社会的に一大勢力に
また、女性だけの特別講座や年

少者のために日中行う「前訓」
（ぜ
んくん）という講座を開いた。そ
こでは俗語を用いた講話や、心学

石田梅岩は貞享２（1685）年、丹波国桑田郡東懸村（とうげむら、

現在の亀岡市東別院町東掛）の農家に生まれた。「梅岩」は号で、本
名は興長、通称は勘平。次男であったため、京都に出て上京の呉服商
黒柳家に約20年間奉公した。その間に、市井の隠者小栗了雲（おぐ
りりょううん）と出会い、思想を深めていく。梅岩は正式な学問を修
めたわけではないが、奉公の経験と了雲との出会いが、経済と道徳の
融合という独特の思想を生み出す基礎となったと思われる。

●京都市内で開塾する

梅岩は享保14（1729）年、車屋町通御池上る東側の自宅で講義を

始める。そこで彼は聴講料を一切取らず、また紹介者も必要としな
い誰でも自由に聴講できるスタイルをとった。初めのうちは聴衆も

の教訓を歌であらわした道歌が用
いられ、庶民に広く受け入れられ
た。その結果、民衆に広く受け入れ
られた心学は、天明・享和（1781

100年経営と石田梅岩研究会

～1804）の頃には、京都を中心に社会的一大勢力に発展した。その
背景には、都市部における寺子屋の定着によって、教育の必要性が庶
民に浸透したことが挙げられる。ただ一方で、梅岩の思想の哲学的側
面は薄れ、その教えは平易で単純なものになっていった。

●京都老舗の心の拠り所となる

当時士農工商の厳格な身分制度の中で、商売人の地位は最下位で

あったが、このイズムが社会に浸透したことにより、商人が力をつけ、
のちの明治維新への布石となる。まさに、日本の近代化の扉を開い
たともいえる。また、京都市内で開塾したことにより、当時いくつか
の大規模な商店や商人が勃興し、のちの京都の老舗を継承していくこ
とになる。江戸に幕府ができて、世の中が安定した時期とも重なり、
今でも事業を継続している「京都の老舗」がこの時期多数輩出した。
その背景には、石田梅岩らの石門心学の思想がベースにあったことは
間違いない。100年以上続く京都の老舗の礎を築いてくれたのは、ま
さにこの石田梅岩グループであった。

心学塾開講

※関連の WEB サイトから著者改編
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株式会社 地域計画建築研究所 様
（略称；アルパック）

【社

名】株式会社 地域計画建築研究所（略称：アルパック）
Architects, Regional Planners & Associates, Kyoto
【事 業 所】本社・京都事務所 〒600-8007 京都市下京区四条通リ高倉西入ル立売西町82番地
TEL.（075）221-5132（代表） FAX.（075）256-1764
大阪事務所／名古屋事務所／東京事務所／九州事務所／ホーチミン（ベトナム）
【代表取締役】森脇 宏
【設
立】昭和42年８月18日
【資 本 金】5000万円

アルパックは、よりよい地域社会を実現する
というソーシャルビジネス的な思いを、株式会
社という形態で取り組んでいる。こうしたスタ
ンスから、アルパックは経営理念を次のように
策定し、これに基づいて地域づくりに積極的に
貢献している。
アルパックは、
「持続可能な地域づくり」に貢
献するため様々な事業に携わっている。近年、地
域づくりに市民参加を組み込み、行政だけでな
く官民協力で進める事業が増えており、アルパッ
クの得意分野として実績を積み上げてきている。
アルパックは受注型の会社
アルパックは株式会社でソーシャルビジネス
的な事業も含めて、受注業務として取り組んで
いる。
主な発注者は行政（国、自治体）関係
地域づくり、特にソーシャルビジ
ネス的な取り組みになればなるほ
ど、行政（国、自治体）が果たす役
割は極めて大きく、アルパックが取
り組んでいる地域づくり業務の多く
は、行政（国、自治体）とその関係

機関（都市再生機構等）から受注している。
多くはプロポーザル（企画・提案）方式で受注
プロポーザル方式は、受託希望者が企画を提
案しその中から優れた案を提示した事業者を選
定する方式で、発注先選定に適した方式だと考
えている。アルパックは、提案力が評価されるプ
ロポーザル方式で、多くの業務を受注している。
創立以来、発展を支えた主な業務や、
全国に先駆けた業務等
関西文化学術研究都市
吹田駅前再開発
京都市ごみ調査
京都駅ビルの改築
港湾再開発
地域活性化に貢献する温浴施設

産 業 保 健 の現場から

第８回
治療と仕事を両立させるための具体的な支援策
①主治医の意見書

前回は「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイド
ライン（以下、ガイドライン）」より、「労働者（患者）の勤務情
報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）
」についてご
紹介しました。働くことについて主治医から意見をもらうには、
まず「どのような働き方をしているか？」という勤務情報を主治
医に提供する、というお話しでした。
今回は「主治医からどのように意見をもらったらよいか？」に
ついての様式例をご紹介します。
ガイドラインにおいて、主治医が事業場へ出す意見書には「①
治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際
の様式例（診断書と兼用）
」と「②職場復帰の可否等について主治
医の意見を求める際の様式例」の２つの様式例があります。①に
は病名を記載する欄があり診断書としても活用できます。②は治
療のために休職した後、復職を検討する際の意見書です。
「主治医

の意見を求める際の様式例」ですから、事業場から主治医に「こ
の様式に書いてください」とお願いすることになります。
これまでは、事業場から労働者（患者）に「診断書をもらって
きて」とだけ依頼することが多かったと思います。すると、主治
医からは「復職可」とシンプルなコメントが返ってきます。
「復職
はＯＫみたいだけど、配慮すべきことは無いのか？」
「今後の治療
の予定はどうなっているのか？」など事業場が不安に感じること
はないでしょうか？
ガイドラインの様式例では主治医が復職に関する意見（□復職
可 □条件付き可 □現時点で不可）や職場で配慮したほうがよ
いこと等を書く欄があります。
主治医と事業場が情報を交換して連携するために、上手く活用
されることをお勧めします。

松田雅子
独立行政法人労働者健康安全機構 京都産業保健総合支援センター
産業保健専門職（保健師）
〒604-8186 京
 都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361番1号
アーバネックス御池ビル東館５階
TEL：075-212-2600
E-mail：matsuda@kyotos.johas.go.jp
HP：https://www.kyotos.johas.go.jp/
＊この記事は京都産業保健総合支援センターHPから承諾を得て転載しています。
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今月の
推薦図書

2020年1月度

デジタルトランスフォーメーション
成功の条件

N M O 勉 強 会 開催案内

開催日：2020年01月25日（土）
開催時刻：講演会15時～17時／新年会17時～19時
開催場所：講演会・新年会とも COCON 烏丸ビル４Ｆ



シティラボ
講演会：第１部ゲスト講師（講演者未定）／
第２部成岡の講演
講演会参加費：1,000円
新年会参加費：3,000円
定

員：講演会30名／新年会30名

075-353-7120

全ての事業者にとって、
事業承継や後継者対策は
避けることのできない課題
です。経営の悪化や技術・

京都府事業引継ぎ支援センター

特別出張

雇用の喪失、廃業といった
事態を避ける為には、早め
早めの検討と対策が重要

週末・平日夜開催

相談会

です。

かに会社を引継ぎたいが、
どのように探したらいい
か」
「社員に承継したいが、
どう進めればよいかわから

日時
会場

員

ない」など、多種多様なみ
なさまのお悩みを専門家が
お伺いし、スムーズな事業

申込締切

各回の開催日の８日前

１１ 9
終了

土

中央

13 :00
16 :00

京都商工会議所（７−Ｆ会議室）
第４回

１2 18

南部

18: 00
水

21: 00

京都テルサ（第４会議室）

第７回

2 1

西部

13 :00
土

16 :00

ホテル京都エミナース（嵯峨の間）
第 10 回

3 18

創業家のリスクマネジメント

～本当にあった「お家騒動」に学ぶ～

裏面の申込書にご記入のうえ、FAX でお申込みください。
申込書受理後、本センターより確認の連絡を致します。
※お申込み頂いた回の定員を超えている場合は、別日程で調整させて頂きます。

第１回
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ご都合にあわせて、いずれの会場にご参加頂いても構いません。
上記以外にも、平日昼間（10：00〜17：00）は、
京都府事業引継ぎ支援センター（京都経済センター７階）でも
個別相談を承っています。

秘 密厳守

京都商工会議所（７−Ｆ会議室）

第１章：なぜ日本企業はデジタル後進国になったのか
第２章：日本企業が誤解している DX の正体
第３章：DX 成功のための条件
第４章：DX がもたらす企業変革
第５章：日本の DX のこれからを考える
対 談：デジタル領域を牽引するトップランナーとの特別対談

のバトンタッチをサポート
します。

各回２社程度（１社あたり１時間程度）
事前予約制。先着順。

【目 次】

るかどうか迷っている」
「誰

お悩みではありませんか？

申込方法

いま、日本ではデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが
欧米に比較して非常に遅れているという。では、そもそもデジタルト
ランスフォーメーション（略称 DX）とはどういう概念なのか。それ
は、AIやブロックチェーンなどの暗号化技術、ビッグデータ、クラウ
ド、IoT などのデジタルテクノロジーを駆使して、根本的にビジネス
モデルを変革しようとする動きだ。日本企業がこの DX の動きに遅れ
ている最大の原因は、従来のビジネスモデルにITの延長線上で考えて
いるから。この DX の動きは、根本的にビジネスモデルを変革する強
い意志を持たないといけない。破壊的なイノベーションがもたらす大
きな動きに、日本企業は腰が引けているのが現状だ。このままでは、
GAFA などの先進的な動きに、もっと置いて行かれかねない。警告の
１冊。

特 別出張 相 談 会 では 、
「後継者がおらず、廃業す

後継者問題で、
定
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相談無料

公的機関ですので、お気軽にご相談ください。

編集後記

第１章：創業家は必ずもめる！
第２章：間違った承継対策がお家騒動をさらに深刻に
第３章：事業承継はまず身内の情報収集から
第４章：会社と家族を崩壊させない正しい承継対策
第５章：円満に経営をバトンタッチして未来永劫に遺る会社を
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剛志

日本の中小企業では、いまだにオーナー企業が圧倒的に多い。その
オーナー企業では、会社＝事業と創業家＝個人とが絶妙のバランスの上
に成り立って経営が行われている。この絶妙のバランスが、事業承継と
いう30年に一度のビッグイベントの際に崩れることがある。創業オー
ナーが亡くなり、相続が起こり、後継者の指名が行われるころになる
と、身内から、社内からいろいろな雑音が入ってきて、順調に承継が行
われるとは限らない。特に、後継者のリーダーシップに難点があると、
ボタンの掛け違いも起こり、意思疎通は断絶し、疑心暗鬼が起こり、社
内が動揺し派閥ができる。先代の時代では想像もつかないような醜い争
いごとが起こる。本書は創業家の事業承継をつぶさに多くの事例を見て
きた著者が書き下ろした、現実にあったお家騒動のレポートだ。参考に
なる１冊だ。

【目 次】

引っ越しから１か月。ようやく新しい住環境にも慣れてきた。当初、どこに何
が置いてあるのか分からず、いつもの数倍の時間を要した。しかし、引っ越し
移転に際して思い切って大量の過去の資料や什器を廃棄したので、想定以上に
余裕の空間が生まれた。特に業務関係の資料を山ほど廃棄したので、この部分
が大きく空いた。また、数年以内にこの空いた空間が満杯になるかと思うと、
ぞっとする。（な）
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送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。
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