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全固体電池

最近リチウムイオン電池を超える次世代の電池として「全固体電
池」という言葉をよく耳にする。「電池は最初から固体だ」と思われ
る方も少なくないが、この全固体電池は従来の電池と異なるいくつか
の特性を持ち、リチウムイオン電池を超える性能を秘めている。すで
に一部は実用化されており、10年以内に電気自動車への搭載が始ま
る予定だ。

◆全固体電池とは

全固体電池とは、
電流を発生させ
るために必要でこれまで液体だっ
た「電解質」を固体にした仕組み
の電池のこと。電池は主に「電極」
「活物質」
「電解質」で構成されて
おり、活物質や活物質に含まれる
イオンが電解質というプールの中
リチウムイオン電池と全個体電池の違い
を泳ぐことで電極間（負極から正
極の間）に電子を通し電気を発生させている。つまり、電池を構成す
る電解質は「イオンが素早く動き回れるような特性」を持っていなけ
ればならない。電池も人間の血液と同様で、電解質が失われたり凍っ
て固まったりすれば、電気エネルギーの移動がスムーズに行えなく
なって電気が流れなくなる。固体電池はこの欠点を克服した。

◆全固体電池の構造

19世紀に開発されたボルタ電池、さまざまな電子機器で使われて
いるリチウムイオン電池、どちらのケースでも電解質は液体であり、
液体の中を水素イオンやリチウムイオンが動き回り、電極に電子を通
すことで電気が流れる。ボルタ電池は電解質が薄い硫酸、リチウムイ
オン電池の電解質は発火・爆発の危険性がある有機溶媒が使われてお
り、二重三重の安全対策が必要不可欠。そんな危険な液体電解質は、
凍って固体になってしまうと電気を流さなくなる。
ところが、全固体電池ではこの電解質に特殊な物質を利用すること
で、固体であるにも関わらず電気が流れる。内部で電子を運搬する小
さな物質（イオン）が動き回っ
て十分な電気を流すことができ
る物質が発見されたことで全固
体電池の開発が活発化した。全
固体電池では液漏れを防ぐ丈夫
な容器という縛りがなくなる。
薄くしたり、層を重ねて多重構
全個体電池の仕組み 造を作ったり、折り曲げること
も可能になる。

◆固体の電解質

全固体電池は内部をイオンが伝導できる固体電解質に置き換えたも
の。現在活発に開発が進められているのは、硫化物や酸化物といっ
た無機材料だが、樹脂系の材料を検討する企業もある。ちなみに日
立造船は硫化物系、FDK は酸化物系。こうした硫化物や酸化物は製
造プロセスで500～1000度に加熱するので、そもそも耐熱性が高い。
100度という高温でも動作可能。一方で低温側は、性能が低下するの
は有機系電解液と同じだが、低下の度合いが少なくマイナス30度も
実用域になる。さらに、従来のリチウムイオン電池のような液漏れ

が発生しないので真空中のような厳しい環境でも使える。このため、
宇宙のような厳しい環境でも使えるという特徴がある。

◆小型にでき構造的に熱の発生を抑制

全固体電池が注目されている理由は、電池の画期的な小型化が可能
で、しかも数分というような急速充電が実現できるという点が注目さ
れている。全固体電池でなぜ電池を小型化できるのか。電解質は単に
イオンが移動するだけの物質なので、これが液体から固体に変わっ
ただけでは電池のエネルギー密度は上がらない。にもかかわらず電池
の小型化が可能な理由の一つは、熱に強いこと。構造的に全固体電池
は、多数の電池セルを積み重ねたような構造にすることで高い電圧を
得ることができる。正極と負極を裏表に張
り合わせたような形でセルを積み重ねてい
くので、セル間を流れる電流は非常に断面
積の大きい経路を流れていくことになり、
セル同士を配線で結ぶ従来型の電池に比べ
て電気抵抗を大幅に低くできる。これが、
大電流が流れたときに発生する熱を少な
村田製作所の全個体電池
くできる理由だ。

◆国家プロジェクトも始動

こうした可能性に注目し、国家プロジェクトも始動した。新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は2018年6月、全固体リチ
ウムイオン電池を早期に実用化するための研究開発プロジェクトの第
2期をスタートさせた。同プロジェクトでは、自動車・蓄電池・材料
メーカー23社および大学・公的研究機関15法人が連携し、全固体リ
チウムイオン電池の要素技術の開発や、試作品を使った量産プロセ
ス、電気自動車（EV）搭載への適合性を評価する技術の開発に取り
組む。同プロジェクトでは2030年ごろの量産を目指し、現在のリチ
ウムイオン電池に比べ
て体積エネルギー密度
で3倍（600Wh/L）
、急
速充電時間を1/3（10
分）
、そしてコスト1/3
（1万円 /kWh）を狙っ
ている（いずれも電池
。
市場予測 パックでの数字）

◆なぜこれまで実用化できなかったのか？

これだけ有利な特徴を備えていながら、なぜこれまで全固体電池は
実現しなかったのか。最大の理由は「イオン伝導率の高い固体電解質
がこれまで見つかっていなかった」から。イオン伝導率とは電解質の
中でイオンが移動しやすいかどうかを示す指標。リチウムイオン電池
は正極と負極の間でリチウムイオンが電解質を伝わって移動すること
で充電・放電をしている。電解質の中でリチウムイオンが移動しにく
ければ、十分に充電や放電ができない、すなわち電池としての性能が
低いということになる。ここにきて全固体電池の開発が活発化してい
るのは、既存の液体電解質を上回るイオン伝導率を示す新しい固体電
解質を東京工業大学とトヨタ自動車などが共同で開発したためだ。
※関連 WEB サイトから編集しました
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成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

コロナ後の世界はどうなる：その１ 庶民生活編
いまや全世界に猛威を振るう「新型コロナウィルス」。中国とアメ

ておいしいものを食べながらの観戦もできるようになる。６Gの世界

リカで喧嘩が始まっているが、いまだに終息が見えない。しかし、い

では、今よりもっと迫力のある画像が送られてくる。もちろん現場

つかは下火になり、いつかは世界が克服したという時期が来るだろう

に観戦に行く人もあるが、VR 技術を駆使した生中継が普及するだろ

が、それまでに何が起こるか、どうなるだろうか。まずは庶民生活を

う。スポーツイベントビジネスも様変わりする。

大胆に予測してみる。

●学校が変わる

１学期がまともに終わるかも疑わしい。夏休みが異常に短くなる可

能性もある。夏休みの猛暑に学校に来ることを強制して、無理やり勉
強させても意味がない。それより、在宅のオンラインで好きな時間に
好きなように勉強さす。自己管理のできる子とできない子で差が激し
くなる可能性がある。教師側も随時対応できる教材やソフトの開発が

WEB 会議

急がれる。従来の学校に出てきて、教室において集団で授業を受ける
というスタイルが次第に変わってくる大きなきっかけになるだろう。
ランドセルも要らないか。全員タブレット持参で通学する。文房具業
界も、教科書や学習参考書の出版業界も、多くの関連した業界で異変
が起こる。学習塾も大きく変わる可能性がある。教員の養成課程も変
わるだろう。いいことだ。

●テレワークが普及する

会社に出かけないで在宅でする業務が増えてくる。増えてくるとい

うより、在宅でもできるように会社の業務を変えていく努力がなされ
る。首都圏や東海地区、関西でもいずれは大地震が起こるから、出勤
して帰宅難民になる可能性があるので、企業はどんどん在宅でできる
システムに投資をして開発するだろう。出勤は週に１回月曜日だけで
いい。通勤地獄から解放されるので生産性はかえって上がるはずだ。
交通機関を運営する会社にとっては、大きな痛手になる。そうなる
と、駅から何分という宅地の条件が、必ずしも好条件とは言えない。
本社から相当距離があっても、特に支障のない働き方ができる可能性
が高い。

新しい就活

●買い物が変わる

食品スーパーに出かけて、買い物かごに食品を入れて、レジに並ん

で精算をするという従来の買い物スタイルがどんどん変わる。今でも
そうだけど、タブレットやスマホの端末での買い物がどんどん普及す
る。ここで一番大事なのは配達。配達も、時間指定で宅配ボックス

テレワークが主流

の普及などでかなり効率的になる。冷凍食品などがあるから、置いて
から２時間くらいで取り込まないといけないだろうが、高齢者の一人
暮らしなどは非常に便利になる。配達は、出前業者が空いている時間
で請け負う。１回につき300円から500円くらいかかるかもしれない

●製造業に勤務する人はどうする

実際に工場の現場に出かけないと仕事にならない人も多い。大型

が、タクシー会社も参入しニーズは高い。

の機械装置が工場にあり、その機械でないと作れない製品があると、

●美容院や理髪店はどうなる

いうわけにはいかない。しかし、京都府南部のH社のように、昼間は

これは出勤して現場で作業をしないと仕方ない。在宅でテレワークと

こればかりはお店に行かないと仕方ない。サービスをその提供さ

製造のデータを作り、夕方に機械にインプットして、夜間に設備を無

れる場所に行って受けないといけないことを、サービスの「同時性」

人で動かし、翌日には製品が完成しているというシステムも、あなが

という。サービスの提供と享受が同時に行われるという意味だが、こ

ち夢ではない。となると、データの作成が自宅でできれば、現場工場

れに該当する業種業界は依然として同じようなビジネススタイルで行

に出勤するのは最小限の人数でいいということになる。

わないと仕方ない。変わるとすれば、集団的に緊密に集まって行っ

●働き方が変わるとライフスタイルが変わる

ているようなサービスは、時間帯をずらすとか、間隔を開けるとか、
今回キーワードになったソーシャルディスタンス（社会的距離）を２
メートル取るように指導されるだろう。あるいは、小さな空間でぎゅ

子供の学校、病院への通院、買い物スタイルの変化、スポーツジ

ム、学習塾、飲食店、ファーストフード、食品スーパー、コンビニエ

うぎゅう詰めになって行われているお店には足が向かなくなる。

ンスストア、などなどとにかく日常生活に関連する多くの店舗、会

●スポーツ観戦が変わる

ような革新的な変化は、急激にやってきて大胆に変わることが多い。

やはりスポーツは現場に行って観戦するものだとばかり思っていた

社、企業、業界で何らかの小さな変化が確実に起こるだろう。この
気が付けば、周囲が全部そのようになっていたというのでは、取り残

が、こうなると無観客試合というのが現実味を帯びてきた。現場に

されること必定。人生100年に向けて、2000万円の貯蓄も大事だが、

山ほどのカメラを持ち込めば、臨場感あふれる画像が瞬時に送られて

まずはコロナ後のライフスタイルの変化を見極め、それについていく

くる。観客同士の一体感は乏しいが、家族や友人と自宅で寝そべっ

努力をしないといけない。
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株式会社タナベ 様
【社

名】株式会社タナベ

【創

業】1924年（大正13年）

【設

立】1988年（昭和63年3月1日）

【所 在 地】京都本社：京都市南区上鳥羽高畠町105番の1



TEL：075-681-0178 / FAX：075-681-0179
札幌支社：札幌市中央区南28条西10丁目



TEL：011-561-8309 / FAX：011-561-6607
【資 本 金】3,000万円
【代表取締役】田辺

紀之

【事業内容】タクシー関連機器販売・取付／タクシー関連システム販売・開発 ／タクシー関連 IoT ソ
リューションの販売
株式会社タナベは、1924（大正13年）に車両付属品修理を目的
に創業。創業当時から、タクシーメーターのトラブルに即座に対
応、時には部品を製造し、顧客のニーズに対応してきた。現在の
事業基盤のタクシー事業部では、タクシーメーターを筆頭に、車
載用機器・事務用機器、給与システムに加え、近年劇的に変化す
るタクシー業界に対応する為に、外国語対応、人材採用、IoT関連
事業など、「タクシーのことならなんでもタナベ」をモットーに、
顧客ニーズに沿った質の高い製品とサービスを提供。近年では、
タクシーに乗るお客の様々な決済機能の多様化や、インバウンド

観光客への対応、ドライブレコーダーの装備など、デジタル化に
対応する多くのデバイスへの知識も必要となってきている。
また、全国的にはスマホによる配車アプリの普及、Uber など
のライドシェアなど、以前では考えられなかった多くの革新的な
サービスが登場し、タクシーも単にお客を運ぶだけという機能か
ら、移動体として今後多くの新しい役割が期待されている。Maas
という移動に関する新しいシステムの導入も今後は現実のものと
なり、それにかかわるタクシーの役割も大きく変化することが予
想される。
※㈱タナベのホームページより転載改編

クレジット決済処理機

南区本社
田辺紀之

タブレット型
タクシーシステム

社長

カーナビゲーション

新
事 業支援の現 場から
新事業支援の現場から
第2回 「ピンチをチャンスに
～商品企画のポイント～」
新型コロナウイルスで社会全体に大きな影響が出ており、
多くの方が休業や売上減少に大変困っておられます。私自身
も仕事のキャンセルが複数あります。
今回は相談現場の例ではありませんが、少しでもチャンス
を見つけていただければと思い、商品企画のポイントをご紹
介します。
ご承知の通り、マスクが大変不足しています。そこで繊維
関連企業の多くが、工夫を凝らし様々な布マスクを提供され
ています。また、飛沫防止用フェースシールドが不足し、某
病院は書類用クリアファイルを用いてフェースシールドを手
作りされています。
この例から商品企画のポイントでお伝えするのは、「機能
（目的、何を満足させるか）」です。不織布マスクのレベルと
違うかも知れませんが、厚い布マスクは飛沫拡散を相応に防
げるでしょう。クリアファイルは見栄え悪いかも知れません

タクシーメーター

ドライブレコーダー

が、顔への飛沫は防げます。ここで必要な機能は、目鼻口に
ウイルスが触れないことです。もし時間あれば、皆さんの製
品をどう工夫すれば、目鼻口にウイルスが触れないよう役立
つか一度ご検討下さい。足りない部分があれば、他の部品材
料の組合せもお考え下さい。
一方、多くの飲食店も大変大きな影響を受けられ、テイク
アウトで何とか頑張っておられるお店もあります。その際、
もし大きい冷蔵庫や冷凍庫をお持ちなら、品質管理に気を付
けたうえで冷蔵や冷凍の商品を違う時間帯に提供することが
考えられるかも知れません。
商品企画のもう一つのポイントは、
「今までの形にこだわら
ないこと」です。方法を変えれば？時間を変えれば？など、
今までの対応から少しずらして考えてみて下さい。
そして何より、決して一人で抱え過ぎず、様々な支援を活
用して何とか乗り切りましょう！
Profile

多田 知史（ただ

さとし）

中小企業診断士
合同会社 Business Departure 代表社員
株式会社成岡マネジメントオフィス 社外取締役
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今月の
推薦図書

2020年10月度

AI 失業前夜

N M O 勉強会

〜これから５年間、職場で起きること〜

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

著 者：鈴木 貴博（経営戦略コンサルタント）
発 行：株式会社 PHP 研究所
初版発行日：2018年７月２日
定 価：890円＋税
ページ数：238ページ
版 型：新書版

※2020年10月度 NMO 勉強会は、外部見学会を企画中ですが、昨今の状
況が流動的なため、内容が決まり次第メールマガジンで広報いたしま
す。

開催日：2020年10月10日（土）
見学先：現在交渉中（京都府下製造業の予定）
内 容：現地見学と代表者からのプレゼンテーション
時 間：15時〜
集合場所：別途連絡
参加費：無料

少し発行は古いが書名に惹かれて読んでみた。本格的に「仕事消
滅」が始まるのは2025年といわれている。今回のコロナ騒動でテレ
ワークや在宅勤務が一気に現実のものとなった。待てよ、在宅ででき
る仕事の大半は AI で置き換えることができるのでは？。そう思うと、
背筋が寒くなってきた。Q&A のテレワークでも音声応答なら膨大な
過去のデータから類似物を探し出すのは、AIのお手の物だ。将棋の世
界もAIが普及したことで若手がどんどん強くなった。あなたのワーク
が将来全部とは言わないが、大半 AI に置き換わる可能性があるなら、
付加価値が低い証拠だ。自分しかできないノウハウ、自分ならできる
ことを、今から明確にして仕事をしないといけない。中途半端なゼネ
ラリストより、尖ったやんちゃのほうがいい。

※終了後近隣での懇親会を計画中ですが、昨今の状況により中止もあり
得ます。

第28期（2020年度後期）

成岡秀夫経営塾

時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
セミナールームにて

形式
費用

成岡からの講義形式／毎回自由参加
毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）


定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

スケジュールと内容
講座番号

※一部内容を変更することがあります

開講日

曜日

28-1 2020/10/18 日曜日

課

題

決算書・試算表を理解する
～貸借対照表の資産と負債の意味～

決算書・試算表を理解する
28-2 2020/11/15 日曜日 ～損益計算書が表す売上と利益の考
え方～
キャッシュフロー計算書からつかむ
28-3 2020/12/13 日曜日 資金の動き
～現実の資金繰りのポイント～
設備投資の投資判断基準と管理会計
28-4 2021/01/17 日曜日 の活用
～収益管理の考え方～
28-5 2021/02/14 日曜日

事業計画の作り方
～３年先を考えて来年を考える～

28-6 2021/03/14 日曜日

経営戦略の立て方と考え方
～会社運営のポイント～



【目 次】

マネジメント基本講座シリーズ



平成の経済

〜政策混迷が招いた熱狂・転落・苦闘〜
著 者：小峰 隆夫（大正大学教授）
発 行：日本経済新聞社
発行日：2019年４月９日
定 価：1,800円＋税
ページ数：312ページ
版 型：A５版
本書は平成を年代順に５部構成になっている。バブル期の末期とそ
のバブルが崩壊した時期に当たる。次の時代は緊急危機とデフレの発
生。アジア通貨危機、金融ビッグバン、省庁再編成などが立て続けに
起こった。デフレが永く続きだしたのも、この時期に当たる。小泉構
造改革と不良債権処理では、圧倒的な支持を得た小泉首相が不良債権
の処理をどんどん進めた。次に起こったのがリーマンショック。また
最後では東日本大震災なども起こり、大きな痛手を負うことになる。
最後はアベノミクス。新三本の矢という政策のもと、日銀はゼロ金利
政策に走る。最後は平成の経済を総括し、そこから何を学ぶか。平成
の30年を振り返り、そこから後世に得た多くの教訓をまとめてある。

【目 次】

編集後記
何もかもが、どんどん深刻になってきた。祇園祭も実質中止になった。プロ野
球も J リーグもない。夏の高校野球も開催しないことになるはずだ。おそらく、
近いうちに2020東京五輪の中止が発表されるだろう。一時的に緩和しても、
またぞろ第２波がやってくるだろう。結局、６割の人に免疫ができて、ワクチ
ンが行き渡って初めて終息したことになる。２年くらいかかるだろう。いよい
よ過酷なサバイバルゲームが始まった。（な）

第１章：AI 失業を巡る世界
どのように仕事は消滅していくか
第２章：パワードスーツ効果の恐怖
なぜ、年々仕事が忙しくなるのか
第３章：正社員の消滅
その定義と役割はいかに変化してきたか
第４章：「法規制で雇用を守る」日本の末路
AI 失業か、それとも AI 後進国か
第５章：人工知能が作り出す「便利だけど怖い」未来
あなたの選択はいかに操作されていくか
第６章：人が要らなくなる職場、人が足らないままの職場
職場や人生の目的はどう変わっていくか
第７章：10年後でも生き残れる「３つの人材」
この先どのような仕事を選ぶべきか

第１部：バブルの崩壊と失われた20年の始まり
バブルの生成とその背景／バブルの崩壊とバランスシート調整問
題の発生／繰り返された財政刺激と金融政策の方向転換
第２部：金融危機とデフレの発生
アジア通貨危機と金融危機／デフレの発生と金融政策／挫折した
構造改革の挑戦
第３部：小泉構造改革と不良債権処理
小泉改革とは何だったのか／不良債権処理の進展と構造改革の進
展／デフレの継続と量的金融緩和
第４部：民主党政権の誕生とリーマンショック
政権交代前夜／政権交代と動き出した民主党政権／リーマンショッ
クの後遺症と東日本大震災下での経済政策運営
第５部：アベノミクスの展開
安倍政権の誕生と三本の矢／異次元緩和の展開とその限界／これ
からの経済的諸課題
終 章：平成経済から何を学ぶか
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