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リチウム空気電池の共同開発に関するお知らせ 
 
当社ファインケミカル部門の共同開発パートナーである米国 IBM（NYSE：IBM）は、

本日、当社が IBM の「Battery 500 Project」チームに参加し、電気自動車用リチウム空気

電池の共同開発に取り組むことについて発表を行いましたので、別添資料のとおりお知ら

せいたします。 
 
【本件に関するお問い合わせ】 

セントラル硝子株式会社 化成品事業企画部 TEL：03-3259-7377 
以 上  



IBM Research Boosts Battery 500 Project with New Materials Partners 
 
Asahi Kasei and Central Glass to enhance electric vehicle lithium-air battery innovation  
 
SAN JOSE, Calif. – April 20, 2012: IBM (NYSE: IBM) today announced that two industry leaders -- Asahi 
Kasei and Central Glass -- will join its Battery 500 Project team and collaborate on far-reaching research 
with the potential to accelerate the switch from gasoline to electricity as the primary power source for 
vehicles. 
 
In 2009, IBM Research pioneered a sustainable mobility project to develop lithium-air battery technology 
capable of powering a family-sized electric car for approximately 500 miles (800 km) on a single charge.  
 
As partners in the Battery 500 Project, Asahi Kasei and Central Glass bring decades of materials 
innovation for the automotive industry to the team. They will expand the project’s scope and, although the 
scientific and engineering challenges to its practical implementation are extremely high, exploring several 
chemistries simultaneously increases the chance of success. 
 

• Asahi Kasei, one of Japan's leading chemical manufactures and a leading global supplier of 
separator membrane for lithium-ion batteries, will use its experience in innovative membrane 
technology to create a critical component for lithium-air batteries. 

• Central Glass, a leading global electrolyte manufacturer for lithium-ion batteries, will use its 
chemical expertise in this field to create a new class of electrolytes and high-performance 
additives specifically designed to improve lithium-air batteries. 

 
“These new partners share our vision of electric cars being critical components of building a cleaner, 
better world, which is far less dependent on oil,” said Dr. Winfried Wilcke, IBM’s Principle Investigator who 
initiated the Battery 500 Project. “Their compatible experience, knowledge and commitment to bold 
innovation in electric vehicle battery technology can help us transfer this research from the lab onto the 
road.” 
 
Most electric vehicles can only travel about 100 miles before needing to recharge using today's lithium-ion 
batteries. This is a significant barrier to electric car adoption unless a new battery technology can be 
developed that is affordable, lightweight, compact and has the capacity to power a typical family car 
several hundred miles or more on a single charge. 
 
For a car running on today's lithium-ion batteries to match the range provided by a tank of gasoline, car 
manufacturers would need a very large battery which would weigh down the car and take up too much 
space. Lithium-air batteries have higher energy density than lithium-ion batteries, due to their lighter 
cathodes and the fact that their primary "fuel" is the oxygen readily available in the atmosphere. To 
popularize electric cars, an energy density ten times greater than that of conventional lithium-ion batteries 
is needed, and these new partners to the project can help drive lithium-air technology towards that goal. 

“New materials development is vitally important to ensuring the viability of lithium-air battery technology,” 
said Tatsuya Mori, Director, Executive Managing Officer, Central Glass. “As a long-standing partner of 
IBM and leader in developing high-performance electrolytes for batteries, we’re excited to share each 
other’s chemical and scientific expertise in a field as exciting as electric vehicles.”    
 
“We are very focused on addressing environmental challenges and limitations with diverse technology to 
build a brighter future. This alliance allows us to explore a new path to developing an improved 
rechargeable battery performance that can not be met with conventional technologies,” said Tetsuro Ohta, 
Head of Advanced Battery Materials Development Center, Asahi Kasei.  
 
This research will take place at IBM Research – Almaden in California. 
 
About The Battery 500 Project  
 
The switch from gasoline to electricity as the primary power source for vehicles stands to be one of the 
most important technology shifts of the first half of the 21st century. Recognizing this need, scientists at 
IBM Research-Almaden started the Battery 500 Project in 2009 to develop a Lithium-Air battery that could 
travel 500 miles on a single charge. Leveraging IBM’s leadership across science and technology in 
chemistry, physics, nanotechnology and supercomputing modeling in both its Almaden and Zurich 
laboratories, this research is also done in conjunction with the other Battery 500 Project collaborators, 
including national laboratories.  



IBMリサーチ、材料分野の新パートナーと共にBattery 500プロジェクトを強化 

旭化成、セントラル硝子、 

電気自動車向けリチウム空気電池のイノベーションを促進 

 

[米国カリフォルニア州サンノゼ、2012年4月20日(現地時間)発] 
 

IBM（NYSE：IBM）は本日、業界のリーダー的企業である旭化成株式会社(以下旭化成)
とセントラル硝子株式会社(コード番号4044、以下セントラル硝子)の2社がIBMのBattery 
500プロジェクト・チームに加わり、自動車の主要エネルギー源をガソリンから電気へ

加速的に転換させる可能性をもつ遠大な研究に共同で取り組む、と発表しました。 

 

2009年、IBMリサーチは、ファミリー・サイズの電気自動車が１回の充電で約500マイ

ル(800キロメートル)走行することを可能にするリチウム空気電池の開発を行う、新し

い持続可能なモビリティー・プロジェクトを立ち上げました。 

 

旭化成およびセントラル硝子は、Battery 500プロジェクトのパートナーとして、各社が

長年にわたって培ってきた自動車業界向けの材料のイノベーションを当プロジェクト

に持ち寄ります。実用化までには壮絶な科学面・エンジニアリング面のハードルが立ち

はだかっています。その成功の可能性を高めるために、2社は当プロジェクトの研究範

囲を拡大して、複数の化学的分野の探求を並行して推進します。 

 

●日本を代表する化学メーカーの１社であり、リチウムイオン電池用セパレータで高い

シェアを有する旭化成は、これまで培ってきた膜開発技術を生かし、リチウム空気電池

の重要な構成要素部品を開発します。 

●自動車用リチウムイオン電池向け電解液を世界市場向けに生産しているセントラル

硝子は、当分野における化学的知見を生かし、リチウム空気電池の性能を向上させるこ

とに主眼をおき、新種の電解液および高性能添加剤を開発します。 

 

リチウムイオン電池を搭載した今日の電気自動車の大半は、一回の充電で走行可能な距

離は約100マイル（160ｋｍ）であり、電気自動車普及の大きな障壁となっています。手

ごろな価格で軽量、コンパクト、そして典型的なファミリー向け自動車が、１回の充電

で数百マイル走行するだけの電気容量を蓄えられる新しいバッテリー技術の開発が求

められています。 

 

今日のリチウムイオン電池を搭載した電気自動車が、燃料を満タンにしたガソリン自動

車に匹敵するだけの距離を走行可能にするには、非常に大きなバッテリーが必要となり



ますが、そうすると自動車の重量は増し、多大なスペースを占有してしまいます。リチ

ウム空気電池は、その軽量な陰極と大気中にある酸素を主燃料とする構造により、リチ

ウムイオン電池に比べてより高いエネルギー密度を有しています。電気自動車を広く普

及させるには、既存のリチウムイオンバッテリーの10倍以上のエネルギー密度が必要と

されており、今回の新しいパートナーのBattery 500プロジェクトへの参加は、リチウム

空気電池技術をその目標達成に向け推進する大きな力添えになるものです。 

 

なお、当研究は、米国カリフォルニア州サンノゼにあるIBMアルマデン研究所で行われ

ます。 

 

The Battery 500 Project について 

自動車の主要エネルギー源をガソリンから電気へ転換することは、21世紀前半における

最も重要な技術転換の１つとなるでしょう。このニーズを認識したIBMアルマデン研究

所の研究員は、2009年、１回の充電で500マイルの走行を可能にするリチウム空気電池

の開発を行うBattery 500プロジェクトを立ち上げました。IBMアルマデン研究所および

IBMチューリッヒ研究所双方で行っている化学、物理、ナノテクノロジー、スーパーコ

ンピューティング・モデリングといった科学技術全域におけるIBMのリーダーシップを

活用し、国立研究機関を含む他の共同研究協力者と連携して、本Battery 500プロジェク

トは推進されます。 

 

以上 

 

当報道資料は、IBM Corporation が2012年4月20日（現地時間）に発表したプレスリリ

ースの抄訳です。 

 




