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司会＝原田亮介・日本記者クラブ理事長（日本

経済新聞専務執行役員論説委員長）  

きょうは 12 月 10 日にスウェーデンの王立

科学アカデミーでノーベル化学賞を受賞され

た旭化成の名誉フェロー、吉野彰さんにおいで

いただきました。 

受賞後に諸行事を済まされて、15 日に帰国

されたばかりで、受賞後、国内でまとまった記

者会見を行うのは今回が初めてです。 

吉野さんは京都大学の工学部を卒業された

後、旭化成の研究者となられて、リチウムイオ

ン電池の開発に取り組み、1985 年にその原型

をつくられました。 

リチウムイオン電池はその後、いまわれわれ

が使っているスマートフォンのバッテリー、電

気自動車のバッテリーという分野にも使われ

るようになりました。ノーベル化学賞の選考に

あたったスウェーデン王立科学アカデミーは

授賞理由の中で、「リチウムイオン電池はワイ

ヤレス社会、化石燃料を使わない社会の基盤と

なった」とし、地球環境に対して大きな利益を

もたらしたということを述べております。 

この電池がないと、一種のスマホを前提とし

た、いま大変話題になっている GAFA と言われ

るインターネットのプラットフォーマーの出

現という事態も起きなかったでしょうし、この

間までスペイン・マドリードで開催されていた、

国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議

（COP25）で日本にも厳しい視線が向けられた

わけですが、今後の気候変動に対してわれわれ

がどう取り組むべきか、ということについても

示唆深い受賞理由だったのではないかと思い

ます。 

それでは、吉野さん、お話をお願いいたしま

す。 

吉野彰・旭化成名誉フェロー  どうも、皆さ

ん、おはようございます。吉野でございます。 

12月 5日に出発しまして、約 10日間ストッ

クホルムに行ってまいりました。日本に戻って

きたのが 15 日でございます。まず、ストック

ホルムでの 10 日間のお話を簡単にご紹介させ

ていただきたいと思います。 

出発にあたりまして、私として、ストックホ

ルムで重要なイベントとして、一つは 12 月 8

日に行われましたノーベルレクチャー――30

分間ほどプレゼンするわけですけれども――

ここで何を言うかが一つでございました。通り

一遍のプレゼンですといとも簡単なのですが、

先ほどご紹介ありましたように、今回の受賞理

由の一つとして環境問題というのがございま

したので、世界に対して何がしかのメッセージ

を送らないといけないということで、いろいろ

知恵を絞りました。 

結果的にはそれなりのメッセージを送れた

のかなと思っております。その辺のお話につき

ましては、後ほど少し触れてみたいと思います。 

2つ目は、メインイベントである 12月 10日

の授賞式と、それに続いて行われます晩餐会と

いうもので、10日の授賞式で、国王から直接メ

ダルとディプロマ（diploma）をいただいてま

いりました。当然、感動するような場面ではあ

るわけなのですが、特に国王からメダルをいた

だくのに、当然名前が呼ばれ、前へ行きますと

ファンファーレがバーンと鳴りまして、さすが

にジーンとくるようなものを感じました。 

料理 3品で 5時間の晩餐会 

その後の晩餐会につきましては、最初はどう

いう方と、どういう席で、またそこでどういう

お話をすればいいのか、私も妻も非常に悩んで

おりました。結果的には、非常に和やかな雰囲

気で食事を楽しませていただきました。 

ヨーロッパの文化というのでしょうか、ああ

いう場は単に食事をするだけではなくて、出席

して、席を同じくされた方々と会話を楽しむた

めの時間で、正直申しまして、デザートを含め

て 3品なのですね、約延々5時間、これはおし

ゃべりするしかないですね。 

もう一つ、注意されておりましたのは、特に

メインテーブルに座ったわれわれは、国王が退

席されるまでは席を立ってはいけませんと、こ

れはきつく言われておりました。ということは、

トイレに行けないということになります。とい

うことは、飲めないということなのです（笑）。



3 
 

隣の人とおしゃべりしかないなと。 

これは定かなことではないかと思うのです

が、今回受賞者の一人に日本人が含まれていた

ということで、晩餐会に出される食事について

は、ちょっと和の雰囲気を醸し出すような工夫

が込められていますよ、という話は伺っており

ました。 

出てきた食事はフレンチではあるのですが、

確かに「あ、ワサビ」と思わせるような風味が

ございました。ちょっとお隣の方に聞いてみま

すと、ホースラディッシュと言うのでしょうか、

日本で言ういわゆる西洋ワサビというのでし

ょうか、本当のワサビではないのですが、味は

ほとんどワサビと同じでございました。ああ、

こういうところをシェフに工夫していただい

たんだなということで、それも一つの感激でご

ざいました。 

先ほど申しましたように、延々約 5時間続き

まして、お開きが大体午前 0 時ごろなのです。

そこで一旦解散となるわけですが、その後、ご

希望の方はということで、恒例の舞踏会がござ

いまして、これも、先ほどと同じで、私も妻も、

どうしようかということで非常に悩んでおっ

たのですが、基本的にはそれには出席しません

よと、ただ、どんな雰囲気なのかなということ

で、15分ほどのぞきに参りました。何のことは

ない、ディスコだったのです（笑）。最初は、

本格的な社交ダンスのような場を想像してお

ったのですが、まさに生バンドの入ったディス

コ状態で、皆さん非常に楽しんでおられました

ので、これだったら初めから参加しておけばよ

かったかなと思って。そういうことで 15 分ほ

どちょっとのぞかせていただいて、私はホテル

のほうに戻らせていただきました。 

実は、その後また場所がちょっと変わりまし

て、ストックホルム大学で深夜のイベントがご

ざいまして、私は参加しませんでしたが、私の

ファミリーの何人かがそれに出席しました。そ

こで、例のカエル跳びとか、ストックホルム大

学の学生さんが工夫を凝らしたイベントがい

ろいろあったそうです。それに参加したファミ

リーが帰ってきたのは朝の 5 時でございまし

た。 

そういうことで、結果的には非常に楽しい

10 日間を過ごさせていただきました、という

ことをまずご報告しておきたいと思います。 

「評価と期待」、２つの受賞理由 

続きまして、先ほど触れました今回のノーベ

ル賞の受賞理由でございます。明確に 2つの受

賞理由が挙げられておりました。 

1つは、リチウムイオン電池の発明が現在の

モバイル IT 社会の実現に大きな貢献をしまし

たねと。これが第一の理由でございます。これ

につきましては、皆さんご存じのとおりでござ

いまして、一応完結型、こういう社会が生まれ

ました。もちろんモバイル IT 社会というのが

これからも進化していくとは思いますが、一応

完成品となりましたね、それに対して大きな貢

献をしましたと。 

本来ですと、これでご苦労様、あとはのんび

り過ごしくださいということであるのですが、

2つ目の受賞理由が、同じくリチウムイオン電

池の発明が、これから環境問題に対して大きな

貢献をしていくのでしょうねと、現在進行形、

もしくは未来形でございます。当然、いま時点

でサステイナブル（持続可能）社会が実現して

いるわけではありません。まさにサステイナブ

ル社会を実現するのに貢献してくださいよと、

期待を込められたのが第二の理由かと思いま

す。 

そういうことで、私自身も含めて、結構重責

を感じております。極端な言い方をしますと、

もし 10年、20年後にサステイナブル社会が実

現していなかったらノーベル賞剥脱ですよ、も

しくは自主返上ですよと、そういった意味合い

の重責を感じてございます。 

そういうこともございまして、先ほどちょっ

と触れましたように、ノーベルレクチャーで何

をしゃべるかということで、当然、モバイル IT

社会をつくるに至ったリチウムイオン電池の

開発、これはごく簡単に説明させていただきま

した。その後、第二の受賞理由であります地球

環境問題に関して、私はこういうふうに考えま

すよ、具体的にこんな世界が生まれる可能性が
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ありますよ、その中でリチウムイオン電池が重

要な役割をするんですよと。 

そういうことで、一部の方からもちょっとコ

メントをいただきましたが、多分通常のノーベ

ルレクチャーとは全く違うレクチャーになっ

たと思います。およそサイエンスの薫りはあり

ませんで、まさにリチウムイオン電池がどうい

う経緯で開発されて、そのときどんなことがあ

ったか、次に環境問題に関してはこういう考え

方を持っているといった、そんな内容でござい

まして、私もそのような内容のレクチャーをあ

あいう場ですることが適切かどうか、ちょっと

迷いはあったんですけれども、予定どおりにさ

せていただきました。 

その反響につきましては、また後ほど触れた

いと思います。 

環境問題解決に貢献する新製品登場へ 

私が環境問題についてレクチャーでお話し

したことは簡単なのです。現在、環境問題に対

していろんな議論があります。その議論という

のはいとも簡単な構図でありまして、環境問題

を優先すると、経済性もしくは利便性が損なわ

れますね。利便性もしくは経済性だけを重視し

ていくと、環境問題がおろそかになりますね。

まさにその堂々巡りの議論がこれまでさんざ

ん繰り返しされてきましたね。そろそろ地球環

境問題と経済性と利便性、この 3つがうまく調

和するような、そういう技術開発がそろそろ出

てきますよと。 

もっとわかりやすい言い方をしますと、地球

環境問題に貢献するような新製品が出てきま

す。それは従来に比べ安くて、なおかつ従来に

比べ便利なんですよ。そんなものをつくり出せ

ば済む話ですよと、極めてシンプルな図式で、

ただ、それを実現するために当然いろんなイノ

ベーションが必要になってまいります。そうい

うことで、私自身が携わっているリチウムイオ

ン電池の観点から将来をみたときに、こんな世

界が予想されますよ、ということで、これもノ

ーベルレクチャーでは極めて異例なんですが、

6分ぐらいの動画の英語版を初めてつくり、上

映させていただきました。 

そういうことで、簡単に内容をお話しいたし

ますと、リチウムイオン電池があって、それが

例えば車に搭載されましたね。それだけですと、

単なる電気自動車になりましたねと言われる

だけなんですが、そこにいま、これからの新技

術として言われておりますような AI（人工知

能）ですとか、IoT（モノのインターネット）

ですとか次世代通信技術の 5G ですとか、ある

いはシェアリングという新しい概念の導入、そ

ういうことによって、いまわれわれが想像して

いるものとは全く違う車社会が描けますよ、そ

れは先ほど申しましたように、地球環境に対し

ては非常に大きな貢献をしますよと。 

それから経済性。実際使う立場のわれわれ、

一般消費者の個人負担は現在の 7 分の 1 にな

ります。嘘みたいな話ですが、実際そうなるの

です。なおかつ利便性、いまの車よりもはるか

に利便性が高い使い方が可能になります。 

この中で、従来の発想では想像できないです

が、AI とか IoT の技術は、地球環境問題に対

して猛烈な武器になります。 

AIは、簡単に言いますと、人の無駄をなくす

ことです。人間、結構無駄をやっています。結

果として、それは地球環境への負荷につながっ

ているわけで、まずはその人間の無駄をなくし

ましょう、その手段が AIですよ。 

もう一つは、モノです。われわれは無駄なも

のをいっぱいつくっております。そういう無駄

なものをつくるのはやめましょうよ。では具体

的にどうするんですか、という手段が IoTです

よと、極めて簡単な図式なのです。それによっ

て無駄なものをなくすわけですから、当然費用

負担は減ります。そんな世界が平気で描けます

よ。これは AI、IoTという新しい技術が生まれ

てくることによって初めて可能になるもので

すよと。 

そういったことが、別にリチウムイオン電池

に限らず、将来随時起こっていきますと。 

そういうことで、これまでさんざん議論して

きた環境問題については、そろそろ答えが出て

きそうな時期をこれから迎えますよ、というよ

うな内容のお話をさせていただきました。 
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先ほど、第一番目の受賞理由で、モバイル IT

社会というお話をしたかと思うのですが、これ

も私自身、目の当たりにその経緯を見てきてお

ります。間違いなく IT 革命がスタートしたの

は 1995年なのです。Windows 95登場の年でご

ざいます。それをさかのぼること 10 年、1985

年から 1995 年というのは非常におもしろい時

期でございました。まさにこれから世界は変わ

っていくよ、いろんな新しいものが出てきます

よ、いろんなスーパースター、スーパーヒーロ

ーが出てきますよ、そんな雰囲気です。 

結果として、まさにそのとおりになったかと

思います。全く無名のビル・ゲイツとか、ステ

ィーブ・ジョブズとか、その後、世界のスーパ

ーヒーローがいっぱい出てまいりました。その

ときの雰囲気と非常によく似ているのがいま

の時代。大きく世界が変わるための誘導期にい

まわれわれはいるのではないかなと思ってお

ります。 

2025年ごろに大変革がスタート 

ではモバイル IT 社会に向けて世界中が一斉

に動いていったのが 1995年だとしたら、次の、

まさに大きな変革はいつからスタートするの

かというと、私は多分 2025 年ぐらいだと思っ

ております。 

理由は、先ほど申しました AI の技術、例え

ば車で言いますと無人自動運転の技術という

一つの開発ロードマップがございます。それ以

外の新しい技術もいろいろロードマップがで

きておりますから、大体 25 年あたりにゴール

地点、実用化の時期をフォーカスしているので

す。これは IT革命のときと同じでございます。 

そういうことで、多分 2025 年あたりから、

先ほど申しましたように、あ、これがサステイ

ナブル社会の一端かな、ごく入り口に差しかか

りましたね、というのが見えてくるのが 2025

年あたりではないのかな。そこから 5 年後、

2030年は、相当世界は変わっていますよ、その

具体的な世界を動画でいまからご紹介します、

というような内容でございました。 

ではそれに対してどんな反響があったかと

いうと、当然いろんな方から「おもしろいプレ

ゼンでしたね」というコメントをいただきまし

た。 

私として一番印象を受けたのは、その後、ス

トックホルムの地元の小学校、中学校、高校、

4カ所ほど回りました。生徒さんから、来てく

れたこと自体非常に喜んでいただいたわけな

んですが、当然、ノーベルレクチャーでこんな

プレゼンをしたんだよという動画も含めまし

て、子どもたちがどんな反響を示すのかなとい

うことで、私自身も非常に興味があったわけな

んですが、帰ってきた答えは、「ほっとしまし

た」「安心しました」というコメントなんです。

てっきり、「あ、感動しました」とか、「あ、面

白い世界がこれから生まれるんですね」、そう

いうコメントが来るとうれしいなと思ってお

ったのですが、「ほっとしました」、「安心しま

した」で、ちょっと違っていたのです。 

何でそんなコメントかなと後でいろいろ考

えてみますと、やはり地球環境問題というのは、

子どもたちに心理的に相当悪い影響を与えて

います。怖いのです。怖がっています。恐怖心

といいましょうか、もちろん巨大な台風が来る

とか、巨大な竜巻が起こってくるとか、そうい

う恐怖感も当然あるんですが、もっと突き詰め

ていきますと、何か地球環境問題というのは、

ある意味、人類の存在を否定するわけです。人

類がいなくなれば地球環境問題というのは全

て解決するわけですね。 

大人の場合は、そういうことも感じるんだけ

れども、きょう、あすのこともありますねと、

本音と建前をうまくバランスさせながら、自分

で、それなりにもやもやとしたものを残しなが

らも一応納得はする。多分子どもたちはそれが

できないのです、本音と建前の切り替えが。 

ですから、そういった意味合いで、環境問題

は子どもさんに心理的な大きな悪影響を与え

ているんだなというのを実感いたしました。 

そういうことで、例えばこんな世界が近々生

まれるんですよというシナリオを誰かが言っ

てあげないと、なかなか彼らが安心できない、

ほっとしないというのが、多分「ほっとしまし
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た」とか「安心しました」とか、そういうコメ

ントだったのかなと思っております。 

研究もしくは技術に携わるわれわれとして

は、そういった本当の意味のサステイナブル社

会をつくり出していくのは、これはイノベーシ

ョンしかありませんので、結構大きな責任があ

るなということを感じております。 

環境問題は絶好の金儲けのチャンス 

それから、もう一つの見方です。これは IT

革命のときも同じでございました。新しいもの

が生まれてきますと、当然それによって廃れて

いく産業があります。同時に新しい産業がいっ

ぱい生まれてきます。もうまさにベンチャーか

らマイクロソフトとかアップル、ああいう巨大

会社が平気で生まれてくるような大きな変革

がありますので、そういうような方向に次の世

界が変わっていくときというのは、大きな意味

のビジネスチャンスです、新しい産業がこれか

らいっぱい出てくるのです、そういう捉え方を

すべき時期に来たのかな。 

環境問題といいますと、どっちかといいます

と、防御、何とか人からそしりを受けないよう

な、そういう体制にしましょうね、というどち

らかというと守りの意味が強いかと思います。

しかし逆で、環境問題というのは、絶好のビジ

ネスチャンスですよ、環境問題をクリアするよ

うな製品を出したら――その条件は先ほど申

しました、環境に優しくて、なおかつ安いもの、

これは必須条件です――そんなものを日本か

ら発信したら、世界制覇できますよと。これは

極めて大きなビジネスチャンスでもあります

し、大阪流の言葉で言いますと、絶好の金儲け

のチャンスなんですね。 

というふうに攻めの姿勢で環境問題を捉え

ていかないと、サステイナブル社会は生まれな

いし、またそれは新しい産業を生み出す絶好の

チャンスですよ、要するに攻めの姿勢でいきま

しょう、というのが私の考え方でございます。

そんなお話を少しさせていただきました。 

あともう一つは、今回、私がノーベル賞を受

賞したということで、特に注目されておりまし

たのは、産業界の吉野がいただいた、という点

かと思います。片や大学の研究、あるいはアカ

デミアの世界の現状を含めて、これから先、日

本からノーベル賞受賞者が出るのだろうかと

いう疑問を抱いていらっしゃる方もあろうか

と思います。 

確かに、そういうアカデミアの世界というの

は、ちょっと是正すべきいろんな時期に来てい

るのかなということで、私も今回、受賞いたし

まして、政界の方も含めていろんなところでお

話しさせていただく機会がございました。そこ

で特に若い研究者が、自分のアイデアで自由に

研究できるような環境をつくってあげないと、

イノベーションは起こりませんよ、ということ

は何度も何度も申してきております。 

特に、私の言い方は 2つございます。1つは、

特にアカデミアの基礎研究というのは、成功確

率が低いものですから、例えば 100人の先生が

一生懸命基礎研究をなさっても、実際それで大

きな成果を出されるのは、せいぜい 1人ぐらい

だと思います。したがって、99人の先生方は、

結果的には無駄な研究をなさいましたね、と。

これはそのとおりだと思います。 

ただ、その 99 人の先生の無駄な研究を切っ

てしまいますと、残りの肝心要の 1人も自然消

滅しますよ。無駄があって初めてとんでもない

ものが生まれるんですよ、という言い方が一つ

でございます。それは事実そのとおりだと思い

ます。これはアカデミアの研究に限らず、企業

の研究でも同じことが言えるかと思います。 

35歳は成功への大きな節目 

それからもう一つは、35 歳という一つの大

きな節目があるんですよ、という話です。この

根拠は、私も含めて歴代、ノーベル賞を受賞い

たしますと、「あなたはこの研究を何歳からス

タートされたんですか」という質問が来ます。

私の場合は 33歳です。平均値が、昨年時点で、

たしか 36.8歳だったと思います。したがって、

将来――将来というのはそこから 30年、40年

先ですけれども――世界で大きく認められる

ようなことをやるためには、少なくとも 35 歳

前後でスタートしておかないといけないです。 
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確かに私自身を振り返っても、そう思います。

35歳前後、一番生意気盛りで、社会の仕事のや

り方にある程度知恵がつきます。ある程度の権

限、例えば 50 万円以下のものなら自分のハン

コで決裁できますよとか、それなりの権限も与

えられます。それから、35歳ですから、少々チ

ャレンジして、万が一失敗しても、もう一回く

らいはリカバリーのチャンスがあるかな、多分

そういう年代かと思います。日本のアカデミア

の研究者に対して、同じような観点から当ては

めますと、よくオーバードクターの問題がいろ

いろ議論されているかと思います。通常のコー

スでドクターを終了いたしますと、26 歳もし

くは 27歳でございます。最低そこから 10年ぐ

らいは身分を保障してあげないと、落ちついて

自分の研究に励めないし、力もためられないと

思います。最低 10 年間保障いたしますと、大

体彼らが 35 歳前後になります。したがって、

そこまではちゃんと保障するような制度が必

要ではないですかということを申しあげてお

ります。 

たまたまそれと同じような議論があって、そ

ういう方向でいま進めていますよ、というよう

な答えもいただいていますので、その先、35歳

以降は、これはもう自己責任だと思います。10

年間保障されて育ってきた研究者が 35 歳で何

かやり出すか、何もやらないか、これはもう自

己責任の問題でございますので、少なくとも制

度上は、10年保障は絶対必須ですよ、というよ

うなお話をしたかと思います。 

年明けには、何か具体的なオプションが出る

ようなことをおっしゃっていましたので、これ

はかなりいい方向に進んでいくのではないの

かなと思っています。 

そういうことで、ちょっと長くなりましたが、

IT 革命の経緯をたどっていくと、大半が技術

革新ですね。それによって、絶対不可能なこと

が平気で可能になったのです。私もよく言うの

ですが、1995年の人に、いまのモバイル IT社

会の説明をしたら、絶対信用しません。「こん

なもの、絶対あり得ない、不可能だ」、多分そ

んな答えしか返ってこないと思います。それが

すでに現実に起こっております。 

したがって、先ほど申しました、2025年以降

の世界というのは、おそらくいまのわれわれが

考えたら、絶対そんなもの不可能です、あり得

ません、というような世界が平気で実現してい

くものだと思います。それを推し進めていくの

がまさにイノベーション、技術革新ということ

になろうかと思います。 

そういうことで、ちょっと長くなりましたが、

ストックホルムの 10 日間と、どういうことを

話してきたか、どういう反響があったのか、こ

れからどういうことをやっていかないといけ

ないのかということをちょっとお話しさせて

いただきましたので、いろいろコメントをいた

だければと思います。 

 

◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

司会 ありがとうございました。 

2025 年以降の新しい時代の燭光というんで

すか、あけぼのがまた出てくるかもしれないと

ういご指摘をいただいたところでございます。 

では、会場からご質問をいただきますけれど

も、最初に企画委員の朝日新聞の上田さんから、

お願いします。 

質問 ノーベル賞、おめでとうございます。 

いまのお話、非常に勇気づけられて感動しま

した。 

IT社会が Windows 95の登場で始まったとい

うのは、私も本当に実感していまして、その 10

年前に吉野さんがその大きなツールとなるリ

チウムイオン電池の開発をやっていらっしゃ

いました。本当の意味のサステイナブル社会と

いうのが 2025 年にはスタートするのではない

かと、非常に勇気づけられるお言葉です。その

絶好の金儲けのチャンスを、攻めの姿勢でやる

ということで。では、すみません、仮定の話で

すが、吉野さんがいま 33 歳だとして、どこか

ら攻めて金儲けのチャンスをつかもうと思わ

れますか。 

吉野 現在のモバイル IT 社会もそうですよ

ね、いろんな技術開発をされて、で、いろんな
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ビジネスが生まれて、一番いま潤っているとい

いますか、一つは川上ですね。いろんな基幹電

子部品、もしくは基幹材料、これはガラケーか

らスマホに変わろうが、ほとんど変わっていな

いんですね。 

「川下」が苦手なら「川上」に徹する 

もう一つ、潤っているのは、川下ですね。GAFA

ですね。多分これと同じパターンになると思い

ます。 

それの一つのサジェスチョンといいますか、

現にいま、こんな状況ですよというのは、固有

の企業名を出して申しわけないですが、グーグ

ルのビジネスのやり方、で、スマホのビジネス

につきましては、基本、OS、アンドロイド、無

償供与していますよね。普通だったらあり得な

いわけですよね、せっかく開発したものを無償

で提供するというのは。で、ただほど高いもの

はない、その発想といいましょうか、アンドロ

イドを自分の広告ビジネスですね、都合のいい

ようにバージョンアップしているわけですね。

結果として、ただでばらまいて見返りをしっか

りいただきますよ、その発想が必須だと思いま

す。これから変革の中では。 

ちょっと怖いなと思っているのは、これから

車が自動運転の世界に入っていくかと思いま

すが、その OS もいまアンドロイドが圧倒的に

リードしています。スマホと同じように、無償

供与もすでに宣言していますよね。ということ

は、よほどおいしいビジネスがその後ろに控え

ているんだなということですね。 

ですから、まさにそういうような世界をわれ

われは想定しながら、川下が苦手なら、川上に

徹する。もしくは積極的に GAFA の中に JGAFA

として、ジャパンを一社入れる、そういうよう

な発想が必要なのではないかなと思います。 

質問 ノーベル賞の受賞者数が、吉野さんを

含めて 28 人になったそうですが、日本は 6 番

目と、かなり多くなっています。ノーベル賞受

賞でいつも不思議に思うのが、経済大国である

中国からはいまだに一人も出ていない。GAFA

からも出ていないんですよね。 

一方、最近、日本の論文提出数が非常に落ち

込んでいまして、日本の引用数というのも減っ

ているということで、このままでは日本の技術

立国は危ういのではないかと言われています。 

そういう中で、経済同友会の小林喜光・前代

表幹事は、リチウムイオン電池や光デスクは、

日本人が発明したが、ビジネスで成功したのは

海外の企業だということで、自然科学ばかりに

こだわるのは、ちょっと問題があるのではない

かといった趣旨の発言もされています。 

小林氏が言っているのは、日本が強い化学と

か物理やエレクトロニクスを、吉野さんがさっ

き言われた AI やビッグデータに融合させる。

そういうことが必要ではないか、というような

ことも指摘されています。 

吉野さんにお伺いしたいのは、日本がこれか

らビジネスで世界の技術競争で勝っていくた

めには、そういう論文なんかが落ち込んでいる

現状をみて、どういう研究手法が必要になって

くるのか、よく言われるのは、研究費が減って

いるとか、そういうことは言われるんですが、

それだけではないと思うので、日本がこれから

も技術立国として立ち行くためには、どういう

手法が、それもビジネスにつながるどういう手

法が必要かということについて、ご意見をお聞

きしたいと思います。 

吉野 ただいまのご質問の一つの答えとし

て、理想的な姿は、川上と川下、これを両方押

さえる、これが理想的だと思います。 

残念ながら、川下というのは、先ほど申しま

したように、GAFAに代表されますように、アメ

リカの西海岸なんです。ヨーロッパの人でもで

きない、日本人でもできない、非常に難しい領

域だと思います。 

そういうことで、理想は川下で GAFA に匹敵

するような企業が日本で少なくとも１社生ま

れて、川上は完璧に押さえていますよ、それが

一つ理想的な姿ではないのかなと思います。 

それから、もし川下が苦手だとするのであれ

ば、川上に徹するのも一つの生き方かと思いま

す。ただ、川上だけでやっていますと、これは

必ずいつかは廃れていきます。理由は、川上だ
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けでおりますと、次の商品開発目標というのは、

だんだん色あせてまいりますので、少なくとも

川下とつながっているような形で、川上産業を

しっかり抱え込んでいく。 

具体的には、先ほどの話と共通するんですけ

れども、最終的に川下的にどういうふうに使わ

れるのかということを踏まえた上での川上の

研究開発、こういう姿勢でやっていくのが一番

重要ではないのかなと思います。 

ですから、成功パターンで言いますと、川上、

川下直結型というのは、意外と成功モデルとし

て出てきているんですね。企業名は出しません

けれども、例えばヒートテックのような商品で

すね。あれは川上と川下が手を組んで、ああい

うものを生み出しているわけですね。 

それから、飛行機の炭素繊維もそうですね。

完璧に川上と川下が組んで、そこで開発目標を

決めて、ロードマップもつくっていく、そうい

うような手法をとっていくのが一つかなと思

います。 

ですから、川下のパートナーは、必ずしも日

本である必要はないかと思います。海外でもい

いのかなと思います。 

質問 先ほどのノーベルレクチャーのお話

で、環境問題の提言を世界に発信されたという

ことですが、吉野さん自身は、具体的に環境問

題は、何に具体的に取り組まれたいと考えてい

ますでしょうか。 

吉野 一つは、当然旭化成でもそうですし、

技術研究組合の理事長もやっていますので、直

接的な研究開発ですね、もちろん自分の実験室

で、自分の手でというわけにいかないんですけ

れども、そういった研究者に対していろいろア

ドバイスをしたり、こういう方向でやっていく

べきですよという、いわゆる研究開発面での活

動、これは続けていきたいと思っております。 

もう一つは、今回、私が受賞したということ

で、それなりの私の言葉の重みというのは一応

あるようになりましたので、むしろ積極的に、

先ほど申しましたように、環境問題というのは

これからもむしろ攻めの姿勢で、ビジネスチャ

ンスとしてやっていきましょうよと。 

具体的にはこんなシナリオもちゃんと描け

ますよ、これがうまくいったらとんでもない産

業が生まれますよと。もしそれに対して、「い

やいや、これは違うよ。こんなシナリオのほう

がもっといいよ」というような人がたくさん出

てきてくれますと、そこでおのずと正しい方向

性が生まれて、そこから新しい産業が生まれて

いく。そういう活動も重要なことかと思います。 

確かに、受賞後、いろんなプレゼンをして、

いろんな政界、財界も含めて、ぜひ一度直接デ

ィスカッションさせてくれという方からいろ

いろオファーをいただいておりまして、そこか

ら次の方向性を見出していただければなと思

っております。 

質問 一つ目は吉野さんが電池を開発なさ

っているときに、発熱の問題があり、燃えてし

まう、火が出てしまうというときに、どういう

ふうに悩んでおられたのかということです。い

ずれは解決するだろう思われたのでしょうか。 

もう一つは、性能を上げるために、いまコバ

ルトを使っている電池が多いと思うんですが、

ああいう劣悪な奴隷労働、児童労働みたいなも

のがあって、その鉱物でできているリチウムイ

オン電池を積んでいる電気自動車がこれから

普及するというのが、社会正義的に正しいのか、

この 2つをお伺いしたいです。 

吉野 まず、安全性の問題につきましては、

これはリチウムイオン電池の開発初期の一番

の課題でした。安全性をクリアしないと、新型

二次電池は世の中に出せませんよという非常

にいいアドバイスをいただいたのが大きな原

動力になっております。 

電池の材料はリサイクルが大前提 

これはある電池メーカーの方が、ある意味、

会社の枠を離れて、安全性をクリアしたかどう

かをとにかく見きわめるのが先決ですよとい

いアドバイスをしていただきました。負極の材

料の選定によってそれはクリアできました。そ

れで世の中へ出ていって、5 年に 1 回ぐらい、

世間を騒がせるような大きな事故は当然発生

しておりますけど、これはある意味、そういっ
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た事故を一つの教訓として技術がさらに磨か

れて、現在に至っているのだと思います。 

資源の問題については、2つの大きなファク

ターがあると思います。 

まず、電池の、特に車載用に使われるリチウ

ムイオン電池の原材料については、これはリサ

イクルが大前提条件になると思います。モバイ

ル IT の場合は、申し訳ないですけれども、リ

サイクルは非常に難しいです。一旦市中へ出回

りますと、回収する作業が大変なんですね。 

車の場合は、法律で決まっておりますので、

廃車手続があり、しかるべき場所に必ず集まっ

てまいります。集めてくれさえすれば、その後

のリサイクルは技術的にはそんなに難しい話

ではないんです。 

そういうことで、少なくとも電池に使われて

いるコバルト、マンガン、ニッケルといったよ

うな金属材料については、リサイクルが大前提

になっていくかと思います。 

もう一つは、そもそも電気自動車をつくるに

当たって、相当な環境負荷を与えていますね、

資源問題を含めましてね。それは事実、その通

りかと思います。ただ、これにつきましては、

先ほどお話ししましたシェアリングという概

念が入ってきますと、ガラッと変わってきます。 

車 1台だけを考えると、確かにそうなんです

が、その 1 台の車を 10 人でシェアリングすれ

ば、自動的に環境負荷は 10 分の 1 になるわけ

ですね。車 1台当たりにつきましてはね。 

ですから、シェアリングという概念は、実は

費用負担の低減に非常に大きな貢献をしてい

るわけですが、無駄なものをつくらないという

観点からすると、環境負荷に対しても実は大き

な貢献をしています。 

ですから、電池の材料につきましては、リサ

イクルが大前提ですよ、ということと、シェア

リングという概念は、実はさらに大きく環境負

荷を減らすという大きなファクターになって

いますよ、という 2つかと思います。 

質問 先ほど、99 人が失敗して 1 人が成功

する、こういうことはいくらでもあって、吉野

さん自身も何度か失敗、挫折、もうだめだと思

うようなことがあったと思うんですが、後に続

く若い人のために、どのように乗り越えられて

きたか、聞きたいのですが。 

「ゴールは必ずある」との自信が重要 

吉野 まず、重要な点は、そういう困難、研

究開発におきまして、次から次にいろんな課題

が出てまいります。そのときに、よりどころに

なるのは、ゴールは必ずあるということに自信

が持てるかどうかです。 

もっと具体的に言いますと、リチウムイオン

電池の開発の場合、将来こういう小型軽量の二

次電池が本当に必要になるんですか、世の中の

人は本当にそういうものを必要としています

か、これに対して、自信を持つというのが一つ

です。苦労はあるけれども、必ずどこかにゴー

ルはありますよと。 

例えば、先ほど 99 の例を出しましたけれど

も、例えば評価項目が 100あるとしますと、進

めていくに当たって、まずはゴールに自信を持

つこと。それから、自分自身でこれだけは絶対

図抜けて、いい特性ですよ、誰にも負けません

よということを持っているというのがもう一

つの条件かと思います。 

残り 99 は、これは問題点であっても構わな

いと思うんです。したがって、その 99 の問題

点を１個１個解決すれば、必ずゴールに到達し

ますよと。その 99の問題点があるのであれば、

できるだけ早く来てほしい。1年に 1回来てく

れたら 99 年かかるわけですね。できるだけ 1

日置きに来てくれれば、1年以内で全て解決い

たしますので、そういう気構えというんでしょ

うか、そうすると、次の問題点が出てきてくれ

て、ありがとう、そういう発想に立てるかと思

います。 

ですから、ゴールをちゃんと自分で自信を持

てるかどうかということと、図抜けていい特性

があって、残りは問題点でもいいんです、それ

はどうせ問題として出てくるので、１個１個、

人、金、時間をかけて解決していけばいいんで

すよ、そういう発想に立てば壁は克服できるか

と思います。 
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質問 経済部の出身なので、経営者について､

お聞きしたいです。旭化成というのは、宮崎輝

さん、山口信夫さんといったいい経営者がいま

した。なぜ吉野さんが旭化成を選んだのかを、

まず聞きたい。 

それから、いままでの経営者で、吉野さんを

褒めた人はいました？ 逆に足を引っ張った

ような経営者は誰かいたんですか。経営者の人

に対しての吉野さんの見方をちょっとお聞き

したい。 

吉野 まず、私が旭化成へ入った理由です。

当然化学を専攻いたしましたので、1972 年で

すから、化学会社もしくは製油会社、石油会社、

大体そのあたりが就職先として思い浮かぶわ

けですよね。 

チャレンジする雰囲気があった旭化成 

では、なぜその中から旭化成を選んだかとい

うことなんですが、旭化成に限らず、ちょうど

1970 年の初めというのは、いわゆる汎用から

機能性ということで、従来型の汎用的なビジネ

スではこれから先だめよ、いろんな体質改善を

していかないといけませんね、新しい分野に挑

戦していかないといかんですね、全体的にそう

いう雰囲気がある中で、特に旭化成がいわゆる

脱繊維とか、これからも新しいことをやってい

かなければいけないんだ、そういう雰囲気が非

常にあったということで、これだったら、いろ

んなことにチャレンジできるのかなというよ

うなことが動機であったかと思います。 

それから、2番目のご質問は、正直、こんな

印象です。最初は、材料の研究から入っており

まして、例えば負極なら負極材料、セパレータ

ーならセパレーターという材料の研究から入

っていっているわけなんですが、そのままいけ

ば特に大きな問題なく、材料メーカーの旭化成

として、ごくありふれた研究テーマで、そんな

に軋轢もなく進んでいったかと思います。 

ただ、途中から、電池そのものの研究開発と

いう方向に中身が変わってまいりましたので、

経営者も、それは判断できない、本当に事業性

があるのかどうか、それから、やっている自分

自身も、私も電池の専門家ではありませんので、

自分でもわからない。だったら、お互いわから

ないということで、素直な流れとしましては、

では第三者の声を聞いてみましょうよと。その

場合には、ちょっとフライング部分も出てくる

しかもしれないけれども、ということで、先ほ

どお話しいたしました、当時の私の担当役員と、

ある電池メーカーの担当役員さんの方がたま

たま大学の同期生だということもあって、「一

度紹介するから、一回行って話を聞いてこいよ。

まあ機密ぎりぎりのデータをオープンにして

いいよ。それで判断しましょうよ」と。そうい

う面では、邪魔もしなかったし、積極的な協力

ではないんだけれども、人を紹介する、そうい

う形で、そんなに軋轢もなかったと思います。 

ただ、最後のビジネスをやるに当たりまして

は、これは軋轢ではないんですが、徹底的な議

論はありましたね。電池事業をやるに当たりま

して、電池業単独でやるのか、材料ビジネスに

徹するのか、あるいはライセンスビジネスに徹

するのか、この辺はいろんな議論がありました。 

質問 先ほど、攻めの姿勢だったり、ビジネ

スチャンスと申しておられましたが、いま

COP25で小泉進次郎・環境大臣が新しい取り組

みなどをしていて、苦戦されていますけれども、

何か考えだったり、一言ありましたら、お願い

いたします。 

吉野 COP25につきましては、いろんな複雑

な状況の中で、多分小泉環境大臣は、自分が言

いたいことを言えなかったと思います。 

確かに、先ほど申しましたように、環境問題

というのは守りの姿勢ではなくて、攻めの姿勢

で、具体的な形を早く出さないといけないと思

うんですね。 

ですから、私は私なりのシナリオをいつつく

りましたよ、ほかの人もちゃんと似たようなも

のをつくってくださいよ、そういうものが具体

的な形で出てきますと、次回の COP25に相当す

るような会議で、日本としてはこういう攻めの

姿勢で、こういうことをやっていきますよ、そ

れによって CO2（二酸化炭素）はこれだけ削減

できますよ、相当しっかりしたシナリオが多分



12 
 

発表できるのではないかと思います。 

ただ、それがないままに空手形的なことは、

多分ああいう場では言えなかったと思います

ので、これは次回に期待ということしかないん

じゃないでしょうか。 

質問 何度もお話しになったかもしれない

のですが、いまの日本の子どもたちに対して、

どんなことをおっしゃりたいか、お願いいたし

ます。 

吉野 先ほど、世の中が変わるときというの

は、スーパーヒーロー、スーパースターが出て

きますと。そういった意味合いで、ちょうどい

まお子さん方の年代の方々というのは、ある意

味、絶好のチャンスなんですね。環境問題とい

う大きな、誰もが解決できない大きな課題を抱

えていますよ。誰かいずれ、そのうちに、それ

を見事に解決する人が出てきますよ。多分、ち

ょうど皆さん方の年代の人からそういう人が

生まれてきますよ、だからそういう方向で頑張

ってほしいね。絶好のチャンスですよ。こんな

チャンス、めったにありませんよ、そういうこ

とをぜひお伝えしたい。 

質問 お土産に 2,000 枚のチョコレートを

お買いになって、あまりの量で、持ち帰れない

のではないかとご心配になったとおっしゃっ

ていましたが、結果的にどうなりましたでしょ

うか。 

吉野 事実、2,000 枚、200 缶ですね。段ボ

ール 5 箱になりまして、「じゃ、日本に送って

くださいね」と言ったら、「手続がとても大変

です。持って帰ってください」ということで、

われわれはファミリー計 8 人ほどで行ってお

りましたので、ハンドキャリーでしかないなと

いうことで、飛行機の手荷物あずかりで、1人

1個ずつ積んでまいりました。何とか無事に持

ち帰れました。 

もう一つは、スウェーデンというのは消費税

が約 20％で、チョコレート 2,000 個ですと結

構な額になりますので、リファンドの手続をし

たほうがいいですよ、ということを言われまし

て、空港でやったんですけれども、担当の係員

が、「本当に買ったんですか」とか、もちろん

スウェーデン語でやりますので、「現物はこれ

ですよ」と言って中身を見せ、「買ったのはノ

ーベル博物館です」と伝えると、「そこへちょ

っと電話するから」と言われ、（係員が博物館

に電話すると）「確かに買っていかれましたよ」

ということで、約 5万円ほどですが、リファン

ドをいただけました。 

揮毫は恩師にちなんで「挑戦！」 

司会 ちょうど時間が参りましたので、きょ

うはこの辺で記者会見を終わりたいと思いま

す。 

吉野さん、どうもありがとうございました。 

先ほど、ゲストブックに、こういう「挑戦！」

という文字をいただきました。何か一言。 

吉野 申しわけないんですが、字が下手くそ

なものですから、あまりいろんなことを書くと

下手くそがばれるということで、「挑戦」とい

う言葉を書かせていただいております。 

「挑戦」という言葉は、1981年にノーベル化

学賞を受賞されました故福井謙一先生（当時京

都大学教授）が常にこの文字を書かれておられ

ました。私は福井謙一先生の孫弟子に当たりま

すので、こういうのを書くのは非常に苦手なも

のですから、先生に拝借しまして、「挑戦」と

いう言葉を書かせていただいております。筆ペ

ンで書いておりますので、字の下手くそが隠れ

ております。 

司会 こちら、記念品で、ネクタイでござい

ます。 

吉野 ありがとうございます。 

司会 どうもありがとうございました。 

文責・編集部 


