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EV普及がもたらす車載用LIBの資源調達リスクと廃電池の大量発生 

～2025年頃に本格化する資源調達リスクに備えて～ 

2017年発行の「車載用電池をめぐる現状と課題」では、車載用電池の現状と技術動向を解説し、

車載用電池の主流は当面リチウムイオン電池（以下「LIB」）であること、電池パック化技術にビ

ジネスチャンスがあることを述べた。 

今回のレポートでは、EV/PHEVの生産量の拡大に伴って顕在化しはじめた課題、すなわち電池

原料に不可欠なリチウムやコバルトなどの資源調達リスク、および廃電池の大量発生について取

り上げ、その対策を考える。 

結論 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 EV/PHEVの販売拡大はLIBの生産拡大を伴い、LIBに必須な資源の調達リスクと廃電池の

大量発生という課題が顕在化する

 資源調達顕在化するのは2025年頃。また車載用LIBの廃電池は2020年頃から大量発生が

始まる見込み

 2020年までに「廃電池の二次利用の推進」、2025年までに資源化リサイクルを中心とした

「資源調達リスク対応」へと、2段階で取り組むことが有効

 段階的な取り組みを踏まえたときの、具体的な取り組み例は以下の通り

①分解しやすい電池パック設計

②電費向上による電池搭載量の増加抑制

 自動車産業には、LCA全体を見通した自動車開発が期待される
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1. EV/PHEVの販売拡大

International Energy Agency (IEA)の「Global 

EV Outlook2018」によると、2017年のEV/PHEVの

新車販売台数は世界で115万台である。これは同年

の新車販売台数全体の1.6％程度であり、自動車販

売台数全体から考えると多いとはいえない。 

ただし、2005～2017年でのEV/PHEVの世界累積

販売台数は約300万台であることから、2017年の115

万台という販売台数は、累積販売台数の1/3以上を

占める（図1）。EV/PHEVの世界販売台数がここにき

て急激に拡大していることが伺える。 

 

 

2017年のEV/PHEV販売台数について地域別の

内訳をみると、中国が約58万台と最も多く、欧州が約

23万台、米国が約20万台、日本が約5万台で続いて

いる。 

今後、諸外国ではより厳しい環境規制を課す方向

であり、各国ではこれに合わせて、EV/PHEVの普及

目標台数について大幅に拡大した目標を設定してい

る。例えば中国政府は2020年までに200万台/年、

2025年までに700万台/年の販売を目標としている。 

このためEV/PHEVの市場拡大は今後も続くと考え

られる。マークラインズの予測をもとにEV/PHEVの世

界販売台数を計算すると、2025年では1,500万台と

なり注1）、これは2017年の13倍に達する。 

注1）IEAの「Energy Technology Perspective2017」での2025年の

世界の全新車販売台数の予測値（約1億台）、マークラインズ「世

界乗用車販売に占める各パワートレインの構成比予測（2018年2

月）」での2025年の新車販売台数のうちEV/PHEVの割合の予測

値（約15%）から計算した。ただし割合については、より高い（低い）

予測を行っている機関もあることに留意する必要がある。 

2. 車載用LIBの生産拡大

EV/PHEVの販売拡大は、必然的に車載用LIBの

生産量拡大を伴う。富士経済の「2017電池関連市

場実態総調査」によると、2016年実績でのLIBの市

場規模（世界）は約2.2兆円であり、2017年見通しで

は2.5兆円に達する。また、今後は特に車載用がLIB

の市場拡大をけん引し、2020年には約3.7兆円に拡

大すると予測されている。 

これに対して、車載用LIBメーカでは各社増産計画

を発表している。中でも高いシェアを持つパナソニッ

ク、および韓国・中国の企業では、ギガファクトリ級の

製造拠点を整備する計画がある（表1）。 

3. 新たな課題の顕在化

EV/PHEVの普及に向けた課題としては、これまで

主に航続距離の短さ、充電時間の長さ、価格の高さ

など、電池の性能とコストに関わる課題が指摘されて

きた。  

これに加えて昨今、EV/PHEVの生産台数が拡大

してきた中で、LIBの生産拡大に伴う 2点の課題が

顕在化し始めている。1点目は LIBセル製造に不可

図 1：世界の EV/PHEV販売累積台数（2005年以降） 

出所：IEA「Global EV Outlook2018」 

（100万台） 

EV/PHEVの販売拡大に伴う課題の顕在化 
 EV/PHEVは近年急速に販売台数を拡大させているが、このことは必然的に車

載用LIBの生産量拡大を伴う。本章ではＥV/PHEVおよびLIBの生産拡大の現

状・今後を展望した上で、顕在化し始めた2つの課題（資源調達リスク、廃電

池の大量発生）を取り上げる。 
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欠な資源の調達リスク、2点目は廃電池の大量発生

である。 

資源調達リスク 

LIBの生産拡大に伴い、LIBに多用される材料、特

にリチウム、コバルト、ニッケルの不足が懸念されてい

る。 

既にリチウム原材料の炭酸リチウムについては、価

格が2018年には2016年と比較して1.6倍に高騰した

注2）。またコバルトやニッケルにおいてもこの2年で価

格が上昇した。このような状況から、資源調達リスク

への懸念が強まってきている。 

注2）米国地質調査所調べ 

最近の価格変動の理由には、中長期的な需要不

足という要素に加えて、投機目的で資源を購入する

バイヤーがいるという要素も指摘されているがⅡ章  

で述べるように、今後の需要見通しと供給見通しを比

較すると、2025年頃からリチウム、コバルト、ニッケル

の供給不足は本格化する。 

特に EVについては、内燃機関のみの自動車に比

べて部品点数が大幅に減少する一方、大型で高価

なＬＩＢを搭載するため、車両コストのうち電池材料の

占める割合が大きい。具体的には、車載用の電池パ

ックの価格はおよそ 100万円以上であるが、このうち

電池材料が 1/3 を占める。このため、電池材料の価

格が高騰すると、電池そのものの価格、ひいては EV

の車両価格全体にも大きく影響することとなる。 

廃電池の大量発生 

日産LEAFは2010年に発売開始されており、これ

からLEAFの廃車と廃電池が増加する。また中国で

は、既にEV/PHEVからの廃電池が増え始めている。

2016年に中国のEV/PHEVから発生した廃電池は12

万ｔにのぼり、2020年には248万ｔに増加するという推

計もある。 

LIBは適切な処理が特に求められる電池である。そ

の理由として、LIBに可燃性の有機電解液が含まれ

発火リスクがあること、リチウムやフッ素を含むため放

置すると水質汚染・土壌汚染の原因となること、リチウ

ムやコバルト、ニッケルを再資源化できれば資源調達

リスクをそれだけ緩和できること、などが挙げられる。

LIBは1990年代からモバイル情報機器で普及して

きたため、小型の廃電池に関してはすでに処理施設

やスキームが確立されている。しかしながら、最近に

なって普及が始まった車載用LIBという大型電池に関

しては、電池サイズに応じた処理施設やスキームが

確立されていない状況である。 

 世界規模でEV/PHEV市場の成長に伴い、車載用LIBの生産量も急増中。

 車載用LIB生産量の拡大に伴い、新たな課題が顕在化。

 資源調達リスク →原材料の調達価格はEV/PHEVの価格上昇に大きく影響

 廃電池の大量発生 →車載用LIBの処理施設やスキームは確立されていない

表 1：主要電池セルメーカの生産計画 

企業名 
生産能力（GWｈ） 生産工場 

（計画を含む） 2017 計画 

パナソニック 5.3 
40 

（2018年） 

日本、米ネ

バダ、中国 

LG化学 10.8 
14 

（2018年） 

韓国、中国 

ポーランド 

サムスン

SDI
4.4 

8 

（2018年） 

韓国、中国 

ハンガリー

CATL 6.8 
50 

（2020年） 
中国、ドイツ 

BYD 16 
40 

（2020年） 
中国 

出所：各社のプレスリリースをもとにテクノバ作成 
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車載用LIBで、資源調達リスクとなる材料は？

Ⅱ章では、車載用 LIB の資源調達リスクと廃電池の発生と対策について詳述する。ここでは、

車載用 LIBの構成と使用されている材料について解説する。 

車載用 LIB の電池パックは複数のモジュールで構成されており、そのモジュールは複数の LIB

セルで構成されている。資源調達上、課題となる材料は元素で言えばリチウム、コバルトおよびニ

ッケルであり、それらは LIB セルの構成材料である。リチウムは、正極材料と電解液に含まれてお

り、コバルトとニッケルは正極材料に用いられている。 

表2：LIBの構成と材料 

表 3：調達リスクとなる資源の EV1台当たりの使用量（目安） 

構成

セル（円筒型） モジュール 電池パック

電池構成
部品など

正極材料 負極材料 電解液
セパ
レータ

集電体 ケース ケース ケース

水冷機
構、空
冷ファ
ンなど

主要材料

ニッケル
コバルト
マンガン
酸リチウ
ム

黒鉛、
シリコン

フッ化リチ
ウムを含
む有機電
解液

樹脂
アルミニ
ウム箔、
銅箔

アルミニ
ウム、
SUS

アルミニウム、
SUS等金属、樹
脂

アルミニ
ウム、
SUS等金
属、樹脂

金属、
樹脂等

調達リスク
のある
資源

リチウム
コバルト
ニッケル

- リチウム - - - - - -
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1.資源調達リスク

資源調達リスクは2025年頃から本格化 

Ⅰ章で述べた通り、LIB に不可欠な資源のうち調達

リスクが懸念されているのはリチウム、コバルト、ニッケ

ルである。各資源ともに生産拡大に向け、鉱山開発な

どが進められているが、拡大できる生産量には限界が

あり、供給が需要に追い付かなくなる時期が来るとい

われている。テクノバでは先行研究から、その時期を

概ね 2025 年頃と想定している。以下、資源ごとの需

給状況からその理由を述べる。 

リチウムの需給状況

 需要動向

リチウムの主な用途はLIBの正極材料と電解液の原

料が中心であり、他に窯業添加剤、潤滑油や助燃剤

などに使われている。 

日産LEAF（40 kWh）1台当たりのリチウム使用量は

約4㎏である。これからLIBの改良が進んだとしても、

電池容量当たりのリチウム使用量は大きく変化しな

い。このため、今後開発されるEV/PHEVの電池容量

が増加すれば、1台当たりのリチウム使用量はそれに

比例して増加する。Roskill社では、リチウムの需要は

EV/PHEVの普及に伴い、2025年頃には2017年比で

約3～4倍に増加すると予測している。 

 供給動向

リチウムは南米のチリ・アルゼンチン、両国にある塩

湖かん水注3）での生産量が世界全体の約5割、またオ

ーストラリアの鉱山での生産量が4割である。この他中

国やジンバブエなどでも生産されている。 

注3）リチウムを含んだ湖の水

近年の生産拡大の動きとして、チリのリチウム資源

開発メーカ大手のSQMがチリの塩湖での生産量を4

倍に、また米国のFMC社がアルゼンチンの塩湖での 

生産量を2倍にする計画を発表している。 

この他、豊田通商はアルゼンチンの別の塩湖で日

本での需要量をカバーできる量の生産を計画し、既に

2014年から生産を始めている。 

中国では、BYDが以前から中国青海省の塩湖でリ

チウム生産を行ってきたが、最近その近傍に電池工

場を整備し、電池の一貫生産体制を構築した。また、

自動車のOEMが自らリチウムを確保する動きがあり、

最近の例では長城汽車がオーストラリアのリチウム資

源会社Pilbara Minerals社へ出資を行っている。 

これら、現在計画されているプロジェクトがすべて実

現すると、リチウムの生産量は現状の3倍以上になると

されている。 

 生産上の課題

リチウムは、塩湖かん水から精製する方法と、鉱石

から精製する方法とがある。塩湖かん水から精製する

場合、乾燥という工程が発生する。乾燥工程は天日

で行うため乾燥工程に高額な費用を要する訳ではな

く、後述する鉱石から精製する場合よりコストは低い。

ただし、雨季には乾燥ができないため生産できる期間

と量は制約される。またかん水には、リチウムよりも大

量にナトリウム、マグネシウムが含まれているため、リチ

ウムの生産はナトリウム、マグネシウムの生産計画の影

響を受ける。さらに精製には不純物の除去のため水が

必要であり、地下水の大量汲み上げと排水による環境

問題が指摘されている。 

一方、鉱石からの精製は短期間で精錬できるという

長所がある。ただし鉱石の中のリチウム含有量が少な

いため、生産コストは塩湖かん水からの精製と比較し

て割高になる。 

 課題顕在化のタイミング 
本章では、資源調達リスクと廃電池の大量発生に関する具体的な状況を整理

した。特に課題が顕在化するタイミングに着目し、資源調達リスクは2025年

頃、廃電池の大量発生は2020年頃に本格化することを明らかにした。 

Ⅱ 
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 需給バランスと将来予測

LIB正極材料や電解液に用いる炭酸リチウムの価

格は、2017年に$12,000/t に上昇した。これは2年前

の2.5倍近い金額に相当する。実需要の増加に加え、

LIBの市場拡大を見据えた投機的な購入や、商社な

どによる在庫拡大のための購入拡大も要因となってい

ると考えられる。 

先述の通り、リチウムの生産拡大に向けたプロジェク

トが実現すると生産量は3倍になることから、当面は供

給量が需要量を上回る見込みである。 

しかしながらRoskill社では、EV/PHEVの生産拡大

が需要を押し上げるため、2025年頃には再び需要量

が供給量を上回ると予測している。 

コバルトの需給状況

 需要動向

コバルトは希少で高価な金属である。主用途はLIB

正極材料の原料で、他には特殊鋼添加剤、永久磁

石、触媒などに使われる。 

最近生産されているLIBでは、10年前のLIBと比較

して正極材料中のコバルト含有量を減少させ、相対的

に安価でエネルギー密度を高められるマンガンとニッ

ケルに代替している。さらに、コバルトを現状の1/3にま

で減らしてニッケルに代替する技術開発、コバルトを使

わない正極材料の基礎研究なども行われている。 

日産LEAF（40kWh）1台あたりのコバルト使用量は

約12㎏である。今後は正極材料のコバルト含有量が

減少するため、電池容量が大きくなったとしても1台当

たりのコバルト使用量は減少すると考えられる。ただ

し、EV/PHEVの販売台数がそれを上回る勢いで増加

すると見込まれており、Roskill社では、2025年のコバ

ルト需要が2017年比で約2倍に拡大すると予測してい

る。 

このような中、電池メーカ、VW社やBMW社などの

自動車OEM、またモバイル用途で米Apple社なども

自らコバルト確保に動き出している。 

 供給動向

コバルトの主な産地はコンゴで、その生産量は全世

界の54%を占める。その他、ロシア、オーストラリア、カ

ナダ、フィリピンなどで採掘される。

世界全体でのコバルト埋蔵量は710万tあるといわれ

ている。ただし、2017年の世界のコバルト生産量は11

万tであり、今後さらに需要が拡大することを踏まえる

と、埋蔵量は豊富とはいえない。 

近年の生産拡大の動きとして、華友コバルト有限公

司などの中国企業による、コンゴでのコバルト採掘規

模拡大の動きが挙げられる。またコンゴ以外では、マダ

ガスカルで住友商事が出資したニッケル・コバルト開

発プロジェクト「アンバトビー」での生産が既に始まって

いる。 

ただし、2022年以降は増産計画の情報がなく、生

産拡大が見通せない状況にある。後述するRoskill社

の需給バランスの予測においても、供給量は2022年

以降一定となっている。 

 生産上の課題

現在、コンゴなどで生産量が増加しているが、コバル

トの生産量拡大には以下のような障害がある。

コバルトは1つの鉱石の中に銅、ニッケルと混在して

いるため単独で採掘されることはない。従って、コバル

トの生産は銅やニッケルの生産計画の影響を受ける。

また主産地のコンゴでは、環境問題、児童労働問

題が指摘される採掘現場も多数存在する。しかしなが

ら現状では、政情不安もあり状況改善が進んでいない

のが実情である。 

 需給バランスと将来予測

ロンドン金属取引所（LME）の価格では、2018年に

入り価格は$90,000/kgとなった（図2）。これは2年前

の5倍近くにのぼる。リチウムと同様に、実需要の増加

に加え、LIBの市場拡大を見据えた投機的な購入や、

商社などによる在庫拡大のための購入拡大も要因と

なっていると考えられる。 

図2：コバルトの価格変動 

出所：LMEのデータよりテクノバ作成 
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コバルトの場合、電池1個当たりのコバルト使用量は

減少傾向のため、2025年に向けた今後の需要の増

加率はリチウムやニッケルより緩やかである。むしろ問

題は2022年以降に増産計画がないことである。 

このため、Roskill社ではリチウムよりも早い2022年

頃から需要量が供給量を上回ると予測している。 

ニッケルの需給状況

 需要動向

LIB用のニッケルについては、2点の特徴を理解す

る必要がある。1点目はLIBに用いるニッケルには高純

度ニッケル（純度99.8%以上）が必要であること、２点

目はニッケル全般についても、高純度ニッケルについ

ても、その主用途が特殊鋼への添加剤であり全用途

に占めるLIB用途は少ないこと、である。 

LIBの正極材料については、コバルトの項で述べた

通りニッケル含有量を増加させる方向に技術開発が

進んでいる。将来、正極材料に含まれるニッケル含有

量は現在の約2倍になるといわれており、さらにニッケ

ル含有量を増加させる基礎研究も行われている。

日産LEAF（40 kWh）1台当たりのニッケル使用量

は約12㎏である。今後は正極材料中のニッケル含有

量、EV/PHEV1台当たりの電池搭載量、EV/PHEVの

生産台数のすべてが増加するため、ニッケルの需要

は増加する。 

現在、LIB用途でのニッケルの需要量は約6万tであ

るが、Roskill社では2025年には4倍以上の25万ｔまで

増加すると予測している。 

 供給動向

ニッケルは比較的幅広い地域で採掘できる資源

で、主な産地はインドネシア、フィリピン、カナダ、ロシ

ア、中国、南アである。2017年の世界のニッケル生産

量は2017年で210万ｔであった。このうち、LIBに用いら

れる高純度ニッケルの生産量は半分以下である。ま

た高純度ニッケルの精製にコストがかからない硫化鉱

については埋蔵量が減少してきており、最近では硫化

鉱の生産量が減少傾向にある。酸化鉱から精製する

こともできるが、そのためには高額の設備投資が必要

となる。現在のニッケル価格（1,700円/kg）の水準で

は採算の確保が難しいのが実情である。 

近年の生産拡大の動きをみると、現在ニッケルの

大規模プロジェクトがほとんどなく、今後の生産量は現

状から大きくは増加しないとみられている。住友商事

が出資したマダカスカルのニッケル・コバルト開発プロ

ジェクト「アンバトビー」や、住友金属鉱山が投資したフ

ィリピンの鉱山などで生産が始まっているが、いずれも

大規模なものではない。 

これらの結果、コバルトほどではないものの、ニッケ

ル供給量の不足が懸念される。

 生産上の課題

コバルトの項で述べた通り、ニッケルはコバルト、銅と

混在しており、ニッケルの生産はコバルト、銅の生産計

画の影響を受ける。 

 需給バランスと将来予測

ロンドン金属取引所（LME）のニッケル全体の価格

は、2018年に入り$15,000/kgとなって（図3）おり、上

昇傾向ではあるものの、他の資源と比較すれば比較

的安定している。これは主に、世界の鉄鋼用需要の伸

びが鈍化し、添加剤用途での需要の停滞が続いたた

めといわれている。現時点で、電池需要の伸び率は鉄

鋼用と比較すると少量であること、現時点では高純度

ニッケルの在庫量に若干余裕があることから、現状の

電池の需要増加分を吸収できていると考えられる。 

Roskill社では、電池での需要量が4倍になるなどか

ら、高純度ニッケルの需要量が今後拡大すると予測し

ている。 

同社はニッケル全体で2025年に需要量が供給量

を上回ると予測しているが、高純度ニッケル(Class1 

Nickel)の需要量が供給量を上回る時期に関する予

測は行っていない。ただし、ニッケル全体についても高

純度ニッケルについても、大幅な生産拡大の計画が

図3：ニッケルの価格変動 

出所：LMEのデータよりテクノバ作成 
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ないことから、高純度ニッケルについても2025年頃に

は需要量が供給量を上回っている可能性が高い。 

銅 

銅は現時点で資源調達リスクの問題は指摘されて

いない。しかしながら、銅はLIBセルの負極集電体に 

使用されている。また電池パック以外に、配電線として 

も使用されている。このため、電動化が進むほど、また

電装品が増えるほど、車両1台当たりの銅の使用量は

増加する。 

従って、今後は銅についても需給状況をウォッチし

ていく必要がある。 

全固体電池でも資源リスクは解決しない 

昨年度のテクノバレポート166号において、LIBに代

わる次世代電池の開発が進んでおり、特に実用化が

早いのが全固体電池であること、その普及が始まるの

は2020年代前半からであることを示した。 

全固体電池はLIBの有機電解液を固体電解質に

置き換えたもので、安全性の向上や充電時間の短縮

が期待できる。 

全固体電池の電池材料をLIBと比較すると、全固

体電池ではセパレータが不要になるが、正極材料、負

極材料はLIBと同じ材料が使われる。そのため、全固

体電池へ置き換わってもリチウム、コバルトおよびニッ

ケルの需要は変わらない（図4）。

また、全固体電池はLIBよりも高い80℃程度で動作

するため、電池の冷却方式は水冷式から空冷式と変

更でき、電池パック構成も簡素化できるが、これによる

リチウム、コバルト、ニッケル使用量への影響はない。

冷却系やケースの体積は小さくなるが、その分航続

距離を延ばすために搭載する電池容量が増える可能

性が高い。電池容量が増えれば1台当たりに必要な資

源量はむしろ増大する。 

関係企業の社会的責任と調達リスク 

先述の通り、リチウムやコバルトなどの採掘・精製の

現場では、労働問題や環境問題が生じている。 

リチウムに関しては、塩湖かん水からリチウムを精製

するのに必要な水の確保のための地下水の汲み上

げ、および排水による環境問題が生じている。 

コバルトについては、特にコンゴにおいて十分な安全

対策がないままに、児童が手作業でのコバルト採掘を

強制されるという児童労働問題が報告されており、児

童には健康被害も生じている。 

これに対して、例えばコバルトについては英国の資

源コンサルティング会社RCSグローバルの主導の下、

複数の欧米有力自動車メーカやスマートフォンメー

カ、中国の有力コバルト精製会社が参加し、採掘から

精製まで違法性がないかを監視する取り組みが始ま

っている。またブロックチェーンを活用して適切な工程

で採掘・精製されたコバルトであることを記録する動き

もある。 

現代の企業には、ESG投資、SDGsの観点から環

境・人権にも配慮した事業活動が求められており、この

一環として、適切な工程で採掘・精製された資源のみ

を使用することが今後必須となることも考えられる。た

だし、各資源の採掘・精製の工程がすべて適切なもの

へと置き換わるには相当の時間を要する。その間、不

適切な工程から資源が生産されるが、それは「売られ

ていても買えない」資源となり、資源調達リスクに拍車

をかける可能性がある。 

本節のまとめ 

本節では、リチウム、コバルト、ニッケルのそれぞれ

について需給動向をみたが、需要量が供給量を上回

るのは2025年であり、また2020年代前半から普及が

始まるとされる全固体電池にLIBを置き換えても資源

調達リスクは解決しない。むしろ、ESG投資、SDGsの

観点から、生産されている資源の中で調達できる資源

が限定されるという点で、需給ギャップがさらに拡大す

る可能性もある。 

図4：LIBと全固体電池の特徴と使用材料 

出所：経済産業省「次世代車載用蓄電池の実用化に向けた基盤技術
開発」（2018）などをもとにテクノバ作成 
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2. 廃電池の大量発生

2020年頃から廃電池が大量発生が始まる

見込み 

 日産LEAFが2010年に発売が開始され、これから

LEAFの廃車と廃電池が増加する。日本では、日本自

動車工業会が廃電池の量を推計しており、2015年以

降に年間数百台規模で廃電池が増加し、さらに2020

年頃から発生量が急増するとしている（図5）。 

また中国では、既に国産のEV/PHEVからの廃電池

が2016年に12万tも発生しており、2020年には248万t

に拡大するという推計もある。 

廃電池となったLIBは適切な処理が特に必要とされ

る。その理由は主に以下の通りである。 

有機電解液を含み、かつエネルギー密度が高い電

池であるため、発火しやすい。

有害なリチウムやフッ素を含み、そのまま埋め立て

ると水質汚染・土壌汚染の原因となる。

 リチウムやコバルト、ニッケルを再資源化できれば資

源調達リスクをそれだけ緩和できる。

小型LIBでのリサイクルの実態 

現在の日本では、乾電池やスマートフォン用のLIB

など小型廃電池については電池の回収や処分、リサイ

クルの環境が整備されているのに対し、車載用などの

大型の廃電池については、環境が未整備である。 

小型の廃電池の場合、自治体などが回収した上

で、専用の事業者が廃棄処分やリサイクルを行う。LIB

の場合、現状では回収された電池重量のうち約37%

が資源としてリサイクルされている。なお、ここでいうリ

サイクルには、以下の２つのリサイクルがともに含まれ

る（本レポートでは以下、➁のリサイクルを「資源化リサ

イクル」と呼ぶ）。

①スラグ化しセメントや金属の添加剤などとして

利用する

➁金属資源を取り出して資源として再利用する

LIBにおける37%という数値は、他の電池より低く、

また経年で低下している（図6）。 

LIBのリサイクル割合が他の電池より低いのは、LIB

の電極材料が酸化物であるため金属として回収できる

量が少ないこと、負極が炭素材料であるため処理の過

程で燃えてなくなることが原因である。また経年で低下

しているのは、近年生産されたLIBのコバルト含有量が

低くなったため、回収する資源の価値が低下し、リサイ

クルが以前に比べ不活発になっているためである。

大型LIBのリサイクルに向けては回収段階

と処理段階にそれぞれ課題 

車載用などの大型LIBについては、回収段階、処理

段階のそれぞれに以下のような課題がある。 

 回収段階

回収は大きく分けて、①EV/PHEVをディーラーや

解体業者などに運び、搭載されているLIBを取り外す

までの段階と、➁ディーラーや解体業者などに集まっ

たLIBを処理施設まで輸送する段階とに分かれる 

図5：日本における車載用LIB廃電池の発生量予測 

出所： H25 産業構造審議会・中央環境審議会第31回合同会議に
おける日本自動車工業会の資料 

(台) 図 6：小型電池のリサイクル実績 

出所：一般社団法人JBRC Webサイトよりテクノバ作成 
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車載用大型LIBの場合、①に関しては自動車自体

の廃車スキームが既に確立されているため、その過程

で電池を確実に取り出せると考えられる。一方➁につ

いては、従来はなかった物の流れであることから、今

後の電池量の増加への対応が必要になる。 

 処理段階

日本には、大型LIBを資源化リサイクル可能な施設

が現時点で整備されていない。その障害となっている

のは、資源化リサイクルの方法が確立していないこと、

および処理施設整備に高いコストを要することである。 

車載用LIBの資源化リサイクルは大きく分けて、①

取り外し/分解、➁焼成、③化学処理、④電解処理の

流れになる。このうち各工程に課題が存在する。 

①の取り外し/分解工程では、電池が大型で形状が

規格化されていないことから、解体などに手間がかか

るという問題がある。電池が大型であることは避けられ

ないが、電池の形状が規格化されていれば解体が省

力化される可能性がある。 

➁の焼成工程では、小型電池と同じ方法の設備を

そのままスケールアップすることが、コストの面で難し

く、大型の電池に適した方法の確立が課題となってい

る。現在、焼成方法として4~5種類が検討されている

が、それぞれ長所・短所が存在し、適切な方法が定ま

っていない。 

また、焼成で電解液由来のフッ素を含む有毒な排

ガスが小型廃電池よりも大量に排出し、専用の排ガス

処理設備が必須となるという課題もある。

また、③化学処理、④電解処理についても高額な

処理設備が必要となる。 

日本国内での取り組み 

回収段階と処理段階の課題のそれぞれに対して日

本では近年以下のような取り組みが進められている。 

 回収段階

2018年3月に日本自動車工業会がOEMや二輪車

メーカと共同して、LIBを含む車載用電池の共同回収

を始めることを発表した。回収コストの低下やリサイク

ル施設の稼働率向上を図るのが狙いであり、2018年

度内の稼働開始を目指している。 

 処理段階

環境庁のプロジェクトおよび企業独自の研究開発に

より、焼成を中心とした車載用LIBの最適な処理とリサ

イクル方法が検討されている。

特に大きな技術的課題である焼成については、上

記した4つの焼成方法に関連技術を有する企業が、そ

れぞれ研究開発を進めている。一例として、太平洋セ

メントでは自社のセメント製造プロセスから排出する排

ガスを燃焼源にした焼成処理方法を採用し、コバルト

やニッケル回収する開発を進めている。 

また化学処理や電解処理についても、各社が効率

的な回収技術の開発に取り組んでいる。一例として、

住友金属鉱山では、従来資源ごとに工程を設けて回

収していたフローを改めて、ニッケルと銅を1つの工程

で回収できる技術を開発している。 

リサイクルシステムと自動車産業の責任明

確化の可能性

経済産業省では、資源が効率的かつ持続的に使

用される社会を目指した「富山物質循環フレームワー

ク」を2016年に発表している。これはG7や欧州で議論

されている資源効率や循環経済を進める国際的動向

に沿うものである。富山物質循環フレームワークの中

では、目標の1つとして「資源効率性・3Rのための政策

の推進」が挙げられている。 

既に家電製品（エアコン、テレビなど）やPCではリサ

イクルの仕組みが構築され、メーカが回収責任を負う

など、関係者の責任が明確になっている。昨今の国の

検討状況を踏まえると、車載用LIBについても同様の

制度が制定され、自動車産業の責任が明確にされる

可能性がある。この場合、家電やPCなどの先行事例

を踏まえると、自動車産業が廃電池の回収責任を負

うことが想定される。 
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海外でも進むリサイクルシステム整備 

EV/PHEVの普及が進む海外の主要地域でも廃電

池の大量発生とリサイクルの必要性が認識されてい

る。 

 EU

EUでは、2018年5月に「Europe on the Move」を

発表し、この中では車載用LIBの資源化リサイクルに

取り組むことが明記されている。 

「Europe on the Move」に基づく具体的なアクション

はこれからという状況であるが、ベルギーUmicore社

では、この動きに先行して、独自に大規模な設備投資

を行っている。同社では、将来的に車載用LIBのリサイ

クルが義務化されることを見据えて、自社で独自の焼

成方法を開発するなどリサイクル技術を確立し、年間

7,000ｔ処理可能な大規模施設を整備している。 

 中国

中国では政府が主導して車載用LIBのリサイクルを

推進している。2018年2月に中国政府の工業情報化

部は、「新エネルギー自動車用動力蓄電池のリサイク

ル管理に関する暫定弁法」を2018年8月に発行予定

と発表している。同法では、拡大生産者責任制度

（EPR）を適用して、OEMが廃電池を回収する責任

を、電池メーカがリサイクル過程の責任を、それぞれ 

担うとしている。 

また、車載用LIBの回収とリサイクルに関する全国

統一の「トレーサビリティプラットフォーム」を構築するこ

とが計画されている。このプラットフォームでは、車載

用LIBの生産、販売、利用、二次利用、廃棄、回収、

リサイクルまでの全工程の情報を収集・管理することを

目指す。 

この他、電池メーカには電池の標準化/汎用化、解

体とリサイクルをしやすい製品設計、リサイクル材料の

活用などが要求されている。 

なお中国では、2018年から北京市周辺ほか2都市

で、EV/PHEVの電池回収およびリサイクルに関する

大規模な実証プロジェクトが開始されている。 

以上、EU、中国の取り組みの概要を示した。両地

域とも、日本同様に車載用LIBの資源化リサイクルを

重要視しており、技術開発や施設整備、法律や規制、

標準などの制度整備など多面的な取り組みを進めて

いる。 

EU、中国の取り組みの方向性が日本と大きく異な

ることはないが、車載用LIBのリサイクルが義務化され

ることをビジネスチャンスと捉えて、大規模な廃電池処

理施設を整備したベルギーUmicore社や、中国でのt

トレーサビリティプラットフォーム構築の動きは日本に先

駆けた取り組みであり、今後特に注目が必要である。 
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1.日本が国を挙げて取り組むこと

2つの課題を繋ぐキーワード「資源化リサ

イクル」

資源調達リスクと廃電池の大量発生という２つの課

題に対して、廃電池からリチウムやコバルト、ニッケル

などの資源を取り出して電池材料として再活用する

「資源化リサイクル」は一挙両得といえる対策である。 

ただし、Ⅱ章で述べた通り、車載用LIBで資源化リサ

イクルを行う環境整えるには、処理施設の整備や焼成

をはじめとする処理方法の確立に時間を要する。 

このため、２つの課題が顕在化するタイミングに注目

して、次項で述べる２段階の対策が有効だと考えられ

る。 

2段階での対策の重要性 

廃電池が大量に発生するのは2020年以降、資源

調達リスクが本格化するのは2025年頃であり、若干の

時間的差異がある。このため、以下のような2段階で

の対策が考えられる。 

 廃電池の二次利用（2020年までに取り組む

対策）

車載用LIBをそのまま廃電池化するのではなく、定

置用として二次利用することが考えられている。定置

用は設置スペースに制約がないため、容量が低下し

た車載用LIBでも複数を組み合わせれば使用できるた

めである。既に日産などのOEMも取り組みを始めてい

る。 

二次利用は電池のライフサイクルを延長させること

になり、最終的に処理されるまで時間を延長させる効

果がある。また、次項で述べる資源化リサイクルの方

法を検討する時間を稼げるという利点もある。ただし二

次利用は、廃電池の量は削減できても資源調達リスク

の低減には結びつかない。2025年を目途に次項に挙

げる資源化リサイクルの体制を確立する必要がある。 

 資源調達リスク対応（2025年までに取り組

む対策）

2025年頃からに資源調達リスクが本格化するため、

資源化リサイクルを中心としつつ、他の対策も並行して

推進することが必要になる。 

資源供給量の増加

資源化リサイクルが不可欠となる。ただし、資源化リ

サイクルできる資源も無尽蔵ではないため、先述の通

り、児童労働問題や環境問題に考慮しながら、新たな

鉱山開発も引き続き進める必要がある。 

 EV/PHEV1台に必要な資源量の削減

車両の一層の軽量化などによる電費向上、リチウム

やコバルト含有量のより少ない電池の開発なども必要

である。 

資源化リサイクルの確立に向けた制度整備 

Ⅱ章で述べた通り、車載用LIBの処理施設は国内

には整備されておらず、資源化リサイクルを進めるうえ

で施設の早期整備が求められるが、最適な焼成方

法、化学処理方法および電解処理方法の確立が課

題である。このため、リサイクル産業、電池産業、自動

車産業が連携し、電池の処理コスト低減に向けた技術

開発が期待される。 

一方、Ⅱ章でみたEUや中国の取り組みを踏まえる

と、資源化リサイクルシステムの確立に向けては、制

度面の整備も必要となる。例えば、家電リサイクルのよ

うに関係者の責任を明確化し、回収からリサイクルま

で一気通貫で処理しやすいスキームが考えられる。 

課題への対策と自動車産業への期待 
本章では、LIB需要量増加による2つの課題への対策として、資源化リサイク

ルを中心とした総合的な取り組みの必要性、および自動車産業への期待につい

て述べる。

Ⅲ 
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2.自動車産業への期待

具体的な取り組み例 

 二次利用・資源化リサイクルを前提とした、

分解しやすい電池パック設計

廃電池を二次利用するにも資源化リサイクルを行う

にも、先ず電池の取り出しという工程から始まる。 

現在の電池パックは、車両ごとに設計されているた

め複雑な構造であり、かつ振動や衝撃に耐えうるよう 

に強固に固定されている。その状態から電池パック

を、また電池パックからモジュールを外すことは容易で

はない。さらに大容量・高電圧のモジュールやLIBセル

は取り扱いが難しいため専用トレーニングを受けた作

業者にしか作業できないようにしている。 

これらは二次利用や廃棄へ展開しにくくしている。こ

れらを回避するために、取り外しや取り扱いが容易で、

かつ、取り外す際に衝撃を回避できる電池ケースやモ

ジュールなどのパック設計が求められる。 

 電費向上による電池搭載量の増加抑制

EVには一層の長航続距離が求められているが、資

源調達リスクを踏まえると、車両の軽量化やモータ・イ

ンバータを高効率化するなどにより電費を向上させ、1

台当たりの電池の搭載量、すなわち 1台当たりの資 

源量を削減することが求められる。 

LCA全体を見通した自動車開発の必要性 

これまでの自動車開発においては、自動車単体とし

ての性能が追求されてきた。しかしながら、本レポート

で見てきた課題を踏まえると、調達する資源や易リサ

イクル性など、LCA全体を見通して最適な自動車の

開発が求められる時代がすでに到来している。 

ここで、ゲームチェンジをもたらす開発が並行して起

きる可能性があることには留意する必要がある。例え

ば、前節では今後年々増加するEV/PHEV需要に対

しては、資源化リサイクルを中心とする供給量の増

加、EV/PHEV1台に必要な資源量の削減に併せて取

り組む必要があることを述べた。しかしながらその一方

で、現在リチウムやコバルトなどを用いない次々世代電

池（多価カチオン電池、空気電池）が開発中である。

2030年頃の実用化が想定されており、現在はまだ基

礎研究段階であるが、これらが実用化されると、LIBに

関わる資源調達リスクは大きな問題ではならなくなる。 

製品開発に向けた擦り合わせは日本の自動車産業

の得意としてきたところではあるが、LCAを見通した開

発においては他の部品や関連産業での技術開発動

向、規制動向などを視野に入れた最適な開発の必要

性がこれまで以上に高まる。 

 「資源化リサイクル」が２つの課題解決につながる、目指すべき姿である。

 課題が顕在化するタイミングに注目すると、2段階での対応が有効である。

 2020年までに廃電池の二次利用を先行的に推進

 2025年までに資源化リサイクル体制を確立

 具体的な取り組み例は以下の通り。

 二次利用・資源化リサイクルを前提とした、分解しやすい電池パック設計

 電費向上による電池搭載量の増加抑制

 自動車産業にはLCA全体を見通した自動車開発が求められる。
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