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新
材
料
基
地

広東邦普循環科技有限公司、登録資本金9481万元

住所：集団本部、新材料基地、敷地面積は約10万㎡

湖南邦普循環科技有限公司：登録資本金は6000万元

住所： 電池の循環基地、敷地面積は約43万㎡

湖南邦普汽車循環有限公司、登録資本金1800万元

住所：新能源汽車及動力電池循環基地、敷地面積は約3万㎡

電
池
循
環
基
地

自
動
車
循
環
基
地

国家火炬計画重点ハイテク企業

国家科学技術サポータ計画プロジェクトの担当企業

電池資源の回収処理規模及び循環生産能力が中
国のトップに上がった

2017年人民元35億元の営業収入を実現した

特許申請は累計で144件。国家・地方及び業
界の基準の起草・作成数は76件
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一、中国駆動用バッテリーの回

収政策

二、駆動用バッテリーの回収にお

けるビジネス・モデル

三、駆動用バッテリーの回収技

術の概況



1. 中国の駆動用バッテリー回収に関する政策
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番号 名称 公布時間 公布機関 要旨

1
自動車業界の発展に関する
政策

2004.05.21 発展改革委員会
第八条 国家は電自動車、車用駆動用バッテリーなどの新型動力に対する研究や産業
化を指導・奨励し、ハイブリッド車技術の発展に重点を置き、ハイブリッド車の生産や利用
を推し進める。

2
自動車製品の回収利用に関
する技術・政策

2006.06.02 
発展改革委員会、科

技術部など
第十五条 電気自動車（ハイブリッド車などを含む）の製造業者は販売される電気
自動車の蓄電池の回収・処理を担当すべきである。

3
再生資源の回収に関する管
理方法

2007.05.01 商務部、環保部など
再生資源の回収に取り組む企業の経営規則について関連要求を出し、諸部門の再生
資源回収業界への監督・管理職責の区分について要求する。

4.
戦略的新興産業の育成・発
展の加速に関する決定

2010.10.10 国務院
駆動用バッテリー分野の核心的技術に力を入れて、電気式ハイブリッド車、純電気自動
車の普及・応用・産業化を推し進める。燃料電池自動車の関連先端技術に関する研
究・開発を行ない、効率的、低排出の省エネルギー自動車の発展を大いに推進する。

5
省エネルギーと新エネルギー自
動車模範普及試験事業を更
に推進することに関する通知

2011.10.14 財政部、工信部など
第二章 第五条の規定により、車両または電池のレンタル企業は駆動用バッテリーの回
収処理システムを構築し、駆動用バッテリーの回収責任を着実に施行し、関連回収サー
ビス承諾を制定し、それなりの処理能力を育てるべきである。

6
電池業界の清潔生産実施方
案を印刷・発布するに関する
通知

2011.12.25  工信部
『重金属汚染総合防止「十二五」企画』を切実に施行し、使用済みの電池の再利用業
界の清潔生産技術改造プロジェクトへの支持を強化する。

7
省エネルギーと新エネルギー
自動車業界の発展企画
2012-2020 

2012.06.28 国務院
駆動用バッテリーの回収利用に関する管理法の作成を指摘する。駆動用バッテリーの
ステップ型利用と回収管理システムを構築する。駆動用バッテリー生産企業の使用済
みの電池の回収利用を指導する。専門的な電池回収利用企業の発展を激励する。

８
新エネルギー自動車の普及・
実用の加速に関する指導意
見

2014.07.21 国務院
第三章 第十条 駆動用バッテリーの回収利用政策を検討・策定し、基金、敷金、強制
的回収などの方法を探索・利用することを通じ、使用済み電池の回収を推し進め、完全
な使用済み電池の循環利用システムを構築する。

9
自動車駆動用バッテリー駆動
用バッテリー業界規範条件

2015.03.26 工信部
第七章 第二十一条の規定により、企業は自動車企業と共同で使用済みの駆動用バッ
テリー駆動用バッテリーの回収処理、リサイクルに関する実行可能な方案を研究・策定す
べきである。

10
2016-2020年新エネルギー
自動車の普及に関する財政
支援政策の通知

2015.04.22
財政部などの四つの

部と委員会

新エネルギー自動車製造業者及び電池製造業者は駆動用バッテリーの回収利用につい
ての主体責任を担う。
補助金政策の後退：2017－2018 年補助基準は2016 年より20%下がり、2019
－2020 年の補助基準は2016 年より40%下がる

1.1 中国新エネルギー自動車及び駆動用バッテリーの回収利用に関する政策・法規
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番号 名称 公布時間 公布機関 要旨

11
電気自動車の充電インフラ建設の加速に関
する指導意見

2015.09.29 国務院 第四章 第十二条 実証事業をベースに、電池のステップ型利用を強化する。

12
電気自動車駆動用バッテリーの回収利用
技術に関する政策（2015年版）

2016.01.05 
発展改革委、
工信部など

上流・下流企業連動の駆動用バッテリー回収利用体系を構築、生産者の延伸責任
制度を切実に施行。

13

新エネルギー自動車使用済み駆動用バッテリ
ー総合利用業界規範条件 新エネルギー自
動車使用済み駆動用バッテリー総合利用業
界規範公告管理暫定施行弁法

2016.02.04 工信部
企業の配置、規模、装備、工法、資源利用、エネルギー消費及びエコなどの面から、
新エネルギー自動車の使用済み駆動用バッテリーを利用する企業に要求を出した。

14
『自動車駆動用バッテリー業界規範条件』に
合致した企業の申告に関する補充通知

2016.04.29 工信部
企業の申し込みプロセスと要求を規範化するため、駆動用バッテリーの関連基準を施
行し、材料の適合性、地方の初審査要求、製品基準の適合性要求及び年度報告
の提出要求について規定した。

15 国家危険廃物リスト 2016.06.14 環境保護部
リチウムイオン電池を危険廃物とせず、駆動用バッテリーも危険廃物に列されていない
。危険廃物管理免除リストを追加。

16
『新エネルギー自動車駆動用バッテリーの回
収利用試験事業案』（意見募集稿）

2016.07.29 工信部
北京・天津・河北省、長江デルタ地域、珠江デルタ地域及び中部地域から各1市を
び、新エネルギー自動車駆動用バッテリーの回収利用モデル都市とし、モデル都市を
中心とし、周辺の区域へ放射する。実施期限は2年間である。

17
新エネルギー自動車製造業者及び製品の
準入管理規定（意見募集稿）

2016.08.12 工信部
第十七条 新エネルギー自動車製造業者は製品の全ライフサイクル内で、すべての
新エネルギー自動車製品のためにファイルを作り、自動車の利用、メンテナンス状況
（駆動用バッテリーの回収と処理状況を含む）をフォローすべきである。

18
『企業平均燃料消費量及び新エネルギー自
動車ポイント並行管理暫定施行弁法』（意
見募集稿）

2016.09.21 工信部
2018～2020年、新エネルギー自動車のポイント比例要求はそれぞれ8%、10%、
12%である。 2020年以降の比例要求は別途定める。
新エネルギー自動車のポイントは自由に取引できるが、繰越してはいけない。

19
自動車駆動用バッテリー業界規範条件（
2017年）（意見募集稿））

2016.11.22 工信部
第七章（二十四）の規定により、企業は国家と地方の駆動用バッテリー製品の回
収利用に関する政策法規の要求を満たすべきである。

20
新エネルギー自動車の駆動用バッテリーの回
収利用暫定施行弁法（意見募集稿）

2016.12.01 工信部
中国の国情に合致した駆動用バッテリーの回収利用モデルを探り、駆動用バッテリー
の回収管理を強化する。

1. 中国の駆動用バッテリー回収に関する政策

1.2 中国新エネルギー自動車と駆動用バッテリーの回収利用に関する政策法規
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番号 名称 公布時間 公布機関 要旨

21 廃電池汚染防止技術政策 2016.12.26 環境保護部
使用済み電池の分類、収集、輸送、総合利用、貯蔵及び処理などの全プロセスを貫き
、全プロセスの汚染防止のために参考・根拠を提供する。

22
製造業者責任延伸制度
遂行方案

2017.01.03
国務院
弁公庁

電気自動車及び駆動用バッテリー製造業者は使用済み電池の回収ネットワークの構築を担

当し、アフターサービス・ネットワークを利用して使用済み電池を回収する。駆動用バッテリー製

造業者は製品のコード化を施行し、全ライフサイクルの遡及システムを建設すべきである。

23
再生資源産業の発展の
加速に関する指導意見

2017.01.25
工信部

などの三つの部と
委員会

新エネルギー自動車の駆動用バッテリーの回収利用試験事業をに取り組み、完全な

使用済み駆動用バッテリー資源化利用基準体系を構築し、使用済み駆動用バッテ

リーのステップ利用を推進する。

24
自動車駆動用バッテリー
産業発展促進アクションプ
ラン

2017.03.01
工信部

などの四つの部と
委員会

既存の駆動用バッテリーの性能・品質や安全性を引き続き向上させ、コストを削減し、2018
年前に高品質の駆動用バッテリー供給を保証する。新型リチウムイオン駆動用バッテリーの研究
・開発と産業化を大いに推し進め、2020年に大規模の応用を実現。新たな体系駆動用バッ
テリーの基礎研究を強化。2025年技術の変革と開発・テストを実現。

25
自動車産業における中長
期的発展計画 2017.04.25

工信部、
発展改革委員会

、
科技部

製造業者の責任延伸制度を切実に実行し、駆動用バッテリーの回収利用に関する
管理方法を制定し、駆動用バッテリーのステップ型利用を推し進める。

26
新エネルギー自動車駆動
用バッテリーのステップ利用
製品標識認定制度

検討中 工信部

27
新エネルギー自動車駆動
用バッテリー電池製品のコ
ード化ルール

検討中 工信部

28
駆動用バッテリー製品コー
ド化ルール及び源に遡及
する管理体系の構築

検討中 工信部
情報化管理手段を生かして、駆動用バッテリー製品の全ライフ・サイクルに対して、可

遡及管理を強化する。

1. 中国の駆動用バッテリー回収に関する政策

1.3 中国の新エネルギー自動車及び駆動用バッテリーの回収利用に関する政策法規
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時間 生産量/万台 販売量/万台

2009 0.52 0.52 

2010 0.72 0.59 

2011 1.28 0.82 

2012 1.26 1.28 

2013 2.39 2.48 

2014 7.85 7.48 

2015 37.89 33.11 

2016 51.70 50.70 

2017年1-5月 14.72 13.57

累計 118.33 110.55

2009年現在中国新エネルギー自動車生産・販売数量状況一覧

中国駆動用バッテリー廃棄量予測（万トン）

2018年駆動用バッテリーの廃棄量の増加率は比較的に高いと予想され、主な原因として2014-2015年駆

動用バッテリーは急速な成長を見せ、2018年ごろは大規模でリタイヤすること。電動自動車の保有量が絶えず

増加するのに伴って、駆動用バッテリーの廃棄量は年毎に成長し、2020年まで駆動用バッテリーの廃棄量は

24.8万トンに達するとの見込み。

报废量, 

2014, 

0.72

报废量, 

2015, 

1.02

报废量, 

2016, 

1.39

报废量, 

2017F, 

2.79

报废量, 

2018F, 

6.39

报废量, 

2019F, 

13.65

报废量, 

2020F, 

24.76报废量

2. 駆動用バッテリーの回収ビジネス・モデル

2.1 新エネルギー自動車及び廃棄駆動用バ
ッテリー規模



2. 駆動用バッテリーの回収ビジネス・モデル
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2.2上流と下流の協力

Finished by Brunp Elvs

湖南邦普汽車循環有限公司



2.3協力経験―電池企業

9

邦普は使用済み電池を研究・開発と回収の対象とし、先進的な分離・合成技術を利用し、電池の中のニッケル、

コバルト、マンガン、铜、鉄、アルミニウム、リチウムなどのエレメントをショートレンジで、効率的に回収した後、企業の

独創的「リバース製品定位デザイン」を通じて、性能優れたハイエンドNCM前駆材料を生み出す。これは使用済み

電池を電池材料にする指向性循環のキーポイントである。

2. 駆動用バッテリーの回収ビジネス・モデル



10

2.4協力経験―車両企業

邦普は新エネルギー自動車上の駆動用バッテリーを回収対象とし、まず車両企業の授権を取得し、傘下駆動用バ

ッテリーの特定サイト回収社とする。回収経路は以下のようである。

①車両企業がテスト段階で廃棄する駆動用バッテリー。②新エネルギーの消費者が使用する中で4S店で切り換え

た車載駆動用バッテリー。

③新エネルギー自動車の消費者が自動車を廃棄する際に車両と共に廃棄する駆動用バッテリー

車両製造業者

営業ネットワーク（4S店）

消費者

邦普

新車の販売

車両と共に
廃棄

駆動用バッテリ
ーの交換

テストによる
廃棄

使用による
廃棄

新車の販売

2. 駆動用バッテリーの回収ビジネス・モデル
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サプライヤーが邦普に
知らせる

邦普が計画を策定

邦普がサプライヤーに
フィードバック

計画通りに運輸

時間、場所、数量と車種を告げる

運輸会社：プロの運輸資格を持ち豊富な経験を誇る

運輸時間：普通は4日間であり、不可抗力の場合は10日間

運輸路線：実際の状況に基づき、最も便利かつ安全な路線を選
択する

邦普は全国で112ヵ所の拠点を持つ

24時間内でドアツ・ドアの全プロセス・サービス

0731-87701817

2.5 回収拠点

2. 駆動用バッテリーの回収ビジネス・モデル
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3.1 世界電池回収技術

3. 駆動用バッテリーの回収技術に関する概況

国家 会社 回収技術

ベルギー Umicore
高温処理、多金属合金を回収。多金属合金を湿法で様々な塩製品を分離
・精錬。

日本

三菱金属
ニッケル水素電池の処理技術は先進的で、ニッケル水素電池を利用して、ニッ
ケル鉄合金を直接生産し、製品の品質もよく、回収率も高く、エネルギー消費
量も低い。

JX（日鉱）
湿式冶金工法を利用して、リチウム電池から硫酸ニッケル、硫酸コバルトなど
を回収する。

アメリカ
Retriev 
Tech.

Retriev Technologies会社は30年近くの電池回収経験を持ち、主要な工
法は機械法と湿法冶金工法の利用である。まず、液体窒素で放電完了のバ
ッテリーを冷却し、破砕処理を行い、破砕の処理物を分離し、プラスチックの混
合物と金属の混合物を入手する。金属酸化物は湿法でコバルト塩、リチウム
塩、ニッケル塩を採取する。

イギリス AEA

AEA会社は低温で電池カバーを破砕・分離し、乙トリルを媒体に電解液を抽
出し、N-メチルピリピロールを媒体にして接着剤を溶かす。その後、固体から選
別して、銅、アルミニウム、プラスチックを取得。LiOH溶液から、電着でコバルト
を回収し、CoOを取得。
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3.2邦普の駆動用バッテリー循環工法

駆動用バッテリーを回収

探傷検査

モジュール無傷分解

単体分解

選別

ショートレンジ回収

粗製金属

指向的リサイクル

正極材利リサイクル

3. 駆動用バッテリーの回収技術の概況

原点に戻す！

限りのある資源、限りないリサイクル！



3. 駆動用バッテリーの回収技術の概況
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独立の研究開発とデザイン Independently research and development and design 

自動的な材料供給
Auto-feed

レーザ距離測定視覚システム
Vision System for laser ranging

三軸精密位置付けシステム
ALI-Mate 3X

自動単体切断
Automatic dismantling cell 

自動コア分離
Automatic separating cell

新世代全自動単体分解機

3.3 駆動用バッテリーの自動分解技術



3.4駆動用バッテリーの情報遡及システム
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ポケットコンピュータ
PDA

仕入れ及び在庫
Purchase and stock

タッチスクリーン
Touch Screen

コンピュータPC

情報入力
Input infor.

記録とトレース
Record and trace

3. 駆動用バッテリーの回収技術の概況



3.5 ニッケル・コバルト・マンガンの指向的循環技術
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使用済みリチウム
イオン電池

放電池
（放電）

電池貯蔵 電池の熱処理リフティング機

天然ガス

排気ガス処理シス
テム

煙突

輸送機

熱処理後の材料
貯蔵

サイクロン分離機

選別システム1

銅屑貯
蔵

鉄屑貯
蔵

破砕システム2

電池分類

サイクロン分離機

輸送機

選別システム2

電池パウダー
（A）

電池パウダー
（B）

銅屑

鉄屑

電池コアBattery core

破砕
Crush

鉄
Te

銅・アル
ミニュー

ム
Al.Cu

ポジティブ・パ
ウダー

Positive 
powder
（PP）

選別
Screenin

銅箔
Copper 

foil

選別
separation

アルホイル
Aluminu

m
foil

選別
separation

PP

グラファイト・
パウダー
Graphite 
powder
(GP）

不純物の
鉄admi-
xture 
iron

GP

（1） 前処理技術

3. 駆動用バッテリーの回収技術の概況
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（2） 精錬・合成技術

電池パウダーBattery  powder

酸浸け
Acid 

leaching

化学不純物除却
Chemical 
purified

抽出Solvent 
extraction 

マンガンニッケルコバルト複合酸化
物

Nickel cobalt manganese 
hydroxide

NMC カソード物質
NMC cathode materials

炭酸リチウム
Lithium 

carbonate

共沈
Co-

precipitation

か焼き

Sintering

3. 駆動用バッテリーの回収技術の概況



3.6 アンモニア・窒素廃水に対する処理技術
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アンモニア水
貯蔵タンク

アンモニア水ポ
ンプ

アンモニア水回転タン
ク

(アンモニア水の中のNH3の
含有量≥12%)

クーラー塔

冷却水循環ポンプ

冷水塔

アンモニア水緩
衝タンク

リフティング
ポンプ

廃水ニュートライズ池
(アンモニア水の中のNH3の含有

量≥12%)

遠心ポ
ンプ

アンモニア水収集池

熱交換機

ストリッパー

蒸気が
ボイラルーム
から回収

アンモニア・窒素の廃水資源化利用

項目は、邦普と中国科学院プロセス研

究所と共同で開発されたプロジェクトであ

り、業界では、率先して精留塔原理を

利用し、廃水の中からアンモニア・窒素を

分離・濃縮・精錬・回収利用する工業

応用を実現させ、リチウムイオンとニッケル

水素材料分野での初のアンモニア水の

循環利用を実現したプロジェクトである。

処理前の廃水：3-4g/L    
処理済みの廃水：＜15mg/L
処理能力：600t/d

アンモニア・窒素資源の回収率≥99%   
リサイクルのアンモニア濃度12-16%wt

技術指標：

3. 駆動用バッテリーの回収技術の概況



END
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ありがとうございます！

Thanks for Your Attention！


