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EU電池規則案をめぐる最新動向（後編）
主席研究員

新開裕⼦

※緑太字下線の⽤語は、後半の⽤語解説に詳細を記載しています。
要旨
■前号に続き、EUの新たな電池規制の動きを追う。蓄電池は、2050 年の気候中⽴/
カーボンニュートラル達成に向けて重要な鍵を握る。EUでは、蓄電池をサーキュ
ラーエコノミー政策における最優先分野のひとつに位置付け、EU全体での資源循環
と電池バリューチェーン構築に向けて新たな規制導⼊に動いている。
■前編では、その中核となるEU電池規則を取りあげ、2021年10⽉に欧州委員会が発
表した法案の内容を解説した。この欧州委員会案に対し、欧州議会・理事会がそれ
ぞれ修正案を採択（2022年3⽉）。
■ 4⽉以降、2回にわたる⾮公式な三者対話（トリローグ）を通じて議論が重ねられ
ている。3回⽬となるトリローグは10⽉に予定され、本年中の決着を⽬指して調整
が⾏われている模様だが、依然として残された論点は多く年内最終決着するかは不
透明。
■本号では、電池規則をめぐる交渉の最終段階でなお残る主な論点について、欧州議
会・理事会の修正案の内容を中⼼にまとめた。

電池規則案の審議の動向
前号で解説したとおり、2020年12⽉、欧州委員会は、電池と廃電池に関する規則（以
下、「電池規則」）案(*1) を提案した（「規則」は、成⽴すれば加盟国の国内法化を経
ることなく直接適⽤され、EU域内で統⼀した規定が適⽤される⼆次法令。欧州委員会提案
の法案概要については前編参照。）。⽴法プロセスは、通常⽴法⼿続き（欧州議会と理事
会による共同決定）による三読会制が採られ、現在、第⼀読会での成⽴が⽬指されている。
2022年3⽉、欧州議会・理事会がそれぞれ修正案を採択したことを受けて、4⽉に⾮公
式な三者対話（トリローグ）がキックオフされた。本法案成⽴を優先課題と位置づけるフ
ランスは、⾃らが理事会議⻑国を務める期間内（6⽉末）の妥結を⽬指して意⾒調整に尽
⼒したが、6⽉30⽇に開催された第2回トリローグでは合意には⾄らず、次期議⻑国であ
るチェコに引き継がれるかたちとなった。次のトリローグは10⽉に開催が予定され年内決
着を⽬指しているという。欧州委員会の担当部局によれば、依然として論点は多く残され
ているとのこと。
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［図表︓電池ライフサイクル全体をカバーするEU電池規則案］（再掲）

（出典︓
欧州委員会）

欧州委員会案に対する欧州議会・理事会の修正要求
（１）欧州議会の修正案
欧州議会が⽰した修正案(*2) は、全体的に、対象範囲拡⼤、⽬標の上⽅修正、達成期限の前
倒しといった規制強化の⽅向での修正が多い。修正箇所は多岐にわたるが以下に主なポイン
トを挙げる。
■ LMT（軽量輸送⼿段）⽤電池の扱い︓欧州委員会提案では、基本的に産業⽤電池、EV電
池が対象となっておりLMT⽤電池（電動⾃転⾞や電動スクーター等の電池）が除外されてい
るが、欧州議会は、LMT⽤電池を電池分類として導⼊し、カーボンフットプリント（CFP）、
リサイクル含有率、回収率等の要件の対象に含める修正を提案。
■⾮充電式電池の廃⽌︓⼀般に使われている⾮充電式ポータブル電池（通常の単３電池な
ど）について、欧州委員会提案は2030年末までに段階的に廃⽌するための実現可能性評価
（feasibility assessment）を⾏うとしているが、これを議会修正案では2027年末までに前
倒しする。また、2023年1⽉1⽇以降、⾮充電式電池に「non-rechargeable」とのラベル表
⽰を義務付けることを提案。
■ポータブル電池の回収率⽬標を引上げ。
2023年末までに45％ ← 変更無
2025年末までに70％ ← 欧州委員会案では65％
2030年末までに80％ ← 欧州委員会案では70％
■リチウムの材料リカバリーレベルを引上げ。
2026年1⽉1⽇までにリチウム70％ ← 欧州委員会案では35％
2030年1⽉1⽇までにリチウム90％ ← 欧州委員会案では70％
■バッテリーパスポート対象拡⼤︓欧州委員会提案では、2kWh超の産業⽤電池・EV電池と
され、かつ、LMT⽤電池は除外されていたが、欧州議会はこの「2kWh超」の閾値を削除し
全ての産業⽤電池、EV電池およびLMT⽤電池をバッテリーパスポートの適⽤対象とした。
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（２）理事会の修正案
理事会では環境に関する作業チーム（Working Party）が10回にわたる会合で技術的検討を重
ね(*3)、欧州委員会に対して多くの修正を提案している(*4)。全体的に、欧州議会と同様に対
象範囲を拡⼤する分野もあれば、⽬標達成の期限設定を欧州委員会提案より緩やかにするなど、
加盟国間に存在する対応状況の差に配慮する傾向も⾒られる。修正箇所は多岐にわたるが以下
に主なポイントを挙げる。
■根拠法︓欧州委員会案では電池規則の根拠法はEU機能条約114条（単⼀市場）としているが、
理事会案では114条に加え、⼀部の規定については192(1)条（環境）の適⽤を提案（dual
legal basis）。これにより、廃電池の回収やリサイクル率について、対応が進んでいる加盟国
がより厳しい規定を設けやすくなるなど柔軟性が⾼まると考えられる。
■ CFPの適⽤対象︓EV⽤電池については容量2kWh超という閾値を削除し適応対象を拡⼤。
■ LMT⽤電池の扱い︓欧州議会同様、LMT⽤電池の分類を追加し、回収率等の要件やバッテ
リーパスポートの対象に含めることを提案。
■ Batteryの定義明確化︓本規則においてBatteryとは、⾮充電式または充電式のセル、モ
ジュール、バッテリーパックで構成される「完成品（ready for use）」を指すと定義を明確化。
■各種⽬標の達成期限延⻑︓CFP導⼊、リカバリーレベルや回収率⽬標達成の期限を欧州委員
会提案より先延ばし。CFPについては産業⽤電池とEV⽤電池で異なる開始時期を設定（産業⽤
はEV⽤の２年後）すること等を提案。（尚、理事会案では期限の表記を年⽉⽇ではなく「電池
規則の発効後●ヶ⽉」というような記載形式に書き換え。）

「サプライチェーン・デュー・ディリジェンス」義務について
今回の電池規則案には、「サプライチェーン・デュー・ディリジェンス」の条項（電池規則案
39条）が設けられた。これは、コバルトやニッケル等の材料調達について、⼈権保護や環境保
護の観点から、電池のサプライチェーン（採掘、精錬、加⼯プロセス）で⽣じうる広範な社
会・環境影響のデュー・ディリジェンスを企業に義務付けるもの。対象範囲や適⽤スケジュー
ルに関して欧州委員会・欧州議会・理事会の間で意⾒相違はあるものの、導⼊⾃体については
⽅向性が⼀致している。原料調達に関わる精錬業者のみならず、EUに電池を輸出する川下製造
業者等にまで影響を及ぼすと考えられる。
（１）「責任ある鉱物調達」とは
コンゴ⺠主共和国（DRC）のコバルト採掘等で⼤きく報じられた劣悪な労働環境や児童労働
の問題をきっかけに、企業活動が国境を越えて⼈権侵害などを引き起こすリスクを回避するた
めのデュー・ディリジェンスが国際的に求められてきた。2011年の国連「ビジネスと⼈権に
関する指導原則（UNGP）」（いわゆるラギー原則）、および、OECDガイダンス（紛争地域
および⾼リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェン
ス・ガイダンス）が国際的に参照されている。
これまで欧⽶諸国を中⼼に対応が進められ、アメリカでは⽶国⾦融規制改⾰法（ドッド・フ
ランク法）に基づき2012年に紛争鉱物調査・開⽰の実施規則が施⾏された。EUでも2017年7
⽉にEU紛争鉱物規則が発効。
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紛争地域および⾼リスク地域（CAHRAs）リストを2020年12⽉に公表し、2021年1⽉から適
⽤開始となった(*5)。対象鉱物・地域の拡⼤とともに、精錬業者に加えて中間サプライヤーや
サプライチェーンの川下にまでデュー・ディリジェンス義務が広がるという⼤きな流れにある。
⽇本でも2020年にUNGPに基づき⾏動計画を策定済であるが、国際的に対応強化が進む中、
2022年7⽉に経済産業省が事務局となり「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」が中間
整理案をまとめた。サプライチェーンのサステナビリティ確保に向け、環境・⼈権デュー・
ディリジェンスについても試⾏事業を通じて検討を深めることとなっている。
（２）電池規則案におけるサプライチェーン・デュー・ディリジェンス条項
上述のEU紛争鉱物規則では、スズ、タンタル、タングステン、⾦を含む鉱物をEUに輸⼊す
る企業がデュー・ディリジェンス義務の対象になっており、これらを含有する部品や製品の輸
⼊業者までは対象になっていない。
⼀⽅、今回の電池規則案では、コバルト、天然⿊鉛、リチウム、ニッケルとその化合物
（Annex X(*6) の1）を対象とし、 これら対象鉱物を含有する2 kWh超のEV蓄電池および充
電式産業⽤電池をEU市場に上市する事業者(*7) に対してデュー・ディリジェンスを義務付け
ている。尚、欧州議会修正案では、さらに銅とボーキサイトを対象に加えることが提案されて
いる（この提案に対してEUROBATやEurometaux等の業界団体はこれら鉱物の含有率は極め
て低いとして反対）。
調査対象となるリスクも広範で、⼤気、⽔、⼟壌、⽣物多様性等への環境影響に加え、労働
衛⽣・安全、児童労働を含む労働者の権利、⼈権等９種類のリスクを挙げている（Annex Xの
2）。デュー・ディリジェンスの⽅法については、OECDのガイダンスや国連、ILOのガイドラ
イン等（Annex Xの3）に沿って、今後欧州委員会が実施細則の策定を⾏うとされる。
細則の策定については、電池規則案第73条に基づき、広範な権限が欧州委員会に委任されて
いる（delegated act）。欧州議会・理事会は欧州委員会権限を取り消す（revoke）ことが可
能ではあるものの、デュー・ディリジェンスのルール形成プロセスにおいても欧州委員会が実
務を主導していくものと思われる。

⽇本の蓄電池産業政策の取組み
歴史的にみれば、リチウムイオン蓄電池（LiB）の誕⽣には⽇本の貢献が極めて⼤きい(*8)。
⼩型・軽量なLiBの開発・実⽤化はIT化社会形成、さらには省エネと環境保全に⼤きく貢献し、
世界中の社会と産業に多⼤な影響を与えた。今後、2030 年、2050 年に向けて急激な拡⼤が
予想される蓄電池市場を⾒据え、EU等各国がルールメイキングと⼤規模投資を急ピッチで進
めている。また、全固体リチウムイオン⼆次電池（全固体電池）の研究開発でも⽇本は技術で
世界をリードしてきたが、近年、中国はじめ各国の開発競争が激化している。
このような状況の中、2022年4⽉に発表された蓄電池産業戦略の中間とりまとめでは、①液
系LiBの国内製造基盤確⽴（遅くとも2030年までに、蓄電池・材料の国内製造基盤150GWhを
確保）、②海外展開によるグローバルプレゼンスの確保（2030年に⽇本企業全体でグローバ
ル市場において600GWhの製造能⼒を確保）、③次世代電池市場の獲得（2030年頃に全固体
電池の本格実⽤化）など具体的な⽬標が設定され、⽇本の蓄電池産業が再び競争⼒を取り戻す
ための戦略が検討されている。
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⽇EUはともに2050年までの気候中⽴/カーボンニュートラル達成に向けて官⺠⼀体で取り組
みを進めている。蓄電池は「⽇EUグリーン・アライアンス」(*9) において⽇EU協⼒の優先分
野に位置付けられており、今後、官⺠での協⼒強化が期待される。とりわけバッテリーパス
ポート等のデータプラットフォームやカーボンフットプリント算出に係る基準・規格作りにお
いて、⽇EUの連携・対話が適切な国際ルール形成につながることを期待したい。
［図表︓経済産業省「蓄電池産業戦略 中間とりまとめ」より抜粋］

（出典︓
経済産業省）
注
(*1) COM/2020/798 final, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending
Regulation (EU) No 2019/1020
(*2) Amendments adopted by the European Parliament on 10 March 2022 on the proposal for a
regulation of the European Parliament and of the Council concerning batteries and waste batteries,
repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C90400/2020 – 2020/0353(COD))(1)
(*3) 各会合での修正検討資料がEUR-Lexサイトに開⽰されている。Procedure 2020/0353/COD参照。
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2020_353
(*4) Council of the European Union, Interinstitutional File: 2020/0353(COD), Document ST 7103 2022
REV 1
(*5) 欧州委員会はデュー・ディリジェンスのガイダンスをまとめたポータルサイト「Due diligence ready!」を開
設。ツールボックスや研修⽤動画を掲載し中⼩企業の制度対応へのサポートにも注⼒している。
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_en
(*6) 電池規則案Annex X: List of raw materials and risk categories
(*7) 電池規則案第39条 “economic operators that place rechargeable industrial batteries and electric-vehicle
batteries with internal storage and a capacity above 2 kWh on the market”
(*8) 1985年に旭化成の吉野彰博⼠が負極に炭素、正極にLiCoO2（コバルト酸リチウム）という全く新しい正負極
材料の組合せを⾒出したことによりLiBが誕⽣した。
(*9) 第27回⽇EU定期⾸脳協議で「⽇EUグリーン・アライアンス」の⽴ち上げが発表された。エネルギー移⾏、イ
ノベーション、途上国の脱炭素移⾏⽀援など多様な分野で協⼒を進め、⽇EUで気候変動対策、環境対策の取組を加
速し、国際社会をリードしていくことで⽇EU⾸脳が⼀致。
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⽤語解説
「ビジネスと⼈権に関する指導原則（UNGP）」
ビジネスのグローバル化に伴い、⺠間企業が事業進出先で国境を越えて深刻な⼈権侵害
を引き起こしている事象の発⽣を背景に、「⼈権と多国籍企業」に関する国連事務総⻑
特別代表のジョン・ラギー教授が「ビジネスと⼈権に関する指導原則︓保護、尊重及び
救済の枠組みにかかる指導原則」を策定し、2011年の第17回⼈権理事会の決議におい
て⽀持（endorse）された。この原則は、企業がサプライチェーンでの⼈権デュー・
ディリジェンスを求められるきっかけとなり、その後の国際的な各種ガイドラインや各
国の政策のベースとなっている。

EU紛争鉱物規則
正式法令名は、Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the
Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for
Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating
from conflict-affected and high-risk areas。対象鉱物を「紛争地域および⾼リスク地
域（CAHRAs）」から調達するEUの精錬事業者や輸⼊事業者に対して、鉱物採掘等に
よって紛争や⼈権侵害を助⻑していないことを確認するデュー・ディリジェンスを義務
付けている。

紛争地域および⾼リスク地域（CAHRAs）
EU紛争鉱物規則第2条の定義によれば、武⼒紛争の状態にある、または、紛争終結後の
脆弱な状態にある地域、統治及び治安が弱体化または不存在で、⼈権侵害を含めた国際
法の違反が広範囲かつ組織的に発⽣している地域。欧州委員会のDG TRADEがRAND
EuropeにCAHRAsリストの管理・更新等を委託しており、詳細なメソドロジーや判定プ
ロセスはRANDのサイトで公開されている。EUのCAHRAsリストは2020年12⽉公開以
降4半期ごとに更新され、最新版は2022年6⽉版
（https://www.cahraslist.net/cahras）。
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