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フルオロカーボン・イニシアティブ（IFL） 

2021 年活動計画（仮訳） 
 

1. 背景 

令和元年（2019 年）12 月にスペイン・マドリードで開催された国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議

（COP25）の場において、小泉進次郎環境大臣は、フルオロカーボンのライフサイクルマネジメントに関する

イニシアティブ（IFL）の設立を宣言した。気候変動に対処する包括的な取り組みへの緊急性が増す中、クー

リング・セクター（冷凍空調部門）での冷媒としてのフルオロカーボンの需要は急増している。このため、

使用時の漏えいや廃棄時の大気放出などを含め、ライフサイクル全体を通じてフルオロカーボンの排出を管

理することが重要である。フルオロカーボンのライフサイクルマネジメントの制度化を進めることにより大

幅な排出削減が達成され、気候変動緩和や HCFC 及び CFC によるオゾン層の破壊を防止することにつながる。 

IFL は、フルオロカーボンの排出を管理する適切な政策導入や技術を活用する各国政府や民間セクター、

国際機関などのパートナーを募っている。このような取組は、関連インフラの構築や、イノベーションの活

性化、持続可能な経済成長と良質な雇用の創出にもつながるものである。2020 年 12月時点で、IFLのパート

ナーは 14の国・国際機関と多くの民間企業に広がっている。IFLの設立以降、日本の環境省とパートナー国・

機関（以下「IFL パートナー」という。）は、IFL のコンセプトを実行に移すため、ステークホルダーコンサ

ルテーション等を通じて検討を行ってきた。 

 

2. 2021 年における活動計画 

「フルオロカーボン・イニシアティブ コンセプトペーパー」（2020年 2月）の中で計画した「イニシアテ

ィブで想定する協働活動」を元に、IFL事務局は、フルオロカーボンのライフサイクルマネジネントを意義あ

る形で実現すること、またモントリオール議定書及びパリ協定への貢献を念頭に、IFL パートナーと共に以

下の取組について検討を行い、計画を策定した。 

 

(1) 全体を通じた活動 

（年次会合） 

a. 2019年 12月に開催した IFL設立会合の例に倣い、IFLパートナーは、活動の進捗報告や翌年以降の IFL

活動計画について議論を行う会合を、少なくとも 1 年に 1 回の頻度で開催する。開催については、モン

トリオール議定書締約国会合（MOP）もしくは UNFCCC締約国会合（COP）の機会を活用することを想定す

る。新型コロナウィルス感染防止対策等の事情に鑑み、必要に応じてウェブ開催の形式とするなど柔軟

に対応する。（IFLパートナーからの提案 3(1)a.を参照）。 
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(2) 国際社会に向けたアウトリーチ 

(モントリオール議定書・UNFCCCの締約国会合における政策担当者向けサイドイベント) 

a. IFL パートナーはモントリオール議定書の MOP や UNFCCC の COP において政策担当者向けのサイドイベン

トを開催する。その際、将来新たに IFLに参画する国や機関への啓発も見据え、フルオロカーボンのライ

フサイクルマネジメントの必要性や、関連するグッドプラクティスや最新の科学技術に関する情報につ

いて情報発信を行う。サイドイベントにおいては、フルオロカーボンのライフサイクルマネジメントに

関する政策や技術的側面についての経験や教訓について IFL パートナーからの共有が望ましい。（IFL パ

ートナーからの提案 3(2)a.を参照） 

 

(他の場面での情報発信) 

b. 地域やサブリージョナルレベルでの会合において、IFLパートナーはフルオロカーボンのライフサイクル

マネジメントに関する利点や IFL の趣旨について技術的また政策的な意見交換を促進するため情報発信

を行う。（IFLパートナーからの提案 3(2)b.を参照） 

 

(情報発信のための資料制作) 

c. フルオロカーボンのライフサイクルマネジメントに関する効果的な情報発信とより良い理解を醸成する

ため、上・中・下流での対策に係る資料（例えば、パンフレット、ビデオやその他の形式のデジタルな媒

体）を作成する。資料は、IFLパートナー及び関心を有する関係者に共有する。（IFLパートナーからの提

案 3(2)c.を参照） 

 

(3) 国内での計画策定・実施及び民間セクターとの協働 

(国内での行動計画の策定・実施) 

a. IFL パートナーは、自国での行動計画と実施を通じて、オゾン層保護と気候変動緩和に貢献する。以下

のような、フルオロカーボンの管理強化が推奨される。 

i. モントリオール議定書とパリ協定に即した戦略や行動計画の策定 

ii. 国内制度強化の可能性検討 

iii. HFCを含むフルオロカーボンのインベントリの作成、また、国家温室効果ガスインベントリにお

いて、回収、メンテナンス、定期点検、破壊等を通じた HFCの排出削減効果を評価法に反映する

こと。  

（IFLパートナーからの提案 3(3)a.を参照） 

 

(フィージビリティスタディとモデル事業) 

b. 地域の持続可能性と地球規模での環境保全の取組を推進する目的で、フルオロカーボンの回収及び処理

システムの技術、政策及び経済評価を目的としたフィージビリティスタディ（FS）とモデル事業の開発

及び実施を行う。（IFLパートナーからの提案 3(3)b.を参照） 
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(民間セクターとの協働促進) 

c. IFLパートナーは、民間企業とのパートナーシップを強化し、メンテナンス、回収（再利用）及び処理

（再生・破壊）に係る手順等、ライフサイクルマネジメントのためイノベーションを加速化させる。

（IFLパートナーからの提案 3(3)c.を参照） 

 

(4) 協力と支援 

(開発途上国における施策強化のためのキャパシティ・ビルディング) 

a.  IFLパートナーは、特に上記(3)a.に関連して、開発途上国においてキャパシティ・ビルディングや知見

の共有等の技術協力の機会提供を必要に応じて検討する。（IFLパートナーからの提案 3(4)a.を参照） 

 

(フィージビリティスタディ及びモデル事業) 

b-1. 地域の持続可能性と地球規模での環境保全の取組を推進する目的で、フルオロカーボンの回収及び処

理システムの技術、政策及び経済評価を目的とした FSとモデル事業を、開発、実施する。スキームの候

補として、二国間クレジット制度（JCM）*やその他の国際的基金の活用の検討が可能である。（IFL パー

トナーからの提案 3(4)b.を参照）  

* JCMに係る情報についてはリンクを参照：https://gec.jp/jcm/jp/about/ 

 

(結果に係る情報共有) 

b-2. 上記 aに係る結果の共有については、(2)を通じて適宜実施する。 

 

(国際的な資金へのアクセス) 

c.  IFLパートナーは、途上国が国際的な基金（モントリオール議定書のための多国間基金（MLF）を除く）

へのアクセスを向上させるためのキャパシティ・ビルディングのため、関連する基金等の実施機関と協力

を行う。（IFLパートナーからの提案 3(4)c.を参照）  
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3. 2021 年におけるパートナーの活動及び IFLの活動に関連する提案  

(1)全体を通じた活動 

a. 年次会合 

 フランスは、日本、国連環境計画（UNEP）、ガバナンス及び持続可能な開発研究所（IGSD）と緊密な連携の下、

短寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化の国際パートナーシップ（CCAC）において効率的なクーリ

ングイニシアティブ（Efficient Cooling Initiative：ECI）をリードしている。ECIの 2020～2021年ワー

クプランでは、4 つのキャンペーンが掲げられており、そのうちの一つは（コンポーネント 3）がフルオロ

カーボンのライフサイクルマネジメントである。ECI と IFL は、2021 年に少なくとも 1回（MOPと合わせた

サイドイベント）と 1回の閣僚級円卓会議を共同で開催する予定。 

 

(2) 国際社会に向けたアウトリーチ 

a. モントリオール議定書・UNFCCCの締約国会合における政策担当者向けサイドイベント 

 ECI は、フルオロカーボンのライフサイクルマネジネントもテーマにした複数のワークショップ、サイドイ

ベント、閣僚級円卓会合を 2021年に開催する。 

 フィリピンは、現行法や基準の下で計画・実施されたプロジェクトの最新情報と破壊施設を通じたフルオロ

カーボン管理の経験を紹介する機会を希望する。これらには、フルオロカーボンの削減見込みやその実績な

どの効果に係る取組が含まれる。 

 

b. 他の場面での情報発信 

 日本は、IFLパートナーと共同して、IFL及び国内での取組に関する情報発信を行う。  

 フィリピンは、国際会議で各国が抱えている状況を取り上げ、フルオロカーボン回収・再生・破壊施設を設

置するための支援のニーズの明確化を提案する。これらの施設の設置は、フィリピン共和国法 6969「Toxic 

Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990」による、国家の方針に沿ったフルオ

ロカーボンのライフサイクルマネジメントの仕組みを構築することに有益である。 

 モンゴルは、モントリオール議定書の下で、ODS担当官らが地域会議を開催すること、また MOP及び UNFCCC 

COP での情報発信の実施を提案する。 

 

c. 情報発信のための資料制作 

 日本は、メーカーやメンテナンス業者、設備管理者向けのパンフレット、ビデオ、その他の普及啓発資料を

デジタルで作成することを計画している。 

 アジア開発銀行（ADB）は新しく立ち上げる予定の技術支援（TA）「Promoting Fluorocarbons Life Cycle 

Management」において、2022 年にクーリングセクターに向けた適切なライフサイクルマネジメント及び省エ

ネに関する出版物作成することを検討している。  

 フィリピンは、ソーシャルメディア上で、フルオロカーボンの適切な取り扱いと管理に係るプレゼンテーシ

ョンや、消費者に向けたフルオロカーボンが大気中に放出された場合の影響についての啓発資料の開発を提

案する。 

 モンゴルは、ハイレベルの政治家に情報提供する政策立案者向けのポリシーブリーフィング資料の作成を提

案する。 
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(3) 国内における計画策定・実施及び民間セクターとの協働 

a. 国内における行動計画策定・実施 

 日本は、2019年の改正フロン排出抑制法により強化された制度の施行を着実に行う。また、「脱フロン・低

炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」を活用し、業務用冷凍冷蔵機器の省

エネ型自然冷媒機器への転換を促進する。 

 フランスは、業界が欧州の規制に先んじて HFCの消費をできるだけ早く削減することを奨励し、より持続可

能な代替品への転換を支援するために税額控除を導入した。現在、HFC 排出量はフランスの総 GHG 排出量の

約 5％を占めるため、この政策は国の環境保全強化への移行に大きく貢献することが期待されている。HFC消

費の削減の軌道を維持し、欧州規制による禁止に先駆け、低 GWP の代替品への転換を加速するために、HFC

への課税が 2023 年 1 月に開始される予定である。低 GWP 製品への移行を加速させ、低 GWP の冷媒を使用し

た機器への投資を支援するために、2022年末までは税額控除制度が維持される。 

 2050 年までにネットゼロ排出量の目標に向けて取組を進めるため、ニュージーランドは 2035年までの 3 つ

の GHG排出量の上限値（エミッション・バジェット）を 2021年に設定する予定。また、政府は、最初のエミ

ッション・バジェット達成及び将来のバジェット設定期間に備えるため、詳細な方針と戦略を備えた最初の

排出削減計画を策定する。冷媒排出量の削減は、既存及び計画中の政策の下でカバーされている。ニュージ

ーランドは最近、Product Stewardship Schemeを通じて、製品のライフタイム全体にわたり冷媒が管理され

ることを義務付けている。NZ環境省は現在、冷媒がライフサイクルを通じて安全に管理・廃棄されるように

するため、このスキームを開発している。 

 モンゴルは、HFC 使用機器を管理するため、ライセンスシステム強化を加速する（輸入ライセンスの申請を

行う際、輸入業者が製品の製造国で発行された冷媒量の証明書の提示が義務付けられる。2018年の政府決議

277（改訂 ODS規制）に基づいて導入された。）。モンゴルは、フルオロカーボンの回収・破壊、ストックにつ

いて課題を有することから、次のような活動への参加に関心を持っている。 

i. 戦略及び行動計画の策定 

 ii. 国内制度の強化  

iii. HFC類を含むフロンのインベントリ作成 

 フィリピン環境局地域事務所担当者は、ODS 使用機器の整備業者の登録制度の実施に関する通達が承認され

た後、整備業者の活動を監督し、回収された冷媒のストックや保管の状況を把握することができるようにな

る。 

 ベトナムは HCFCの段階的廃止計画の実施を加速する。 2020年第 2四半期提出を目途に、モントリオール議

定書下で管理される ODS及び GHGに係る詳細な規制を策定する。 

 ADB は新規の TAとして「Promoting Fluorocarbons Life Cycle Management」を準備中。 この TAの下では、

以下の成果の達成を目指す。 

- 成果 1：フルオロカーボンのライフサイクル管理に関連する ADBの開発途上加盟国（DMC）の能力及び意

識の向上 

- 成果 2：各 DMC における慣行に適したフルオロカーボンのライフサイクルマネジメントに資する先進技

術と革新的な解決策に関する候補の特定 

- -成果 3：フルオロカーボンのライフサイクルマネジメントに対処するための DMC への提言の作成（各

DMCの状況に応じ、例えば国の行動計画、政策改革、法律や規制の改正、投資機会等） 
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TAに参加する DMC候補として、インドネシア、モルディブ、モンゴル、フィリピン、タイ、ベトナムと協

議中。 

 

b. フィージビリティスタディとモデル事業及び c. 民間セクターとの協働促進 

 日本は引き続き IFL国内賛同企業・団体との会合を開催する。また、民間セクターと協力してフルオロカー

ボン破壊のための JCMプロジェクトを継続する予定。 

 ニュージーランドは、冷媒の規制を行う管理スキームを実施している。 このスキームは、産業界やその他の

ステークホルダーと共同で設計を進めている。 

 モンゴルは、継続して行う国内会議を通じて、ODS の輸入業者及び ODS 事業所に対して、フルオロカーボン

の回収や再生の利点に関する情報を発信する予定。 

 フィリピンは、民間セクター及びその他のステークホルダーとの会合及びセミナーを継続し、政府の HCFC段

階的廃止及び HFCの段階的削減計画についての最新情報を提供する。 

 ベトナムは、HCFC の段階的廃止や HFC に関する調査、回収・破壊の FS に対して、民間セクターの関与を促

進するため、現地視察を実施する。 

 ADB は前述した準備中の TA の下で、ワークショップ等の機会を通じ、フルオロカーボンを効果的に管理する

ための技術とビジネスモデルについて、民間セクターが紹介する機会を設けることを検討している。 

 

(4) 協力と支援 

a. 開発途上国における施策強化のためのキャパシティ・ビルディング 

 日本は、アジア各国におけるフルオロカーボンマネジネントのための協力戦略の策定を計画している。 ま

た、高効率ノンフロン機器の導入を促進するためのオンライントレーニングと、アジア各国の政府関係者、

実務家、その他のステークホルダーに対して回収・再生・破壊に関する現地研修を実施する。 

 フランス地球環境ファシリティは、途上国における「持続可能な冷凍及び空調」に係るイノベーションを支

援することを目的としたプロジェクト提案の募集を開始している。これらのプロジェクト選定には、キャパ

シティ・ビルディング活動が含まれる。 

 フィリピンでは、地方自治体と一般消費者に対して、フルオロカーボンの取り扱いと管理に関するプログラ

ムを周知するニーズが高い。そのため、すべての地方自治体に対してキャパシティ・ビルディングと意識向

上のための活動を実施することを提案する。そうすれば、自治体が各地のフルオロカーボンのモニタリング

を実施し、域内の住民への情報発信と教育キャンペーンを行うことにつながり、国のオゾンユニットの活動

に役立つ。現状、フィリピンのフルオロカーボンのライフサイクルには、回収・再生・破壊の取組が含まれ

ていない状況。 

 モンゴルは、IFL による政府関係者、実務家、その他の主要なステークホルダー（関係省庁、NOU、JCM、民

間セクター）とのコンサルテーションを行う取組の実施を提案する。 

 ベトナムは、フルオロカーボンマネジメントと代替技術に関するキャパシティ・ビルディングや経験の共有、

また ODS及び GHG管理に関する法的枠組みと政策強化のための支援を必要している。 

 ADB は、既存の「Regional Support to Build Virus Resilient and Energy Efficient Centralized Air 

Conditioning Systems（TA）」の中で、省エネとフルオロカーボンのライフサイクルマネジメントに係るオ

ンライン地域ワークショップの開催を行うことを計画している（日程は調整中）。 また前述した準備中の TA
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における成果 1の下で、フルオロカーボンの適切なライフサイクルマネジメントに関する DMCのキャパシテ

ィ・ビルディングのためのワークショップの実施を計画している。 

 

b-1. フィージビリティスタディ及びモデル事業 

 日本は、JCM パートナー国において、脱炭素技術（HFC 焼却破壊装置）を導入する JCM プロジェクトの開発

と実施を継続する。 

 フランス地球環境ファシリティにおいて、FSとモデル事業を選定する予定。 

 モンゴルは、IFL が JCMパートナーの国での JCM プロジェクトの開発と実施を積極的に支援する必要がある

と考える。 

 フィリピンにおいては、デモンストレーションプロジェクトを実施し、そこから得られた教訓は、違法な冷

媒の押収、フルオロカーボンの回収に係るデータと情報収集等を促進し、また方針とガイドラインを確立し

た。 

 ベトナムは、関連プロジェクトの進捗や今後のメカニズムから得られる定期的な情報共有を必要としている。 

 ADB は、前述した準備中の TAの成果 3の下で、各 DMCのニーズに基づいて、ADB が資金提供するフルオロカ

ーボンのライフサイクルマネジメントに取組む新しいプロジェクトの調査・開発を検討する予定。 

 

c. 国際的な資金へのアクセス 

 ECI は、MLF 以外の金融機関及び基金へのアクセスを促進する。これに関連して円卓会議の開催を予定して

いる。 

 ADB は、前述した準備中の TAを通じて、ADBが資金提供するフルオロカーボンのライフサイクルマネジメン

トに取組む新しいプロジェクトの調査・開発を検討する予定。 


