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１．フルオロカーボン対策の国際展開の重要性

 想定する参加主体
政府機関、民間部門、
国際機関、金融機関、その他
 賛同国・機関数：13
 賛同企業・団体：15

(2020年8月1日時点)

フルオロカーボン・イニシアティブ

生産 回収 再生/破壊
冷媒とし
ての使用

上
流

下
流

ライフサイクル・マネジメントの向上のため、
上流と中・下流域の対策双方を強化していくことが重要※１ オゾン層破壊の科学アセスメント2018（WMO/UNEP）、※２ The Future of Cooling (IEA)

回収

空調・冷凍機器
製造工場

空調・冷凍機器
サービス業者

自動車解体工場、
解体業者

破壊

我が国の技術を活用したフロンJCMの実施

タイ・ベトナムにおいてフロン類の回収破壊プロジェクトを実施

ベトナムでの
プロジェクト概念図

（※２）

• フルオロカーボンの排出抑制対策は、オゾン層保護及び温暖化対策の両面から極めて重要。
• クーリングセクター（冷凍空調部門）における冷媒としてのフルオロカーボンの需要は今後も増加。エアコンは今後30

年間にわたり、1秒に10台の販売ペースで増加していくと予測されている。
• しかし、100ヶ国以上の国がフルオロカーボン対策に関する目標を持っていない。
• 温室効果の大きい代替フロン（HFC）を規制対象に追加したモントリオール議定書の改正（キガリ改正）が行わ

れたが、製造規制を実施しても、市中ストックに対する回収・処理等の措置を講じなければ、排出量は2030年
頃に約20億トン-CO2まで増加する見込み。（※１）

• 世界のフルオロカーボンの大幅削減に向けて、昨年12月にフルオロカーボンのライフサイクルマネジメントの主流化を
目的とした国際的なイニシアティブを我が国主導で設立。我が国がリードするフルオロカーボンの回収・処理技術等
を、制度が未整備な途上国等に積極的に展開することにより、温室効果ガスの確かな削減と、環境と成長の好循
環を目指していく。
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２．IFL立ち上げ、これまでの動き

• イニシアティブ賛同国・国際機関：13（2020年９月現在）
チリ、フランス、日本、モルディブ、モンゴル、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、ベトナム、
世界銀行、アジア開発銀行、CCAC（Climate & Clean Air Coalition）、UNIDO(国連工業開発機関)

OEWG42サイドイベントURL：https://ccacoalition.org/en/event/efficient-cooling-during-and-after-global-pandemic

写真上：モントリオール議定書第31回締約国会合（2019
年11月、イタリア・ローマ）（出典：IISD/ENB）

写真上：日ASEAN環境閣僚対話にて共同議長として
発言する佐藤副大臣（2019年10月、
カンボジア・シェムリアップ）（出典：環境省）

2019年10月9日
(カンボジア・シェムリアップ)

日・ASEAN環境閣僚対話にて、佐藤副大臣よりHFCのライフサイクルマネジメントへの協力を求め、各国
から賛同を得た。

2019年11月5日
(イタリア・ローマ)

モントリオール議定書締約国会合（MOP31）サイドイベントにて、IFLのコンセプトを発表。

2019年12月10日
(スペイン・マドリード)

COP25のジャパンパビリオンにて、IFLの設立セレモニーを開催し、小泉環境大臣がIFLの設立を宣言。

2020年2月10日 環境省報道発表、IFL専用ウェブサイト設立。

2020年7月14日 モントリオール議定書公開作業部会(OEWG)のサイドイベント”Efficient Cooling During and After 
the Global Pandemic”を開催。環境省より森下地球審（当時）が新型コロナウィルス流行の渦中及
び復興期におけるフロンのライフサイクルマネジメントの重要性についてビデオメッセージを寄せた。

2020年8月6日 化学物質と廃棄物に関するASEAN WGにて政策担当者に対して、IFLの活動広報を実施。

写真：モントリオール議定書公開作業部会
（OEWG42）サイドイベントでの森下地球審
によるビデオメッセージ（2020年7月）
（出典：CCACウェブサイト、YouTube）

https://ccacoalition.org/en/event/efficient-cooling-during-and-after-global-pandemic
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３．日本の民間セクターへの期待

イニシアティブとしての活動領域想定

IFLの活動

既存の活動・枠組み
との連携

生産 回収 再生/破壊
冷媒とし
ての使用

上
流

下
流

• 国内外での取組への期待（例）

製品を通じたフロン/GHG排出抑制（ノンフロン
機器、低GHG冷媒機器の販売促進）

回収・再生機器の普及、破壊事業（フロンJCM
案件、実施可能性調査（FS）、モデルプロジェ
クト等）の実施

フロン機器の使用時漏えいや廃棄時の大気放出
の防止に係るガイドライン・制度設計支援、技術
的指導

ESG投資を通じた資金フローの増加、情報公開
の促進

優良事例（グッド・プラクティス）の共有

※ライフサイクル・マネジメントの向上のため、
上流と中・下流域の対策双方を強化していくことが重要

フルオロカーボンのライフサイクル（生産、冷媒使用、回収、再生/破壊）での
日本の知見の活用
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４．関連するIFLの今後の活動

4.１. ライフサイクルマネジメントの重要性に係る認識向上を目指した国際的な
PRの実施（制度面、技術面）

機会 国際会議のマージンを利用したサイドイベント等

対象 外国政府の閣僚級及び行政担当者等

具体的な取組 ・モントリオール議定書関係（締約国会合（MOP）、公開作業部会
（OEWG）等）
・気候変動枠組条約関係（締約国会合（COP）等）
・CCAC関係（Science Policy Dialogue、Efficient Cooling Initiative
やCool Coalition等のイニシアティブによる会合、等）

４.２. 支援対象国におけるフロン回収・破壊・再生プロジェクトの構築・実施

機会 フロンJCM、ADB技術協力（TA）、ADBのJFJCM、その他機関とのプロジェク
ト（今後働き掛けを行う）

対象 外国政府

具体的な取組 フロンJCM（2018～2020年）
・廃棄物焼却施設を活用したフロン類の回収破壊スキームの導入事業（タイ）
・フロン類の回収スキーム構築、専焼型破壊施設導入事業（ベトナム）
・2021年以降も新規事業の構築、実施予定
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サイエンス ポリシー ダイアログの共同開催

９月28日（月）21:30～24:30（日本時間） オンラインで開催
Session 1 – Equipment in Use and Avoiding the Need for Cooling: 

Opportunities and Challenges
Session 2 – Life Cycle Management (refrigerant end of life)
Session 3 – Cross Cutting Opportunities and Challenges



タイでの既存の廃棄物焼却施設を活用し、
温室効果を有するフロンの破壊処理を行うこ
とにより、GHG排出削減を実現する。

廃棄物焼却施設を活用したフロン類の回収破壊スキームの導入事業 ホスト国：タイ

補助事業者：DOWAエコシステム株式会社

冷凍空調機器、カーエアコンに用いられる
廃フロンを対象とする。

回収破壊スキームの検討のほか、フロン管理
（記録等）の仕組みづくりを行う。

タイでの将来的な回収破壊スキームの展開に
資するように、現地関係者との連携を実施す
る。

回収はバンコク及びその周辺を対象。
破壊はBangpoo Environmental 
Complex Co.,Ltd. (BPEC)（サムットプラ
カーン県）で実施。

HFC破壊による年間排出削減量：
1年目 12,512 tCO2-eq/year
2年目以降 12,486 tCO2-eq/year BPEC

大気放出防止
＞温室効果抑制

×

回収 運搬 破壊

GHG排出削減プロジェクトの概要

想定GHG削減量

プロジェクト実施地域



GHG排出削減量 6,294tCO2-eq./年（財産処分制限期
間の平均:2020～2023年）

• リファレンスシナリオ
⇒空調・冷凍機器や自動車に充填されていたフロン類が大気中に放出さ

れ続ける。

• プロジェクトシナリオ
⇒空調・冷凍機器や自動車に充填されていたフロン類を適切に回収し、

専焼型破壊施設で分解することで、大気放出を回避する。

ベトナムにおけるフロン類の回収スキーム構築・専焼型破壊施設導入事業
代表事業者：丸紅株式会社（日本側）

共同事業者：Thuan Thanh Environment Joint Stock Company

JCM制度を利用した代替フロン等の回収・破壊プロジェクト補助事業 ホスト国： ベトナム

GHG排出削減プロジェクトの概要

想定GHG削減量 プロジェクトサイト

プロジェクト概要図• ベトナムでは、地球温暖化係数の高いフロン類の回収・破
壊に関する規制はなく、空調・冷凍機類や自動車に充当
されているフロン類は、最終的には全て大気に放出されて
いる。空調・冷凍機器や自動車の普及が進む同国におい
て、現状の放置は、将来的に深刻な問題に発展する。

• 本補助事業では、フロン類回収・破壊活動のプロジェクト
を通じて、ベトナムにおける専焼型破壊設備の有効性を
確認し、本プロジェクトをJCM化するとともに、規制やインセ
ンティブなど活用したフロン類回収・破壊スキームを確立す
るためベトナム政府等への政策提言や啓蒙活動を行う。

• 専焼型破壊設備の設置場所は、現地で産業廃棄物処
理業を営むThuan Thanh社の工場内を予定している。

破壊設備設置場所

出典：Google map

空調・冷凍機器
製造工場

空調・冷凍機器
サービス業者

自動車解体工
場、解体業者

3m 4m

フロン類
回収

フロン類
破壊

専焼型破壊設備
過熱蒸気フロン分解装置
（大旺新洋株式会社製）

ベトナム国 ハノイ近郊（Ngoc, Kham, Gia Dong, 
Thuan Thanｈ, Bac Ninh）
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４．関連するIFLの今後の活動

4.3. 各国への政策的なインプット、制度構築支援

機会 二国間政策対話(イラン、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、ミャ
ンマー、モンゴル）国際会議（ASEAN環境大臣会合）、環境省戦略策定業
務、ADB技術協力（TA）等

対象 外国政府

具体的な取組 途上国におけるフロン排出抑制戦略策定支援費（環境省事業）
（対象国：ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、インドネシア、カンボジア）

4.4. 民間企業・団体ベースでの取組の情報共有、展開支援

機会 適宜

対象 適宜

具体的な取組 IFL参加企業、団体等によるライフサイクルマネジメントの取組事例や期待される
貢献等を共有、発信
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第６回 日越環境政策対話 （2020年8月24・25日）

第６回日越環境政策対話における共同閣僚声明

“両省は、フルオロカーボンのライフサイクル管理に関するイニシアチブ
(Initiative on Fluorocarbons Life Cycle Management)をはじめ、世界規
模の活動への継続的な関与を含む、フルオロカーボンのライフサイクル管
理を前進する取り組みを加速させることに合意した。”
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５．戦略策定業務での取組内容（予定）

環境省「令和2年度途上国におけるフロン排出抑制戦略策定支援等委託業務」において、下記取組の
実施を予定。

• フロン排出抑制戦略策定に向けた対象国における調査検討
対象国（6カ国）：ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、インドネシア、カンボジア

① フロン排出状況、将来の排出量見込み、削減ポテンシャル
② フロン排出に係る関連法制（上流～下流）の取組状況（法規制が存在しない場合における将来

的な法規制導入にむけた政府の意向）
③ フロン排出抑制戦略策定に向けたロードマップ
④ モントリオール議定書への対応状況
⑤ フロンJCM案件形成の可能性
⑥ IFLの取組内での連携可能性、対象国のうちIFL未賛同国における賛同に向けた課題

• フロンJCM関連ワークショップ開催（ベトナム・ハノイ、タイ・バンコク）
① 政府関係者向けワークショップ・現場見学会
② フロン類回収エンジニア（サービス業者）向けワークショップ
③ 業務用エンドユーザー向けワークショップ
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６．今後のスケジュール

2020年9月18日 国内企業向けのIFL設立会合（意見交換会）

2020年9月28日 IFL連携ワークショップ
CCACが主催するScience Policy Dialogueにおいて、フロンのライフサイクルマネジメント
に関する1セッションをCCACと環境省が共催予定。

2020年11月23
～27日

ウィーン条約第12回締約国会議／モントリオール議定書第32回締約国会議
（COP12/MOP32）
日本国環境省主催サイドイベント開催予定

行政担当者会合（2021年のIFLの活動計画を決定）（COP12/MOP32会期中）
2021年のIFLの活動計画について紹介し、IFL賛同国・団体と意見交換を行う。

2021年11月 フルオロカーボンに係る世界的なイニシアティブ・ハイレベル会合
（国連気候変動枠組条約第26回締約国会合（COP26）会期中に開催予定）

その他 アジア開発銀行（ADB）との協力
2021年からのADB資金を活用した技術支援プロジェクトの実施について、担当者レベルで
調整を実施中。

気候と大気浄化の国際パートナーシップ（CCAC）との協力
CCACと連携したイベントやWSの開催等、国際社会における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認知向上を図る。

IFL賛同拡大に向けた働き掛け、情報発信
引き続き、各種バイ会談や政策対話等を活用した賛同の働き掛け、賛同後のフォローアッ
プを実施。IFLウェブサイト等での情報発信も継続。


