
今後のフロン類等対策の方向性について① 
「～背景、ノンフロン・低ＧＷＰ化を中心に～」 
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※本資料は、平成２４年１２月に産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員
会・中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会合同会合においてまとめられた
「今後のフロン類対策の方向性について（案）」の要旨を経済産業省においてまとめたもので
あり、今後の審議において変更があり得るものである。 



冷媒 
ｴｱｿﾞｰﾙ用 
発泡剤 
洗浄剤 

２００７年 
国内出荷量 
約５万ｔ 

 

１９８９年 
国内出荷量 
約１６万ｔ 

 

 フロン類はオゾン層破壊効果(一部のみ)と非常に強い温室効果(ＧＷＰ※が数千
～数万)を持つ。近年は主に温暖化防止対策が焦点に。 
→フロン類の主要な３種類のガス（ＨＦＣ、ＳＦ６、ＰＦＣ）は京都議定書の対象ガス 

１．フロン類の課題：オゾン層破壊と温室効果 

特定フロン 
(ＣＦＣ、ＨＣＦＣ) 

代替フロン 
（ＨＦＣ、ＰＦＣ，

ＳＦ６） 

冷媒転換 
（ノンフロン・ 
低ＧＷＰ化） 

・８０年代にオゾン層破壊効果が判明。 
・「オゾン層保護法」（８９年制定）による 
製造・輸入等制限。２０２０年までに廃絶。 

・今度は、９０年代に温室効果が問題化。 
・産業分野では９８年から自主行動計画 
 （２２団体）を策定。 
・冷凍空調機器では、「フロン回収・破壊 
 法」（０２年施行）による使用済フロンの 
 専門業者への引渡及び破壊を義務付け 

オゾン層破壊効果有 

温室効果 大 オゾン層破壊効果無 

温室効果 大 

温室効果 小 オゾン層破壊効果無 

代替 

代替 

フロン類の転換経緯 

 一部分野で実用化 
 一層の技術開発が必要。 

2 
※GWP:地球温暖化係数（ＣＯ２を１とした
場合の温暖化影響の強さを表す値） 

フロン類の用途別出荷量 

１９８９年 
（オゾン層保護法施行時） 

２００７年 
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  フロン類の排出量は、産業分野を中心に大きく減少し京都議定書削減目標を上回っ 
て推移してきたが、今後は冷凍空調分野を中心に急増の見込み(今後１０年で２倍超)。 

 
  

（百万t-CO2） 

（ＢＡＵ：Ｂuｓｉｎｅｓｓ Ａｓ Ｕｓｕａｌ ※フロン分野の排出推計においては、現状の対策を継続した場合の推計を示す。） 

２０１０年の排出量は、基準年（１９９５年）比、産業分野で▲８７％、冷凍空調機器では２０倍増。             

代替フロン等(京都議定書対象)の排出量推移 

※ ２０２０年に我が国温室効果ガス排出量に占める割合は約４％。（２０１０年約２％） 
 業務、家庭等の民生分野に限定して比較すると、約１１％に相当。（２０１０年約５％） 

出典： 実績は政府発表値。2020年予測は、冷凍空調機器出荷台数（日本冷凍空調工業会）、使用時漏えい係数、廃棄係数、回収実績等から経済産業省試算。 

２．フロン類の排出量は今後急増（１） 

冷媒の市中ストック（BAU推計）（CO2換算) 

ＨＣＦＣ計 ＣＦＣ計 ＨＦＣ計 

特定フロン 
（オゾン層破壊物質） 

（オゾン法で生産等を規制） 

代替フロン 
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フロン類の排出急増の理由：冷凍空調機器の冷媒として、「オゾン法」に
より規制された「特定フロン」に代わり、代替フロン(ＨＦＣ)の使用が
増加。機器使用時及び廃棄時にＨＦＣが放出。 

冷媒フロンが冷凍空調機器から漏洩する原因 
 

①使用時の「漏洩」 
  ・整備不良や経年劣化等により機器本体や 
   配管から漏洩 
 

②廃棄時の「回収」の難しさ 
  ・「フロン回収・破壊法」による回収率は 
   ３割程度で低迷。 
  
   【背 景】 
      

・回収時に料金支払いの必要。 
   （安価、無色無臭の冷媒フロンを「放出」する誘因） 
 

・フロン類は無色無臭であり、大気放出が容易。 
 

・フロン回収・破壊法が十分に認知されていない。 
 
   
 

３．フロン類の排出量の急増（２） 

（百万t-CO2） 
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エネルギー・環境会議 
革新的エネルギー・環境戦略       
（平成２４年９月） 
 

（抜粋） 
前記の再生可能エネルギーの大量導
入と省エネの国民的展開に加え、地
球温暖化係数の高い代替フロン等を
始めとするエネルギー起源CO2以外の

温室効果ガスに関する抜本的な対策
を、国民と政府が一体となって着実に
実行することにより、国内における
2030年時点の温室効果ガス排出量を
概ね２割を削減（1990年比） （※）する
ことを目指す。 
 
※慎重ケースを前提とした場合の値。成長ケース
を前提とした場合、概ね１割の削減（1990年比）と
なる。 

 

環境基本計画（平成２４年４月閣議決定） 
 

（抜粋） 
地球温暖化に関する取組 
 

中長期目標 
 

 また、長期的な目標として2050 年までに80％の温室効
果ガスの排出削減を目指す。 
 

具体的な対策の方向性 
 

 また、エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスについ

ては、特に地球温暖化係数が大きく、モントリオール議定
書に基づき生産・消費の削減が進められているオゾン層
破壊物質からの代替が進むことにより排出量の増加が予
想されるハイドロフルオロカーボン（HFCs）をはじめとする
代替フロン等の対策の検討を進めていく必要がある。 
 

重点的取組事項 
 

 非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素、代替フ

ロン等の排出削減については、廃棄物処理やノンフロン
製品の普及などの個別施策を推進する。 
 
 

４．今後のフロン類の削減目標と国際動向（１） 
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ＥＵのＦガス規則見直し 
 
 2007年に施行された現在のFガス（フッ素化温
室効果ガス）規制では、指定されたHFCなどの
冷媒の漏れ、排出防止を中心とした規制。 
 2012年11月、EU委員会はＨＦＣ製造のフェー
ズダウン、高ＧＷＰ冷媒の禁止等を含む改定案
を公表し、議会、理事会に送付。 
 

  

 

「リオ+２０」サミット（平成２４年６月） 

＜ＨＦＣの総量削減合意＞ 

「我々は、オゾン層破壊物質（ＯＤＳ）の全廃によ
り、温室効果の高いハイドロフルオロカーボン
（ＨＦＣ）の使用が急増し大気放出につながって
いることを認識し、ＨＦＣの消費量及び生産量の
段階的削減を支持する。」 

 

ＨＦＣを含む短期寿命気候汚染物質の排出
削減に向けた国際的イニシアティブ  （Ｃ
ＣＡＣ） （平成２４年４月） 
 

 米国が立ち上げ、Ｇ８首脳会合（平成２４年５
月）では、各国がＣＣＡＣ加入を表明。 
 昨年12月、閣僚会合で「リオ＋２０の合意
を踏まえて、ＨＦＣの消費量及び生産量の段
階的削減を支持する。」との議長サマリーを
発表。 

４．今後のフロン類の削減目標と国際動向（２） 

 

モントリオール議定書の改正提案 
 
 モントリオール議定書の下でHFCの生産・消費

規制を導入すべき旨の議定書改正提案が北米
３カ国等から提出されている。  
  昨年１１月の締約国会合においては、議論を

進めるためのディスカッショングループが設置さ
れ、代替技術や財政面の課題等についてのよ
り実質的な議論が行われたが、引き続きの検
討となった。 
 

  



（これまでの経緯） 
平成１９年  ５月  フロン回収・破壊法改正案成立（衆参とも環境委員会で審議） 
  

平成２３年  ２月  産業構造審議会（化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会）において、代替フロン等３ガスの
排出抑制の課題と対策の方向性（中間論点整理）をとりまとめ。 

平成２３年  ３月  中央環境審議会（地球環境部会フロン類等対策小委員会）において、フロン類等対策の現状と課題
及び今後の方向性について（中間整理）をとりまとめ。 

 

平成２３年 ７月 合同会議（第１回）開催 
平成２４年 ５月 合同会議（第２回）開催 
平成２４年 ８月 合同会議（第３回）開催 
平成２４年 ９月 合同会議（第４回）開催 
平成２４年１０月 合同会議（第５回）開催 
平成２４年１１月 合同会議（第６回）開催 
 

平成２４年１２月 合同会議（第７回）開催 
 

○平成２４年５月から、産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委
員会、中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会の合同会議を再
開。包括的なフロン対策について議論を進めてきた。 

○１２月１２日の第７回合同会議でとりまとめ報告書となる「今後のフロン類等対策の
方向性について」（案）の審議を行い、パブリックコメント実施。 

※注 前回のフロン法改正法附則では、施行後５年（＝平成２４年１０月）での見直し検討規定有。 

５．フロン対策についての検討状況 

（報告書とりまとめ案） 
今後のフロン類等対策の方向性について
平成２４年１２月 
 

パブリックコメント実施（平成２５年１月１５日まで） 
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産業構造審議会化学・バイオ部会 
地球温暖化防止対策小委員会委員 

 
＜委員長＞ 
中井 武  東京工業大学名誉教授 
 
＜委員＞（五十音順） 
浅野 直人 福岡大学法学部教授 
上村 茂弘 一般社団法人オゾン層・気候保護産業協議

会事務局長 
宇都 慎一郎 一般社団法人フランチャイズチェーン協会 
大谷 直迪 一般社団法人日本エアゾール協会専務理事 
岡嶋  謙 全国化学労働組合総連合会長  
角田 禮子 主婦連合会副会長  
岸本 哲郎 一般社団法人日本冷凍空調工業会専務理事 
北村 健郎  日本フルオロカーボン協会事務局長 
河野 博子  株式会社読売新聞東京本社編集委員 
小松 幸代  日本チェーンストア協会  
島原 康浩 一般社団法人新日本スーパーマーケット協

会事務局長 
鳥波 益男 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

副会長 
富永 健  東京大学名誉教授 
名尾 良泰 一般社団法人日本自動車工業会副会長・専

務理事 
飛原 英治 東京大学大学院教授 
森川 格  兵庫県農政環境部環境管理局長 
山本 明  東京都環境局環境都市づくり担当部長 
横山 茂  ウレタンフォーム工業会専務理事 
 
（計１９名）  

中央環境審議会地球環境部会 
フロン類等対策小委員会委員 

 
＜委員長＞ 
富永 健       東京大学名誉教授 
 
＜委員＞（五十音順） 
青木 勝       群馬県環境森林部環境保全課長 
浅岡 美恵      気候ネットワーク代表 
出野 政雄      一般社団法人全国解体工事業団体連合会専務

理事 
浦野 紘平      横浜国立大学大学院環境情報研究院特任教授 
大塚 直       早稲田大学大学院法務研究科教授 
大西 徹彦      大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業

廃棄物指導課長 
奥  真美      首都大学東京都市教養学部教授 
岸本 哲郎      一般社団法人日本冷凍空調工業会専務理事 
小林 悦夫      財団法人ひょうご環境創造協会顧問 
坂本 雄三      東京大学大学院工学系研究科教授 
鳥波 益男      一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会副

会長 
永里 善彦      株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長 
西薗 大実      群馬大学教育学部教授 
花井 圭子      日本労働組合総連合会社会政策局長  
飛原 英治      東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
松野  裕      明治大学経営学部教授 
米谷 秀子      一般社団法人日本建設業連合会 
 

 （計１８名） 

（参考） 
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（参考）産構審・中環審合同会議メンバー（第７回合同会合時点） 
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１．ＨＦＣの排出量の急増見込み 
・冷凍空調機器の冷媒に使用され
るＨＦＣ（代替フロン）の排出急増。 
・２０２０年には現在の２倍以上の
見込み。 
 

２．目達計画の未達＝回収率の低
迷 
・機器廃棄時等の冷媒回収率は３
割程度で低迷。 
・「京都議定書目標達成計画」（平
成２０年３月閣議決定）の目標（６
割）は、現段階では達成は見込め
ていない。 
 

３．状況変化＝使用時漏えいの判
明 
・２００９年の経済産業省調査で、
機器使用中の大規模漏洩が判明。 
（例：業務用冷凍冷蔵機器は年間１３～
１７％排出） 

現状認識 

ノンフロン製品の技術開発・ 
商業化の動き 

００ 

将来像   ： 高い温室効果を持つフロン類等の環境排出を２０５０年ま
でにほぼ廃絶。 

当面の目標：今後見込まれる排出量急増傾向（特に冷媒用途のHFC）を
早期に減少に転換。 

 

現行法のフロン回収・破壊に加え、製造から廃棄までライフサイクル全体
にわたる包括的な対策を行うこととし、すべての関係者に取組を求める 

６．今後のフロン類等対策の方向性（案）の概要 

１．フロン類使用製品のノンフロン・低ＧＷＰ化促進（機器・製品メーカーに
よる転換） 
・フロン使用製品（冷凍空調、断熱材等） のノンフロン化・低GWP化推進
のための国による基準設定。 

 

２．フロン類の実質的フェーズダウン（ガスメーカーによる取組） 
・フロンによる環境負荷を低減するためのガスメーカーの取組み（回収・再
利用、低ＧＷＰ 化、製造・輸入の抑制）に関する基準設定。 
・再生業者に対する業規制（「再生業」の新設） 
 

３．業務用冷凍空調機器使用時におけるフロン類の漏えい防止（使用者
による冷媒管理） 
・ユーザーによる適切な機器管理（管理基準の遵守） 
・ユーザーによる冷媒漏えい量報告 
・冷媒充填行為に対する規制 
 

４．フロン類回収を促進するための方策 
５．建築物の解体工事における指導・取組の強化 

具体的な対策の方向性 

環境省よりご説明 
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７．具体的対策の方向性①フロン類使用製品のノンフロン・
低ＧＷＰ化促進（機器・製品メーカーによる転換） 

○フロン類使用製品のノンフロン・低GWP化を推進し、市中フロンストックの削減（根本的排
出抑制）を図る。 

冷媒フロン類使用機器の製造・輸入業者に対する措置 
 一定量以上のフロン類使用機器（※）を製造・輸入する者に対し、国が製品の適切な区分ごとに機器
の温室効果低減に係る基準値を設定。一定の目標年度における製品区分毎の加重平均で、基準値
達成を求める。 
※一定のフロン使用製品（断熱材等）についても同様の措置を検討 

基準設定時 

冷
媒
の
温
暖
化
影
響
に
関
す
る
指
標 

目標年度 

製品区分毎に 
加重平均で 
達成を判断 
 
※機器の大きさ
が様々であるこ
とを考慮すること
が必要。 

冷媒転換 
量削減など 

（４０４Ａ冷媒） 

（ＣＯ２冷媒） 

（ＣＯ２冷媒） 

冷媒転換の例（ショーケース） 

基
準
値 

 温室効果に加え、 
 安全性、性能、経済性等を 
 考慮して基準設定 

ＨＦＣ冷媒 

ノンフロン・低ＧＷＰ冷媒 

※ 機器の種類ごとに代替冷媒の選択肢
は異なるため、安全性、性能、経済性
等の課題克服に向け、技術開発・規制
のあり方検討等の取組が必要。 
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（参考）冷凍空調機器の冷媒転換状況 

現行販売製品の 
使用冷媒  HFC使用機の市中状況 低温室効果冷媒への 

転換に向けた状況 備考 

ショーケース ＨＦＣ  
（Ｒ-４０４Ａ）  
（GWP=3920) 

市中稼働台数  
約１４０万台  

１台当たり冷媒量 
数十～数百ｋｇ  

「温暖化係数(GWP)=1」の二酸化炭素

（ＣＯ２）冷媒を用いた技術が開発され
普及を目指している。  

イニシャルコストが高いことやメ
ンテナンス体制の確立が普及
に向けた課題。  

大型 
冷凍機 
（倉庫等） 

ＨＦＣ（Ｒ-１３４a）  
（GWP=1430)  

市中稼働台数  
約０．８万台  

１台当たり冷媒量 
数百ｋｇ～数ｔ  

ＮＨ３／ＣＯ２の二元冷媒系技術が実用
化されている。  

ＮＨ３（アンモニア）を用いる場
合は、毒性に対する保安対策
が必要。 人口密集地等では使
用困難か。  ＮＨ３／ＣＯ２等  

カーエアコン ＨＦＣ  
（Ｒ-１３４a）  
（GWP=1430)  

市中稼働台数  
約６，５００万台  

１台当たり冷媒量数百ｇ 

欧州市場では低温室効果冷媒への転
換規制あり(GWP150以下）。日本でも転
換が検討されている。  

１２３４ｙｆはコスト及び微燃性と
いった課題があり検討中。 

大型 
冷凍 
空調 

ＨＦＣ（Ｒ-１３４a）  
（GWP=1430)  

市中稼働台数  
約０．８万台  

１台当たり冷媒量  
数百～数ｔ  

新冷媒候補例はHFO-1234ze（GWP=6）  
候補冷媒を用いた実用化開発中 

コスト・効率の改善及び微燃性
の対応が課題 

業務用空調 
ＨＦＣ（Ｒ-４１０Ａ）  
（GWP=2090) 

ＨＦＣ（Ｒ-４０７C）  
（GWP=1770) 

市中稼働台数  
約１０００万台  

１台当たり冷媒量  
数ｋｇ～数百ｋｇ  

大型のビル用エアコン（冷媒
量数十ｋｇ以上）  
は約１００万台 

当面の新冷媒候補例はHFC-32
（GWP=675） 等であるが、さらなる低Ｇ
ＷＰ冷媒の開発が期待される。 
実用化開発段階で微燃性の課題を各
種研究機関で鋭意検証中  
チラーの新冷媒候補例はHFO-１２３４ｙｆ
（GWP=4） 実用化開発中 

HFC-32は現状製品に比べれば、

コスト・効率とも大幅に改善可
能。微燃性の対応が課題  

家庭用空調  
ＨＦＣ（Ｒ-４１０Ａ）  
（GWP=2090)  

市中稼働台数  
約１０，０００万台  
１台当たり冷媒量  

約１ｋｇ  

当面の新冷媒候補例はHFC-32及び
HFO-１２３４ｙｆ（GWP=4）等であるが、さら
なる低ＧＷＰ冷媒の開発が期待される。  
HFC-32を冷媒として使用した製品が一
部商品化。  

HFC-32は現状製品に比べれば、

コスト・効率とも改善可能。微
燃性の対応が課題  



続き 
現行販売製品の 
使用冷媒  

HFC使用機の市中状況 
低温室効果冷媒への 
転換に向けた状況 

備考 

家庭用冷蔵庫 

イソブタン 
（炭化水素） 

転換済 
（新規出荷品はHFC使用せず。） 

使用冷媒量の制限（数十ｇ以
下）、着火源になりうる部分の対
策の実施等を行った。一体型の
ため、漏えいリスクが低い。 

自動販売機 イソブタン(炭化水素) 
CO2 

HFO-1234yf 

市中稼働台数  
約２５０万台  

１台当たり冷媒量 
数百ｇ  

新しく出荷される機器の半数以上は、
低温室効果冷媒を用いている。 

一部用途で性能上冷媒転換が
難しいものがある。 

HFC(R-407C) 
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（参考）冷凍空調機器の冷媒転換状況（続き） 

出典：第３回産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会、中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会合同会議 
（合同会議）資料２「冷凍空調機器の冷媒転換を促進するための政策のあり方について」を修正 



製品の用途分類  
使用ガス（GWP) 

＜代替物質候補＞ 
HFC排出状況  

（2010年百万t-CO2) 
「削減率」（95年比） 

主な取組状況 備考 

発泡・断熱材  
・HFC-134a（1300) 
<CO2、HC、 HFO1234ze、 
 HFO類>  

０．３  ＜40%減＞  
2013年以降京都議定書の対
象となるHFC-245fa(950)、
HFC-365mfc(890)が主流  

・工場発泡の断熱材
ボードのノンフロン化推
進  

・住宅・建材分野（全体の約６割）では、ＣＯ２、ＨＣ等への転換
が進んできている。残りの冷凍冷蔵分野等は従来代替品では
対応が困難であったが、ＨＦＯ系の新物質を用いた断熱材につ
いて技術実証を実施中。   

エアゾール等  
・HFC-134a(1300) 
・HFC-152a(124) 
<DME、CO2、  
HFO1234ze>  

０．６  ＜60％減＞ 
・安全性等から可能な
分野で代替ガス導入を
推進  

・代替可能な分野では、DME、CO2、HFO1234ze又はそれらの混
合ガス等への代替が進んできている。  
・現時点で有力な代替候補は、安全規制上可燃性に分類され
るため、安全対策上の整理が必要。  
・医療用・安全防災用については不燃性が要求される。また、
産業工業用についても発火の可能性のある環境下では不燃性
が求められる。  

洗浄剤・溶剤 
・液体PFCs等(1300) 
<水、アルコール等> 

１．４※ ＜90%減＞  
※使用分野や使用者が非常
に多岐にわたり個別の把握
が不可能なため、液体PFC等
の出荷量＝排出量として取
扱い。  

・電子部品等の洗浄剤
の代替を推進 
・行程見直しによる使
用量の抑制   

・電子部品等分野については、循環装置による再利用促進や
行程の変更等により大幅な削減を達成。 
・更なる代替促進にあたっては、多種多様なユーザー、求めら
れる特性等について実態把握が必要。  
・物質代替にあたっては、一般に使用するプロセス変更等を要
するため、相当程度の設備投資負担が発生。  
・クリーニング業界におけるHFC溶剤の使用について問題提起
が行われている。  
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（参考）冷凍空調機器以外のフロン類使用製品の転換状況 

出典：第５回合同会議資料３ 「フロン類使用製品（冷凍空調機器以外）の物質転換の推進について」 
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平成17年度～平成22年度 
 NEDO研究開発プロジェクトにおいて、省エネと
冷媒の低温室効果化を両立したCO2冷媒の冷凍
冷蔵ショーケースの開発に成功。 
従来使用されていたHFC冷媒（R-404A GWP = 
3,920）と比較して大幅な削減を達成。 

ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発  
平成22年度補正(5億円)～平成24年度（3.3億円）（継続中） 
・新たに開発されたCO2冷媒冷凍冷蔵ショーケースを実際の

店舗に導入して、現場環境における運転条件に合わせた信頼
性の確保や性能向上、普及のための技術課題解決等の技術
実証事業に関する支援を実施。 

代替フロン等排出削減先導技術実証支援事業 

平成23年度は拡大導入に向け

た性能評価、施工条件等の実
証を実施（（株）ローソン） 

平成24年度は高馬力の機器の

導入、機器や施工条件の改良
等の実証を実施（（株）マックス
バリュ、（株）ローソン、西友） 

平成22年度は店舗全体にCO2
冷媒のショーケースを導入する
実証を実施（コープさっぽろ） 

２段圧縮コンプレッサー等の新技術の開
発により課題を解決。（パナソニック（株）） 

＜研究開発段階＞ ＜技術実証段階＞ 

８．技術開発・実証支援による冷媒転換の促進事例 

 
平成23年度～平成27年度予定 
 NEDO研究開発プロジェクトにおいて、省エネと

冷媒の低温室効果化を両立した業務用空調機器
を実現するための、機器システムと冷媒の両面
からの技術開発を実施中。 

高効率ノンフロン型空調機器技術の開発 

技術開発の成果を実証へ 



サンデン ノンフロン（CO2)自販機 

東洋製作所 CO2二次冷媒自然循環システム  

○CO2／NH3冷媒自然循環の冷凍システム 
○二次側の炭酸ガスの搬送動力が不要 
 
 
 
 

○ノンフロン冷媒（R744：CO2) 地球温暖   
  化係数1を使用 
○ヒートポンプ冷却加温システムで省エネ 

製品例（C-LTS-220F-WP） 

冷凍能力（Kw) ３１．７／３８．０（50/60Hz） 

前川製作所 空気冷凍システム  
「PascalAir（パスカルエア）」 

○PascalAir（パスカルエア）は、エアサイクルを用いた超低温領 
  域（－50～－100℃）を創出する冷凍システム 
○オゾン層破壊係数、地球温暖化係数ともにゼロの空気が冷  
  媒のため、地球環境負荷はゼロ。 
○超低温領域（－50～－100℃）において、従来の蒸気圧縮式 
  フロン冷凍システムより、最大50パーセントの省エネ、CO2排 
  出量削減が可能。 

パナソニック ノンフロンヒートポンプ自販機 

○ノンフロン冷媒（R６００a：イソブタン) を使用 
○冷媒量を５０ｇに少量化（業界の自主基準は 
  １５０ｇ以下） 
○断熱材もノンフロン化 
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９．冷凍空調分野の冷媒代替技術の事例 

出典：第３回合同会議 資料２ 「冷凍空調機器の冷媒転換を促進するための政策のあり方について」 
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○フロン類による環境負荷低減のため、ガスメーカー等に①フロン類の低ＧＷＰ化、②製造
量等の削減を含むフロン類以外への代替、③再生 といった取組を促す。 

○具体的には、国が目標を設定し、一定期間ごとに一定の指標（※）によって計画的な低減
を求める。 

○再生行為の適正を確保するため、フロン類の再生に一定の業規制を検討。 

（※）指標の例   （フロン類生産・輸入量－輸出量）×ＧＷＰ－再生量等×ＧＷＰ 

１０．具体的対策の方向性②フロン類の実質的フェーズダウン
（ガスメーカーによる取組） 

指標作成における留意点 ： 
  ・ 機器等のノンフロン・低ＧＷＰ化、再生技術の向上、国際的動向等に十分留意する必要がある。 
  ・ ガスメーカー等はユーザーに対するフロン類の供給責任があり、製品・機器の転換の進展に

影響されること。 
  ・ フロン類が充填されて輸入される製品・機器との公平性を確保する必要があること。 
  ・ 再生量の拡大について、市中におけるフロン類の利用量のフェーズダウンの観点と整合的と

なるよう、ノンフロン・低GWP化等と併せて、その意義を評価していく必要があること。 

フ
ロ
ン
メ
ー
カ
ー 

機
器
メ
ー
カ
ー 

フロンストック 

大気放出（現状：７割） 

    回収 
（３割） 

機
器
ユ
ー
ザ
ー 

回
収
業
者 

再
生
業
者 

 

破
壊
業
者 

（
＝
フ
ロ
ン
メ
ー
カ
ー
、 

 
 

 

破
壊
業
者
等
） 

回収率向上に寄与 

フロンメーカーによる再生・再利用 

フロン類の低ＧＷＰ化
や他への代替 
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○機器を使用するユーザーが、所有ないし占有に伴う管理責任を有することから、使用時に
フロンを漏えいしないような適切な管理を求める。 

○機器メーカーや設備事業者についても、冷媒の漏えいしにくい機器設計や製造、現場施
工の技術水準向上や管理の実務を担う知見を有する者の確保・養成等が求められる。 

（百万t-CO2） 

50 

40 

30 

20 

10 

代替フロン等３ガス(京都議定書対象)の2020年排出予測（ＢＡＵ） 
と機器使用時漏洩源の内訳 

その他 

0

5

10

15

20

25

漏洩量 

小型冷凍冷蔵機器 

大型冷凍機 

その他中型冷凍冷蔵機器 

ビル用ＰＡＣ 

その他業務用 

家庭用エアコン 

別置型ショーケース 

【使用時漏洩の主な原因】 
○経年劣化、ユーザーの管理不足 
○修理せずに冷媒を継ぎ足し 
  （繰り返し充てん） 
 
【主な検討項目】 
①機器ユーザーの機器管理水準の引上げ 
 ：機器ユーザーが遵守すべき管理基準（※）を国が設定。 

（※使用環境の適正化、点検、修理等を予定） 

②冷媒漏えい量報告・公表 
 ：一定量以上の冷媒フロン類を漏えいした事業者に対し、毎年

度、排出量等の国への報告を求め、国はそれを公表。 

③繰り返し充填の防止 
 ：機器の整備不良を放置したまま、冷媒を繰り返し充填する等の

不適切な取り扱いを防止するため、一定の知見を有する者が充
填を行うことを確保できるよう仕組みを導入し、行政が一定の監
督を行う。 

１１．具体的対策の方向性③業務用冷凍空調機器使用時にお
けるフロン類の漏えい防止（使用者による冷媒管理） 

漏えい量 
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