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[ 要  約  ] 

京都議定書（以下議定書）を批准した日本は、2012 年までに二酸化炭素（CO2）

の排出量を 1990 年比で 6％削減すると約束している。そこで、京都議定書で温室

効果ガス（GHG）として指定されているガスの中でも最も温暖化効果の高い、代

替フロンと呼ばれるハイドロフルオロカーボン類（HFC）、パーフルオロカーボ

ン類（PFC）、そして六フッ化硫黄（SF6）に着目し、それらのガスの破壊事業が

日本によるクリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクトとして承認されれば、

そこから得られる認証排出削減量（Carbon Emission Reduction: CER）を日本の CO2

削減目標達成に使用することができるのではないかというのが本調査の出発点で

ある。  

オゾン層の破壊効果はクロロフルオロカーボン（CFC）類より低いものの、こ

れら代替フロン等 3 ガスはその地球温暖化効果の高さで近年問題視されるように

なった。しかしながら、議定書の発効時期が不透明である事などから、我が国が

このようなガスの破壊技術を有するにもかかわらず、実際には CDM 事業化に向

けた動きは一部を除きほとんど見られないのが現状である。  

そこで本調査では、日本の技術を応用して、代替フロンの破壊事業を早急に実

施出来る体制作りのためにどのような問題点があるのかを整理するため、勉強会

の位置付けで日本の主要フロンメーカーおよび商社等の関係各社（以下関係事業

者）にご参集賜った。関係各社の CDM に対する問題意識の濃淡を炙りだし整理

することにより、今後の代替フロン破壊事業の CDM 化についての方向性を検討

すると共に、代替フロンガス等 3 ガス排出削減事業をめぐる海外動向を、将来ホ

スト国となる可能性の高い国の現地調査を含めて把握する事とした。  

－＊－  

調査にあたっては、関係事業者ならびに経済産業省の関連局・課を参加メンバ

ーとする勉強会を 2 回実施した。第 1 回においては、CDM 一般に関する概要なら

びに先行事例等についての説明が為されたのち、意見交換を行なった。また、第

2 回においては、第 1 回の勉強会後に事務局が個別企業に行ったヒアリング結果



 

 

のフィードバック、中国政府主催で行われた HFC23 の CDM プロジェクト協力に

関する国際ワークショップの報告、ならびにアジアにおける SF6 放出状況の現地

調査結果と SF6CDM プロジェクトの可能性について報告が為されたのち、意見交

換を行った。  

－＊－  

一般論として、代替フロン等 3 ガス破壊プロジェクトの CDM プロジェクトと

しての実施難易度は、論証上は、すでに承認済みのベースライン方法論が存在し、

GWP の高いガスを対象とすることから、追加性の論証も比較的容易で確実なもの

が多い。しかし、政策論上の難易度については代替ガスを破壊するのみの事業で

あるため、地元環境への目に見える直接的貢献に乏しい。  

また、懸念される技術情報の保全についても、国連の CDM 理事会に提出する

プロジェクト設計書（PDD）への記載は、一般的には、基本的化学式の表示に加

え、PDD 上必要最低限の要件は充足できるものと考えられる。現地においても、

公衆縦覧に付されるような書面は原則として存在しないことになり、技術情報の

保全の面からも実施難易度は高いとは考えにくい。  

－＊－  

しかしならが、フロンメーカーおよび商社への個別ヒアリングでは、以下のよ

うな結果を得た。  

まず、HFC23 破壊案件に対するメーカー側の見解として、CDM の根拠である

京都議定書の発効時期が不透明であることや、代替フロン類のように GWP の高

いガスを扱った場合には CER の価格が下落するのではないかといった、むしろメ

ーカーの範疇外にある要素の影響が大きいことを理由として、プロジェクトへの

投資については、現状では困難であるとの見解で各社とも一致していた。また、

本勉強会で取り上げているガスは、日本国内では生産量が減少傾向にあるという

側面から新規投資に対し、経営側の合意を得ることは困難であるという意見が大

半を占めた。但し、技術情報の提供については、各社とも有償であることを条件

に可能であるとしている。  

次に商社側の見解としては、将来ビジネスとしての可能性が高い分野であり、

積極的に取組むというのが基本路線であるとの意見であったが、メーカー側と同

様に、現状のままでは不確定要素が多いという点を問題視する企業が大半であり、

何らかのリスク緩和策が構築されなければ、企業として参画の決断に至るのは困



 

 

難との見解であった。  

－＊－  

本調査では、代替フロン破壊事業のホスト国となる可能性の高い国の現地調査

の一環として、中国政府主催による HFC23 の CDM 化に関する国際ワークショッ

プを通じ、CDM プロジェクトに対する中国政府の方針を探った。  

中国政府としては、CDM プロジェクト実施主体は 100％中国資本の企業に限定

したいとの意向があるとの事である。これは外資やジョイントベンチャーの参入

を認めると、中国国内での資金の移転が生じない事を恐れているためであり、そ

の上で、外国企業の関与は、技術移転と排出権売買のみに限定したいようである。 

特に、中国の CDM プロジェクトにおいて、HFC23 の破壊事業のプライオリテ

ィは低く、省エネや再生可能エネルギー案件が優先されているのが現状である。

HFC23 の破壊事業については、持続可能性といった見地からいささかの疑問を抱

いているように見受けられ、また、HFC23 の破壊事業では、発生する CER の量が

莫大なものになることから、CER の市場の阻害要因になり、ひいては他の CDM

案件の推進に障害となるのではという懸念も持っている。  

－＊－  

その他、現地調査として、代替フロン等 3 ガスの一つである SF6 に関するアジ

ア（香港、タイ、シンガポール）における取材も行った。  

SF6 は、主に GIS（Gas Insulated Substation または Switchgear）と呼ばれる変電

機器の冷却・絶縁媒体として発電所、変電所、送電会社、配電会社で使用されて

おり、世界の SF6 の 80％が変電所で利用されている。SF6 そのものの製造工程、

GIS の製造工程、GIS の設置工程、GIS の使用時、GIS の廃棄時などで漏出する可

能性が大きいと考えられることから、今回の現地調査は、特に GIS 使用者サイド

で起き得る漏出に限って漏出対策を CDM 案件として実施する可能性を探るため

に実施したものである。  

各国の事情を調査した結果、いずれの訪問先も、通常運転中の漏出は全く無い

かあるいは微量に止まっており、唯一プロジェクト実施の可能性がありそうなケ

ースはタイであったが、修理の技術や資金は充足しているようである。また、香

港の変電所にある SF6 の総量はおよそ 250 トン強とされるが、そこから 0.1％の

漏出があったとしてもその量は 250kg であり、これを 23,900 倍しても CO2 換算

でおよそ 6,000 トンであるので、商業的な漏出削減事業につながる実現可能性は



 

 

低いといえる。  

SF6 は有用で高価なガスであるために回収や再利用のインセンティブが強く働

いていることに加え、欧州で高まった SF6 禁止論を受けて大気への排出をさらに

圧縮する対策が強化されてきている。したがって、SF6 を CDM 対象案件として取

扱うケースは限定されるものと思われる。以上のことから、香港および ASEAN

諸国において SF6 の CDM 案件を実施する事は困難と考える。  

－＊－  

本調査では、日本の技術を応用して、代替フロンの破壊事業をＣＤＭとして早

急に実施出来る体制作りのために、どのような問題点があるのかを考えてきた。 

調査にあたっては、日本の主要フロンガスメーカーおよび商社等の関係各社ご

協力もあり、各社の問題意識を整理検討出来たほか、今後、代替フロン破壊事業

のホスト国となる可能性の高い国の現地調査を行うこと等により、従来の漠然と

した理解から事業化の可能性を検討できるレベルにまでの現状把握が出来たと考

えている。また、勉強会を通じて、関係各者ごとのＣＤＭに対する理解度の解消

や各者間での情報共有などにも寄与することが出来たのではないだろうか。 

調査の結果、我が国がこのようなガスの破壊技術を有するにもかかわらず、実

際にＣＤＭ事業化に向けた動きは一部を除きほとんど見られない背景には、 

①京都議定書の発効時期が不透明であり、国内個別企業に削減義務が課され

ていない現状にあっては、いわゆる「制度リスク」が高く、民間企業にお

ける事業化ないし出資等の判断基準を満たさない。  

②代替フロン等３ガスの破壊事業から得られるＣＥＲの量が、他の温室効果

ガス削減事業から得られるそれに比べ多量に及び、現状の排出権一般の取

引量を大きく上回ることから、ＣＤＭ化の検討段階において既にＣＥＲの

買い手を何らかの方法により担保する必要がある。  

③国内のフロンガスメーカーにおいては、経営資源の選択と集中が図られて

おり、今後、生産量の大きな拡大が見込むことができない種類のガスに関

する投資ないし出資については、極めて慎重な経営判断が行われる傾向に

ある。  

などの要因があることが明確となった。  

 



 

 

したがって、今後、クリーン開発メカニズムを活用した代替フロン等３ガス排出

抑制事業を推進するにあたっては、これらの要因を解消する施策ないしスキーム

を確立することが求められる。 
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