
  

温室効果ガス 冷媒フロンの大気排出削減を“見える化” 

   冷冷冷凍凍凍空空空調調調機機機器器器ののの   

冷冷冷媒媒媒フフフロロロンンン排排排出出出削削削減減減認認認証証証制制制度度度

地球温暖化 

オゾン層保護 
とフロン 

冷媒用フロンを用いている冷凍空調機器の所有者並びに、販売・工事・整備・回収に携る者は、

地球環境保護のため、フロンの大気排出削減に努めなければなりません。 

「フロン排出削減認証センター」では、フロン漏洩排出防止対策及びフロン回収処理の適格性を

審査して、認証・評価を行い「フロン排出削減認証証書」「フロン回収処理評価書」等を発行し、

自主的にフロンの排出削減に取組む皆様の活動を“見える化”する支援を実施いたします。 

（※「フロン排出削減認証証書」は温室効果ガスの排出削減量を第三者機関である「フロン排出認証

センター」で認証されたクレジットとして、環境経営支援制度等との連携による活用を進めておりま

す。）

一般社団法人 日本フロン回収事業協議会
〒435-0042 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町 1278 
TEL 053-421-4352  FAX 053-422-0496 

フロンは強力な温室効果ガスです。 
フロンは冷凍空調機器にとって便利で使い易い物質ですが、反面大気に放出すると地球温暖化

に大きな影響を与えます。 

例えば、ＨＦＣはオゾン層を破壊しない優れた物質ですが、地球温暖化係数（同量の CO2 と比

べた温暖化効果の度合い）が 1,300～4,000 と高く、大気中に放出されると地球温暖化に強い影

響を与えます。 

現在、地球温暖化防止対策に取り組む国民運動としての「1 人 1 日 1kg 削減」に多くの人々が

参加して努力しておりますが、HFC 冷媒をたった 1kg 大気中に放出しただけで、1,975 人分の１

日の努力が消えてしまいます。 

使用中の機器からの冷媒の漏洩排出量は非常に大きな量になっています。 
NPO の「ストップ・フロン全国連絡会」によれば、冷媒フロン漏洩分と未回収分を合わせると、

年間2万トン以上、CO2換算で4,000万トン CO2以上が大気に放出されていると報告されています。

また、2009 年の政府による使用時排出量の調査により、予想をはるかに超えた多量の冷媒フロ

ンの放出が確認されています。この調査を基に関連団体が試算したところによれば、ルームエア

コンを含む冷凍空調機器の市中稼働台数、約 1 億 2,000 万台を HFC 冷媒に置き換えて使用時排出

量を計算すると、冷媒ストック量約 25 万 6,000 トンの内、約 1 万 2,300 トンが放出されており、

これは約 2,750 万トン CO2の温室効果ガスが放出されていることになります。 

「フロン回収破壊法」による廃棄時フロン回収量が低迷しています。 
平成 20 年度の「フロン回収破壊法」に基づく業務用冷凍空調機器からの全国廃棄時回収量は

2,276トンです。これは同年度の廃棄時残存冷媒量を8,154トンと推計すると廃棄時回収率は、28％

となり、70％以上の冷媒フロン、約 5,870 トンが大気に放出されており、これは約 1,174 万トン

CO2の温室効果ガスを放出させていることになります。 
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冷媒フロン排出削減認証制度 
 

1. 事業の背景 

フロンは近代の産業及び生活文化を支える夢の化学物質であるものの、大気への放出は地球環境への影響が大

きいため、国際条約等で大気放出抑制措置が構じられており、我が国ではフロンの大量生産・使用・消費国家とし

て、これまでに生産規制・回収措置規制を制定し排出抑制を図っている。しかし現在、使用中の冷凍空調機器か

らの冷媒フロンの漏洩による大気放出が大きな社会問題になっている。漏洩排出削減には、機器の所有者・使用

者はじめ関連事業者が「自らの責務」として捉え、自主的に行動する環境を整える方策が必要である。 

 

2. 事業の目的 

使用中の冷凍空調機器からの漏洩排出削減及び機器の廃棄時回収率の向上を図り、これを温室効果ガス削

減量として、第三者機関で認証・評価して“見える化” すると共に、フロン排出削減のインセンティブとして活用する

ものである。 

 

3. 事業の概要 

・ 一般社団法人日本フロン回収事業協議会内に、有識者及び構成員から成る「フロン排出削減認証センター」を設

置し、フロン排出削減に対する審査・認証・評価を行い「フロン排出削減認証証書」等を発行する。 

・ 地域の各フロン回収事業協会は「フロン排出削減認証センター」に協力し地域のフロン排出削減等に関する管

理や事務処理を行う。 

 

4. 事業の対象者 

対象者は下記の事業者とし、地域フロン回収事業協会を経由して「フロン排出削減認証センター」に登録する。 

(1) 冷凍空調機器の所有者・使用者 

(2) 認定事業者（各地域のフロン回収事業協会の会員で、高圧ガス販売事業届及びフロン回収事業者届を有す

る者） 

※ (3) 回収事業者（各地域のフロン回収事業協会の会員で、フロン回収事業者届を有する者） 

（一部地域で実施） 

 

第一種特定製品所有者 

（業務用冷凍空調機器類） 

認定事業者 

ﾌﾛﾝ排出削減審査 

回収処理審査 
回収処理審査 

回収事業者 

フロン排出削減認証証書  回収処理評価証書回付 

フロン排出削減認証証書  回収処理評価証書交付 

一般社団法人 日本フロン回収事業協議会 

登録 登録 

報告 報告 

フロン排出削減認証センター 

地域フロン回収事業協会 
ﾌﾛﾝ排出削減管理 

回収処理管理 
回収処理管理 



 

冷凍空調機器の所有者・使用者の皆様へ 
 

参参加加をを希希望望さされれるる冷冷凍凍空空調調機機器器のの所所有有者者・・使使用用者者にに実実施施頂頂くく事事項項  
 

登録申請 

1. 事業への参加登録申請を「フロン排出削減認証センター」に行います。 

参加登録しますと「フロン排出削減センター」から登録証が交付されます。 

参加登録料等については別に定めます。 

 

対象機器の選定 

1. 自己が使用している冷凍空調機器の種類、所在等の確認を行います。 

2. 自己が使用している冷凍空調機器の中から排出削減の対象とする機器を選定し、使用時の排出を削減す

るために実施している、日常管理や定期点検などの対策の確認を行います。 

 

補充冷媒量の記録 

1. 対象とした冷凍空調機器の漏洩排出のために補充した冷媒フロン量を機器一台毎に一年間記録します。 

2. 一年後、対象とした冷凍空調機器の補充冷媒量を機器の種類別、冷媒別に集計します。 

 

温室効果ガス削減量の算出 

1. 集計した補充冷媒量と「フロン排出削減認証センター」が別に定める、機器の種類別の「基準補充率」と比較

します。（「基準補充率」については別紙表①参照） 

2. 事業所として集計された補充冷媒量の合計が「基準補充率」を下回ることが出来た場合、「基準補充率」と

の差が排出削減量となり、これが温室効果ガス削減量として認証されます。（排出削減量の計算については

別紙表②を参照） 

3. 前項で意に反して補充冷媒量が「基準補充率」を超えてしまった場合は一旦記録を保存しておいて、次年度

の補充冷媒量が前年度のそれを下回ることが出来た場合は、前年度との差を温室効果ガス削減量として評

価されます。 

 

「フロン排出削減認証証書」等の申請・交付 

1. 自己が達成した温室効果ガス削減量を「フロン排出削減センター」へ必要書類を、添えて証書の申請をしま

す。 

2. 申請された書類を「フロン排出削減認証センター」が審査して「フロン排出削減認証証書」等が交付されます。 

 尚、交付された「フロン排出削減認証証書」等については、「フロン排出削減認証センター」のホームページで

公表します。 

 

参加するメリット 

1. 削減した冷媒補充量を自己の一年間の温室効果ガス削減量として、社会に公表することが出来ます。又環

境経営報告書にも活用出来、地球環境保護に貢献する企業としてのイメージアップを図ることが出来ます。 

2. 冷媒補充量を削減することにより冷媒補充費用等が削減され、管理コストの低減 を図ることが出来ます。 

3. 冷媒補充量を削減することは機器の効率低下や事故を未然に防ぐことにつながり、経済的効果もあります。 

 

バックアップ体制 

各地域のフロン回収事業協会が協賛し、且つ協会会員が「認定事業者」として参加しています。尚、「認定事業

者」は所有者・使用者に代わって、参加することが出来ます。 



 

認定事業者及び回収事業者の皆様へ 
 

認認定定事事業業者者のの実実施施事事項項  
認定事業者は使用中の冷凍空調機器からの冷媒フロンの漏れ（大気放出）削減事業に参加することが出来ま

す。認定事業者は自己が保守等を通じて管理している冷凍空調機器について所有者・使用者に代わって本事

業に参加します。又、複数の事業所の管理している冷凍空調機器について、一つに纏めて参加することも出来ま

す。 

 

登録申請 

本事業への参加登録申請を「フロン排出削減認証センター」に行います。 

参加登録しますと「フロン排出削減センター」から登録証が交付されます。 

参加登録料等については別に定めます。 

 

対象機器の選定 

1. 自己が管理している冷凍空調機器の種類、所在等の確認を行います。 

2. 自己が管理している冷凍空調機器の中から排出削減の対象とする機器を選定し、使用時の排出を削減す

るために実施している、日常管理や定期点検などの対策の確認を行います。 

 

補充冷媒量の記録 

冷凍空調機器の所有者・使用者と全く同じです。 

 

温室効果ガス削減量の算出 

冷凍空調機器の所有者・使用者と全く同じです。 

 

「フロン排出削減認証証書」の申請 

冷凍空調機器の所有者・使用者と全く同じです。 

 

回回収収事事業業者者のの実実施施事事項項  
回収事業者は「フロン回収破壊法」による業務用冷凍空調機器の廃棄時のフロン回収時に適格な回収処理を

行います。 （認定事業者も同様に参加できます） 

 

登録申請 

認定事業者と同様です。 

 

回収作業の記録 

1. 自己のフロン回収破壊法による一年間の全ての回収作業を記録します。（行程管理票のＥ票を集計） 

2. 回収時に各機器毎に冷媒別封入量と回収量を記録します。 

 

「フロン排出削減評価証書」の申請・交付 

一年間の回収時の冷媒封入量と回収量の記録から回収率を計算して回収効率８０％以上であれば「高効率

回収処理」として又、６０％以上であれば「適格回収処理」として、全ての回収量を温室効果ガス削減量（ＣＯ２

換算）として「フロン排出削減認証センター」に必要書類を添えて申請します。申請された書類を「フロン排出削減

認証センター」が審査して「フロン排出削減評価証書」が交付され受領することが出来ます。尚、交付された「フロ

ン排出削減評価証書」は「フロン排出削減認証センター」のホームページで公表されます。 
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表①機器別基準補充率（年間）   

機器の種類 参考値 ﾌﾛﾝ排出削減認証ｾﾝﾀｰ

  09 年産構審排出係数(％) 基準補充率（％） 

遠心式冷凍機 7 4 

スクリュー冷凍機 12 10 

冷凍冷蔵ユニット 17 10 

コンデンシングユニット 13 10 

別置型冷凍冷蔵ショーケース 16 10 

パッケージエアコン 3～5 2 

チリングユニット 6 4 

小型冷凍冷蔵機器 2 1.5 

ルームエアコン 2 1.5 

本基準補充率は 2009 年に産業構造審議会が公表した使用時排出係数や IPCC,ドイツ、カナダ等の政府が公表して

いる数値を参考に「フロン排出削減認証センター」が制定しました。 

 

表②排出削減量の計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンデンシングユニットの場合 

基準補充率  １０％（表②）    一年間の補充量  ７％   削減量  ３％ 

冷媒封入量  Ｒ４０４Ａ １００ｋｇと仮定すると 

冷媒削減量  １００ｋｇ×３％＝３ｋｇ 

温室効果ガス削減量  ３ｋｇ×３，９２２（Ｒ４０４Ａの温暖化係数）＝１１，７６６ｋｇＣＯ２ 

・チラーユニットの場合 

基準補充率  ４％（表②）    一年間の補充量  ２％    削減量  ２% 

冷媒封入量  R134ａ ２００ｋｇと仮定すると   

冷媒削減量  ２００ｋｇ×２％＝４ｋｇ 

温室効果ガス削減量  ４ｋｇ×１，４２０（Ｒ１３４ａの温暖化係数）＝５，６８０㎏ＣＯ２ 

・パッケージエアコンの場合 

基準補充率  ２％（表②）    一年間の補充量  ５％    超過量  ３％   

冷媒補充量 Ｒ４１０Ａ １００ｋｇと仮定すると 

冷媒超過量 １００ｋｇ×３％＝３ｋｇ 

温室効果ガス超過量  ３ｋｇ×２，０８８（Ｒ４１０Ａの温暖化係数）＝６，２６４ｋｇＣＯ２ 

・上記を一事業所と仮定した場合の一年間の温室効果ガス削減量 

コンデンシングユニットとチラーユニットの温室効果ガス削減量を合算した値からパッケージエアコンの温室効果ガス超過量

を差し引いた値が当事業所の一年間の温室効果ガス削減量となります。 

事業所温室効果ガス削減量 １１，７６６ｋｇＣＯ２+５，６８０㎏ＣＯ２－６，２６４ｋｇＣＯ２＝１１，１８２ｋｇＣＯ２ 

10%
削減量

3%

5% 年間
補充量

7% 削減量 超過補充量

2% 2% 3%
年間補充量 年間補充量

2% 5%
　　　      コンデンシングユニット　　　　  　チラーユニット　　　　　　　　パッケージエアコン

機器の種類

基
準
補
充
率
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 一般社団法人 日本フロン回収事業協議会  

本本事事業業にに参参加加すするるメメリリッットト  
1. 削減した冷媒補充量を自己の一年間の温室効果ガス削減量として社会に公表する事が出来ます。 

また、環境経営報告書にも活用でき地球環境保護に貢献する企業としてのイメージアップに繋げることが出来ます。 

2. フロン回収破壊法によるフロン回収に関し、真剣に地球温暖化防止に取り組んでいる事業者として社会に公表する

事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施団体一覧】 

電  話 
団    体    名 住      所 

F A X 

022-782-0771 一般社団法人    

宮城県フロン回収事業協会 

〒984-0002 

宮城県仙台市若林区卸町東 1-3-8 022-782-0776 

024-544-1838 一般社団法人 

福島県フロン回収事業協会 

〒960-8162 

福島県福島市南町 449 024-544-1840 

027-260-8234 一般社団法人 

群馬県フロン回収事業協会 

〒371-0025 

群馬県前橋市紅雲町 1 丁目 7-12 027-260-8236 

055-266-5644 
山梨県冷凍空調設備事業協同組合  

〒406-0853 

山梨県笛吹市境川町藤垈 6865 055-266-2935 

0258-41-2522 
新潟県フロン回収事業協会 

〒940-2311 

新潟県長岡市三島新保 633-1 0258-41-2533 

054-289-3666 一般社団法人 

静岡県フロン回収事業協会    

〒422-8067 

静岡県静岡市駿河区南町 6-1 054-289-3667 

 

 

「所有者」フロン漏洩排出削減協力事業者 

 

フロン排出削減協力事業者（認定・回収事業者） 
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