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２ 省エネ・地球温暖化・フロン対策 
 

2-1 省エネルギー対策 
 

１ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネルギー法）   
制定：昭和 54 年 6 月 22 日法律第 49 号  最終改正：平成 30 年法律第 45 号公布 

施行令：平成 30 年政令 329 号公布 基本方針（告示）平成 30 年 11 月 30 日公布日経産省令第１1 号 
 

（１）法の目的 
エネルギーの消費面において大きな比重を占める工場等（工場、事務所ビル、デパート、病院、学校な

ど）、輸送、建築物及び機械器具におけるエネルギー使用の合理化を進めるための必要な措置を定め、国

民生活の健全な発展に寄与することを目的とする。 
 

（２）最近の動き 
2005（平成 17）年の法改正（平成 17年法律第 93号）により、京都議定書の実施の確保及び各分野にお

けるエネルギー使用の合理化を一層推進するため、エネルギー消費の大きい運輸分野における対策や工

場・事業場及び住宅・建築物分野事業者の対策を強化した。 

2008（平成 20年）の法改正（平成 20年法律第 47号）により、建築物関係（２００９年４月１日以降）及び工

場等関係（2010 年 4 月 1日以降）について二段階で規制強化を実施することになった。工場等関係は、従

来の「工場」は「工場等」となり事業所単位の規制から事業者単位の規制を導入した。この結果、業務部門

である事務所ビル、デパート、ホテル、病院、学校などが対象となる事例が拡大した。 

さらに、平成３０年１２月の法改正により「連携省エネルギー計画の認定」「認定管理統括事業者の認定」

「荷主の定義の変更」等の法改正を行い、平成３０年１２月１日から施行された。 
 

（３）工場等にかかる措置（対象：事業者） 
①工場等を設置する者 

イ．従来の「工場」を「工場等」に改正。 

※工場だけでなく、事務所ビル、デパート、ホテル、病院、学校などに規制を拡大した。 

ロ．主務大臣による工場等に対する指導・助言が可能。 

ハ．工場等を設置している者は、「すべての工場等」の前年度におけるエネルギーの使用量及びその

他エネルギーの使用の状況について経済産業大臣に届出する。 

※工場等の事業所単位の規制から、事業者単位の規制（すべての工場、営業所等の合計）となり、

業務部門の規制対象が拡大した。 

 

②連鎖化事業者 

イ．連鎖化事業 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商

品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に契約に関する指導を行う事業で

あって、当該約款に当該事業に加盟する者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条

件に関する事項であって、経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの。 

ロ．加盟者 連鎖化事業に加盟する者。 

ハ．連鎖化事業者は、「すべての工場等」及び「加盟者が設置している連鎖化事業に係るすべての工

場等」の前年度におけるエネルギーの使用量及びその他エネルギーの使用の状況について経済

産業大臣に届出する。 
 

③特定事業者 

イ．工場等を設置している者（連鎖化事業者を除く。）が、「その設置しているすべての工場等」の前年

度のエネルギー使用量の合計量が原油換算で１，５００ｋℓ以上の場合に、経済産業大臣が特定事

業者として指定する。 

ロ．特定事業者は、エネルギー管理統括者を選任しなければならない。（第７条の２） 
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ハ．特定事業者は、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。（第７条の３） 

ニ．特定事業者は、中長期的な計画の作成及び提出しなければならない。（第１４条） 
※エネルギー使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出す

る。 

ホ．特定事業者は、定期報告を提出しなければならない。（第１５条） 

※定期報告は、「エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況（エネルギーの使用の効率及びエネ

ルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む）」、「エネルギーを消費する設備

及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況」の報告である。 

ヘ．合理化計画に係る指示及び命令（第１６条） 
※主務大臣は特定事業者の合理化計画が著しく不十分と認めるとき、判断根拠を示して合理化計画を作成

し、提出する旨の指示ができる。 
 

④特定連鎖化事業者 

イ．工場等を設置している連鎖化事業者のうち、「すべての工場等」及び「当該加盟者が設置している

当該連鎖化事業に係るすべての工場等」のエネルギー使用量の合計量が、原油換算で１，５００ｋℓ

以上の場合に、経済産業大臣が特定連鎖化事業者として指定する。 

ロ．中長期的な計画の作成及び提出（第１４条） 
※エネルギー使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出す

る。 

ハ．定期報告の提出（第１５条） 
※定期報告は、「エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況（エネルギーの使用の効率及びエネ

ルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む）」、「エネルギーを消費する設備

及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況」の報告である。 

ニ．合理化計画に係る指示及び命令（第１６条） 
※主務大臣は特定事業者の合理化計画が著しく不十分と認めるとき、判断根拠を示して合理化計画を作成

し、提出する旨の指示ができる。 
 

（４）工場等にかかる措置（対象：事業所） 
①第一種エネルギー管理指定工場等 

経済産業大臣は、エネルギー使用量の合計量が原油換算で３，０００ｋℓ以上の工場等を第一種エ

ネルギー管理指定工場として指定する。 
 

②第一種特定事業者 

イ．特定事業者のうち第一種エネルギー管理指定工場等を設置している者 

ロ．エネルギー管理者を選任しなれければならない。（第８条） 

ハ．エネルギー管理者の選任・解任について経済産業大臣に届出する。 
 

③第一種指定事業者 

イ．第一種特定事業者のうち第８条第１項各号に掲げる工場等を設置している者 

※５業種「製造業（物品の加工修理業を含む。）、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業」であ

り、工場等が「事務所の用に供するもの（本店・支店など）」である。 

ロ．エネルギー管理員を選任しなければならない。（第１３条） 

ハ．エネルギー管理員の選任・解任について経済産業大臣に届出する。 
 

④第二種エネルギー管理指定工場等 

経済産業大臣は、エネルギー使用量の合計量が原油換算で１，５００ｋℓ以上の工場等を第二種エ

ネルギー管理指定工場として指定する。 
 

⑤第二種特定事業者 

イ．第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者。 

ロ．エネルギー管理員を選任しなければならない。（第１８条） 

ハ．エネルギー管理員の選任・解任について経済産業大臣に届出する。 
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工場等（エネルギーを使用する施設）を設置する者である

本部事業者（フランチャズ事業者）であって、その加盟者との約款に
加盟者が設置する工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項の定めがある者である

規制対象外

工場等に対する
指導・助言は除く

エネルギー使用量状況届の提出

省エネ法（２００８年改正第５条～第１９条）工場等に係る措置判定フロー

１．規制対象の判定（事業者として）

エネルギー管理者統括者の選任、エネルギー管理企画推進者（エネルギー管理講習の受講）の選任
中長期的な計画の作成及び提出、定期報告の作成及び提出

合理化計画の指示、命令

エネルギー管理者・管理員は不要

規制対象外

すべての工場等
の前年度における

エネルギー使用量の合計が
１，５００ｋℓ（原油換算）以上

エネルギー使用量状況届の提出

すべての工場等（加盟者含む）
の前年度における

エネルギー使用量の合計が
１，５００ｋℓ（原油換算）以上

連鎖化事業者 事業者

「特定事業者」に指定

コークス製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業である

各工場等の年度のエネルギー使用量が１，５００ｋℓ以上である

「第一種エネルギー管理指定工場等」に指定

「特定連鎖化事業者」に指定

「第二種エネルギー管理指定工場等」に指定

エネルギー管理者の選任

第一種特定事業者

エネルギー管理員の選任

第二種特定事業者

２万ｋℓ（原油換算）未満 １名

各工場等の年度のエネルギー使用量が３，０００ｋℓ以上である

２．規制内容の判定（事業所として）

２名

３名

２万ｋℓ（原油換算）未満 １名

２万ｋℓ（原油換算）以上 ２名

第一種指定事業者
（第一種特定事業者）

「製造業（物品の加工修理業を含む。）、鉱業、電気供給業、
ガス供給業、熱供給業」であり、

工場等が「事務所の用に供するもの（本社・支店など）」でない。

４名

２万ｋℓ（原油換算）以上

５万ｋℓ（原油換算）以上

１０万ｋℓ（原油換算）以上   

●エネルギー換算の目安 

（原油換算 1,500kℓ/年となる事業者） 

・工場・事務所：電力約 600 万 kw/年 

・ホテル：客室数 300～400 規模以上 

・病院：病床数 500～600 規模以上 

・コンビニ：30～40 店舗以上 
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（５）エネルギー管理者（エネルギー管理士試験：指定試験機関） 
エネルギー管理者は「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」から選任しなければならない。エ

ネルギー管理士免状は、エネルギー管理士試験の合格により得ることができる。 

エネルギー管理士試験の試験事務の指定試験機関として「財団法人省エネルギーセンター」が指定さ

れている。 
 

（６）エネルギー管理員（エネルギー管理講習：指定講習機関） 
エネルギー管理員は「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」又は「エネルギー管理講習の修

了者」から選任しなければならない。エネルギー管理講習の指定講習機関として「財団法人省エネルギー

センター」が指定されている。 

エネルギー管理員として選任した者に対して、講習の受講日（エネルギー管理員に選任されているもの

が講習を受けた場合は直近の受講日）の属する年度の翌年度の開始の日から起算して３年とする期間ごと

にエネルギー管理講習を受講させなければならない。 
 

（７）エネルギー関係者の役割 
関係者 主な役割 選任・資格要件 選任時期 選任数 

エネルギー管理 

統括者 

事業者としてのエネルギー管理 
①経営的視点を踏まえた取組の推進 

②中長期計画のとりまとめ 

③現場管理に係る企画立案、実務の統制 

事業経営の一環とし

て、事業者全体の鳥

瞰的なエネルギー管

理を行い得る者 

選任すべ

き事由が

生じた日

以後遅滞

なく選任 

1 名 

エネルギー管理 

企画推進者 
事業者としてのエネルギー管理 
エネルギー管理統括者を実務面から補佐 

①エネルギー管理講

習の修了者 

②エネルギー管理士 選任すべ

き事由が

生じた日

から 6 ヵ

月以内に

選任 

1 名 

エネルギー管理者 
工場等におけるエネルギー管理 
①第１種エネルギー管理指定工場等に係る現場管理 

（但し、第１種指定事業者を除く） 

エネルギー管理士 
工場毎 

※ 

エネルギー管理員 

工場等におけるエネルギー管理 
①第１種エネルギー管理指定工場等に係る現場管理 

（第１種指定事業者） 

②第２種エネルギー管理指定工場等に係る現場管理 

①エネルギー管理講

習の修了者 

②エネルギー管理士 

工場毎 

1 名 

 
 ※前述の措置判定フロー図を、工場等ごとの選任数として下表に示す。 

工場等ごとの 

エネルギー使用量 

第１種管理指定工場等 

第２種管理 

指定工場等 

1,500kL 未

満の 

指定工場で

ない 

工場等 

コークス製造業、電気供給

業、ガス供給業、熱供給業 

コークス製造業以外の製

造業（物品の加工修理業を

含む）、鉱業 

1,500kL 未満 → → → 選任不要 

1,500kL 以上 エネルギー管理員 １名 

 

3,000kL 以上 

エネルギー管理者 １名 

エネルギー管理者 １名 

エネルギー管理員 

１名 

2 万 kL 以上 エネルギー管理者 ２名 

5 万 kL 以上 エネルギー管理者 ３名 

10 万 kL 以上 エネルギー管理者 ２名 エネルギー管理者 ４名 

 
（８）特定事業者・特定連鎖化事業者が提出する書類・提出先 

 

種類 提出時期 提出先 

使用状況届出書 ５月末日  
事業者の主たる事務所の所在地を管轄

する経済産業局 

定期報告書 ７月末日  ①事業者の主たる事務所の所在地を管轄

する経済産業局 

②当該事業者が設置している全ての工場

等に係る事業の所管省庁 
中長期計画書 7 月末日  

エネルギー管理者等の

選解任届 

選解任のあった日後、随時 

※遅くとも最初の７月末日までに提出。 

事業者の主たる事務所の所在地を管轄

する経済産業局 
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（９）その他の事業者に係る措置 
①輸送事業者にかかる措置 

一定規模以上の貨物輸送事業者、旅客輸送事業者及び航空輸送事業者に、中長期的な省エネ

ルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告を義務付ける。（項目のみ） 

イ．貨物輸送事業者にかかる措置（対象：貨物輸送事業者） 

ロ．旅客輸送にかかる措置（対象：旅客輸送事業者） 

ハ．航空輸送にかかる措置（規制：航空輸送事業者） 
 

②荷主にかかる措置（対象：荷主） 

経済産業大臣が指定した荷主（特定荷主）に対して、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用

量の報告を義務付ける。（項目のみ） 

イ．貨物の輸送量届出書の提出 

貨物輸送量〔トンキロ〕の年度間の合計が３，０００万〔トンキロ〕以上となる場合は、翌年度４月末 

日までに、経済産業局長宛に「貨物の輸送量届出書」を提出する。 

ロ．特定荷主 

自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している年度間の量（自ら輸送している量を含む。）が、

３，０００万〔トンキロ〕以上の者として経済産業大臣が指定する。 

特定荷主に指定された場合、計画の策定、定期の報告を主務大臣に提出する。 
 

③建物にかかる措置（対象：建築主等） 

建築物の建築をしようとする者等の努力：空気調和設備等（建築物の外壁、窓等を通して熱の損失

の防止及び建築物に設ける空気調和設備など）に係るエネルギーの効率的利用のための措置を的確

に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するように努めなければならな

い。 
 

④機械器具に係る措置（対象：製造事業者） 

製造事業者（エネルギーを消費する機器の製造又は輸入事業者）に対し、特定機器に関してトップ

ランナー方式により省エネ化を促す。 
 

（１０）情報の提供（省エネラベルの表示など） 

一般消費者に向けて、エネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するように努める。また、エネル

ギーを供給する事業者及び機器の小売事業者による表示（省エネラベル）を行うことで、消費者による省エ

ネルギーの取組を促す。 

①一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者 

②建築物の販売及び賃貸の事業を行う者 

③エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者 

④その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことが

できる事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●エネルギー供給事業者 

 エネルギーの供給を通じて消費者と直接的な

接点をもつ電力・ガス会社等のエネルギー供給

事業者が、一般消費者へのエネルギーの使用の

合理化に資する省エネ機器普及や情報提供を

実施、その実績を公表。 

●家電等小売事業者 

 トップランナー方式により省エネ基準を設定

された機器のうち、主に家庭で使用されるもの

について、統一省エネラベル(※)や年間の目安

電気料金等を製品の近傍等に表示し、機器の購

入者に対して省エネ性能を分かりやすく情報

提供。 

＜情報提供の例＞ 

●毎月の検針票にエネルギー使用量の前月比・前年比データ等を表示 

●カタログや HP 等で高効率機器の性能や補助制度等を紹介 

●省エネルギー診断の実施 

●省エネ機器の導入によるコストダウンを試算できるサービスの実施 

※統一省エネラベル 
（エアコン、テレビ、及び冷蔵

庫が対象） 

 
〇平成 26 年 12 月 10 日経産

省告示 239 号により「ＬＥＤラン

プ」等が追加された。 
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（１１）最近の法改正の状況 
 ①電気の需要の平準化の推進【2013(平成25)年12月27日経産省告示第271号】 

※「電気の需要の平準化」とは、「電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させること」をいう。 

 ・電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯（電気需要平準化時間帯）を、

７月１日から９月３０日及び１２月１日から３月３１日までの８～２２時までと定めている。 

・各事業者はこの指針に基づき、電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使

用への転換や電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費

する機械器具を使用する時間の変更などの電気の需要の平準化に資する取組に努めなければ

ならない 

②機器・建材等に係るトップランナー制度【2017(平成29)年3月1日拡大施行】 

・機械器具等（自動車、家電製品や建材等）に係る措置として、『トップランナー制度』による省エネ基準

を導入している。トップランナー制度では、対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、

エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求めている。 

・目標となる省エネ基準（トップランナー基準）は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費

効率が最も優れているもの（トップランナー）の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定

めている。 

・乗用自動車、貨物自動車、複写機、照明器具（蛍光灯器具･電球形蛍光ランプ）、磁気ディスク装置、

エアコンディショナー電子計算機、電気冷蔵庫、ガス温水機器、電球形ＬＥＤランプ、ショーケース、断

熱材、サッシ、複層ガラス等32品目 

③連携省エネルギー計画の認定制度【2018（平成30）年12月1日施行】 

・複数の事業者が連携して省エネ取組（連携省エネルギー措置）を行う場合に、省エネ法の定期報告

書において連携による省エネ量を事業者間で分配して報告することができる制度である。制度を利用

するためには、「連携省エネルギー計画」を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認

定を受ける必要がある。 

④認定管理統括事業者の認定制度の創設（平成30年12月1日施行） 

グループ企業の親会社等が、グループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を受けた

場合、子会社等も含めて当該親会社等（認定管理統括事業者）による定期報告の提出等の義務の一

体的な履行を認める制度である。 

⑤荷主の定義の見直しと位置づけ （平成30年12月1日施行） 

   経済産業大臣が、自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者のうち、

年度間の自らの貨物の輸送量（トンキロ）の合計が、３，０００万トンキロ以上である者を特定荷主として

指定した。また、年度間の貨物輸送量が、３，０００万トンキロ以上となった場合は、翌年度４月末日ま

でに、事業者の主たる事務所（本社）所在地を管轄する経済産業局長あてに「貨物の輸送量届出書」

を提出すること。この場合、特定荷主として指定される。 

⑥産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)の対象業種の拡大平（平成30年3月1日施行） 

・ベンチマークとは、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成すべ

き省エネ基準（ベンチマーク）である。 

・省エネの状況が他社と比較して進んでいるか遅れているかを明確にし、進んでいる事業者を評価する

とともに、遅れている事業者には更なる努力を促すため、各業界で全体の約１～２割の事業者のみが

満たす水準を、事業者が目指すべき水準として設定している。 
 

 

 

(１)制定の背景 
ビルの省エネについては、省エネ法（省エネルギー法）により、延べ床面積 2,000㎡以上の建築物を

新増改築する場合には、省エネのための措置を届け出ることが義務づけられている。しかし、建築物に

おけるエネルギー消費量はわが国全体の三分の一を占めており、建築物の省エネを一層進める必要があ

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
（建築物省エネ法）公布：平成 27 年 7 月 8 日 法律第 53 号  

施行日：規制措置は平成 29 年 4 月 1 日 

誘導措置は平成 28 年 4 月 1 日 

http://www.goo.ne.jp/green/business/word/life/S00023.html
http://www.goo.ne.jp/green/business/word/energy/S00225.html
http://www.goo.ne.jp/green/business/word/energy/S00629.html
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る。このため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が、2015(平成

25)年 7月に公布された。 
 

（２）対象建築物 
一定規模以上の住宅を除くビルを「特定建築物」と位置づけ、新築時などに省エネ基準への適合と、

基準適合について所管行政庁または新設の登録判定機関による判定を受けることを義務づける。これを

建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることで、実効性を担保する仕組みになっている。特定

建築物は、政令により延べ床面積 2,000 ㎡以上のオフィスビルや商業施設、ホテルなどが指定される。

また、中規模以上の建築物に、新築時などにおける省エネ計画の届出義務を課し、省エネ基準に適合し

ない場合には、所管行政庁が指示や命令を行うことができる措置も盛り込まれた。対象となるのは、特

定建築物を除く延べ床面積 300㎡以上の建築物で、オフィスビルだけでなく集合住宅も含まれる。特定

建築物と中規模以上の建築物に関する規制措置は、2017年に施行される。 
 

(３)誘導措置等 

 省エネ向上計画の認定による容積率の特例と、省エネ性能の表示に関する制度が創設された。省エネ

性能の優れた建築物は、誘導基準に適合するとして所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受け

ることができる。断熱窓サッシ・ガラスや高効率空調設備、LED照明の導入などが対象になる。また、

省エネ基準に適合した建築物は、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。これらの

誘導措置は 2016年に施行される。さらに、建売戸建住宅に関する「住宅トップランナー制度」も 2017

年に始まる。 

●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要 

 建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の２つに分けることができる。 

規制措置は、2017(平成 29)年に誘導措置は、2016(平成 28)年に施行された。 

 

http://www.goo.ne.jp/green/business/word/energy/S00629.html
http://www.goo.ne.jp/green/business/word/energy/S00153.html
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（１）京都議定書からパリ協定へ 
「京都都議定書」は、1997（平成9）年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（Ｃ

ＯＰ３）において採択された。 

我が国は、2002(平成14)年に京都議定書を受諾し、第一約束期間（2008～2012年度）における温室効

果ガス排出量を、基準年（原則1990年）比で６％削減する約束を遵守すべく、地球温暖化対策推進法に基

づいて京都議定書目標達成計画（平成20年３月28日閣議決定）を策定し、総合的かつ計画的な地球温暖

化対策を講じてきた。この結果、第一約束期間中の５か年平均の総排出量は12億7,800万ｔ－ＣＯ２（基準

年比1.4％増）、森林等吸収源及び京都メカニズムクレジットを加味すると基準年比8.7％減となり、我が国

は京都議定書の目標である基準年比６％減を達成した。 

「パリ協定」は 2015（平成 27）年 11 月、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約

国会議（COP21）において、「2020 年以降の温暖化対策の国際枠組みとして正式に採択された。このパリ

協定は、京都議定書と同じく、法的拘束力の持つ強い協定として合意された。 

パリ協定は、2016（平成 28）年 11 月 4 日、規定数の 55 か国が批准し発効した。 

①パリ協定全体の目的として、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して２度未満に抑えること。そして、

特に気候変動に脆弱な国々への配慮から、1.5 度以内に抑えることの必要性にも言及された。 

②そのための長期目標として、今世紀後半に、世界全体の温室効果ガス排出量を、生態系が吸収できる範

囲に収めるという目標が掲げられた。これは、人間活動による温室効果ガスの排出量を実質的にはゼロにし

ていく目標である。 

③各国は、既に国連に提出している 2025 年/2030 年に向けての排出量削減目標を含め、2020 年以降、5 年

ごとに目標を見直し・提出していくことになったこと。次のタイミングは、2020 年で（最初の案を 9～12 カ月前へ

の提出が必要）、その際には、2025 年目標を掲げている国は 2030 年を提出し、2030 年目標を持っている国

は、再度目標を検討する機会が設けられたこと。 

④5 年ごとの目標の提出の際には、原則として、各国は、それまでの目標よりも高い目標を掲げること。 

⑥支援を必要とする国への資金支援については、先進国が原則的に先導しつつも、途上国も（他の途上国

に対して）自主的に行っていくこと。＝以下略＝ 
 

（２）我が国の「パリ協定」への対応 【地球温暖化対策計画：2016（平成28）年5月13日閣議決定（抜粋）】 

①中期目標（2030 年度削減目標）の達成に向けた取組 

国連気候変動枠組条約事務局に提出した「日本の約束草案」に基づき、国内の排出削減・吸収量の確 

保より、2030年度において、2013年度比26.0％減（2005年度比25.4％減）の水準にするとの中期目標の

達成に向けて着実に取り組む。 

②長期的な目標を見据えた戦略的取組 

パリ協定では、気温上昇を２℃より十分低く保持すること、1.5℃に抑える努力を追求すること等を目的と

し、この目的を達成するよう、世界の排出のピークをできる限り早くするものとし、人為的な温室効果ガス

の排出と吸収源による除去の均衡を今世紀後半に達成するために、最新の科学に従って早期の削減を

目指すとされている。さらに、主要排出国を含む全ての国がＮＤＣを５年ごとに提出・更新すること、また

協定の目的に留意し、長期の温室効果ガス低排出発展戦略を作成・提出するよう努めるべきこと等が規

定されている。こうした中で、我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性あ

る国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球

温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出

削減を目指す。このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。したがって、

抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追求す

るとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取組

の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していくこととする。 

 

３ 地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖化対策推進法） 

公布：平成 10 年 10 月 9 日法律第１１７号  

最終改正：平成 28 年 5 月 31 日法律第 50 号 

施行令：平成 27 年 3 月 31 日政令 231 号 
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（３）地球温暖化対策法の規制内容 

①適用を受ける事業所 
地球温暖化対策計画の実施の確保及び地球温暖化対策の一層の推進を図るため、温室効果ガスを

一定量以上排出する事業者に対し、毎年度報告することを義務付けており、温室効果ガスを一定量以

上排出する事業者は算定方法に基づいて集計した結果を環境大臣に報告する。 
 

②適用を受ける事業者の責務 
特定排出者に該当する事業者は、温対法に基づいて温室効果ガスの排出量を算定し事業所管省庁

に報告する。国は報告された排出量を集計し、排出量の増減の状況に関する情報を開示する。報告は

毎年度行う。ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏは年度単位、代替フロン等４ガスは暦年単位で集計して６月３０日まで

に行う。 

算定の対象となる期間 
対象となるガス 算定対象期間 

ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏ 年度ごと 

代替フロン等４ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、ＮＦ３※） 暦年ごと 
※ＮＦ３（三ふっか窒素）追加、指定：平成 27 年 4 月 1 日施行 

 

③事業活動において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業所等（特定排出者） 
  特定排出者は、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする下表のものである。 

 温対法の特定排出者 備考 

1 

①事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所の原油換算エ

ネルギー使用量の合計量が 1,500[kℓ]以上であるもの 

②事業所を設置している連鎖化事業者であって、その設置している全ての事業所及

び加盟者が連鎖化事業に係る事業所として設置しているものの原油換算エネルギ

ー使用量の合計量が 1,500[kℓ]以上であるもの 

省エネ法の 

①特定事業者 

②特定連鎖化事業者 

は左の条件に該当。 

2 省エネ法の特定貨物輸送事業者 

 
3 省エネ法の特定旅客輸送事業者 

4 省エネ法の特定航空輸送事業者 

5 省エネ法の特定荷主 

6 非エネルギー起源CO2排出量が 3,000 [ t-CO2 ]以上 

事業者全体の常時使用

従業員数が 21 人以上

であるものに限る 

7 メタン（CH4）排出量がCO2換算で 3,000 [ t-CO2 ]以上 

8 一酸化二窒素（N2O）排出量がCO2換算で 3,000 [ t-CO2 ]以上 

9 ハイドロフルオロカーボン類（HFC）排出量がCO2換算で 3,000 [ t-CO2 ]以上 

10 パーフルオロカーボン類（PFC）排出量がCO2換算で 3,000 [ t-CO2 ]以上 

11 六ふっ化硫黄（SF6）排出量がCO2換算で 3,000 [ t-CO2 ]以上 

12 三ふっ化窒素（ＮＦ３）排出量がCO2換算で 3,000 [ t-CO2 ]以上 

※連鎖化事業者 

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に

関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する

者が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めが

あるものを行う者。 

 
④省エネ法の定期報告との関係について 
事業者（特定排出者）の報告に要する負担を抑えるため、温対法に基づく報告について省エネ法に

基づく定期報告書の併用が認められている。 

・エネルギー起源ＣＯ２の排出量報告のみ 

省エネ法の「定期報告書」を使用し報告してもよい。 

・エネルギー起源ＣＯ２及び非エネルギー起源ＣＯ２の排出量報告 

省エネ法の「定期報告書」に、温対法に基づく「温室効果ガス算定排出量」の報告書を添付して報

告する。 

・非エネルギー起源ＣＯ２以外の排出量報告のみ 

温対法に基づく「温室効果ガス算定排出量」の報告書を使用して報告する。 
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（参考）温室効果ガスについて（非エネルギー起源） 

①非エネルギー起源のＣＯ２ 

温室効果ガスのうち特にＣＯ２削減に係る問題では「石油・石 

炭などの燃焼に伴うＣＯ２の排出」、すなわちエネルギー起源 

ＣＯ２に注目が集まっている。これについては、省エネルギー 

の取組（製造プロセスや設備改善）等による、削減が行われて 

おり、省エネ法との関係が深い。 

本法では、エネルギー起源ＣＯ２のみならず、非エネルギー 

起源のＣＯ２の把握を求めている。非エネルギー起源ＣＯ２の 

多くの部分は鉄鋼やセメント産業などから発生して、いるが 

廃プラスチックや廃油などの焼却などで発生するＣＯ２も非エ 

ネルギー起源ＣＯ２である。 

※各事業者が排出した廃プラスチックなどが間接的に非エネルギー起源ＣＯ２の排出に関係している

ことを意識し、国内における非エネルギー起源ＣＯ２の排出量を抑制する観点から資源の有効利用な

どの取組を進めていくことが求められている。 
（二酸化炭素排出係数は、2015（平成２７）年3月31日、経産省告示第５号の（告示係数）による。） 

 

②メタン 

燃料メタンの漏出（採掘・輸送時）、バイ 

オマス燃焼（焼畑）、微生物による生成 

（反芻動物の胃で生成され、牛等からゲ 

ップとして放出）などによりメタンは放出さ 

れている。温室効果はCO２の２５倍であ 

る。 

③一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

排出源は多様であるが主に化石燃料 

やバイオマスの燃焼、窒素肥料、汚水や 

微生物による生成（硝化・脱窒反応）で 

放出されている。温室効果はCO２の２９８ 

倍である。 

④ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣ） 

家庭用・業務用エアコンの冷媒として 

多く使用されている物質がＨＦＣである。 

 ＨＦＣは１９９０年代に使用が始まったも

ので、代表的な代替フロンである。以前に

は、ＣＦＣやＨＣＦＣが使用されていたが、フロン規制の実施によりＨＦＣを冷媒に使うエアコンが増加し

た。 
※フロン類（ＣＦＣ，ＨＣＦＣ，ＨＦＣ）の規制については、フロン回収・破壊法を参照。 

オゾン層を破壊しない（破壊効果ゼロ）のＨＦＣは、その種類によっては温室効果がＣＯ２の３８倍 

（１，１－ジフルオロエタン：ＨＦＣ－１５２ａ）～１４，８００倍（トリフルオロメタン：ＨＦＣ－２３）であり温暖化対策の面では問題がある。

エアコンからは僅かにＨＦＣが漏れるとされているが、当初の想定よりも漏出が多い実態が明らかになっている。 

⑤パーフルオロカーボン類（ＰＦＣ） 

シリコンウェハの洗浄等に用いられる物質がＰＦＣである。温室効果がＣＯ２の７，３９０倍～１２，２００倍

と温暖化対策の観点から重要な物質である。 

⑥六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 

半導体製造工程のドライエッチングやガス変圧器等の絶縁体として用いられる物質がＳＦ６である。温

室効果がＣＯ２の２２，800倍と温暖化対策の観点から重要な物質である。 
 

⑦三ふっ化窒素（ＮＦ３） 改正（平成27年7月1日施行）：三ふっ化窒素（ＮＦ３）を温室効果ガスの種類として追加した。 

シリコンウェハのプラズマエッチングに用いられる。特に液晶ディスプレイやシリコンベースの太陽電池

フィルムの洗浄用に用いられる。温室効果がＣＯ２の１７，２００倍と温暖化対策の観点から重要な物質で

ある。 

対象となる排出活動【令第６条第１項第２号】 

非エネルギー起源ＣＯ２ 

(1)原油・天然ガスの試掘、性状に関する試験・

生産 

(2)セメントクリンカー・生石灰・ソーダ石灰ガ

ラス・鉄鋼の製造、ソーダ灰の製造・使用 

(3)アンモニア・炭化珪素・炭化カルシウム・エ

チレンの製造、カーバイド法アセチレンの使

用 

(4)電気炉を使用した粗鋼の製造 

(5)ドライアイスの使用、噴霧器の使用 

(6)廃棄物の焼却・製品の製造の用途への使用、

廃棄物燃料の使用 

メタン【令第６条第１項第３号】 一酸化二窒素【令第６条第１項第４号】 
・燃料を燃焼の用に供する施設 

・機器における燃料の使用 ※１ 

・電気炉における電気の使用 

・石炭の採掘 

・原油又は天然ガスの試掘・生

産 

・原油の精製 

・都市ガスの製造 

・カーボンブラック等化学製品

の製造 

・家畜の飼養 

・家畜の排泄物の管理 ※２ 

・稲作 

・農業廃棄物の焼却 

・廃棄物の埋立処分 

・工場廃水の処理 

・下水、屎尿等の処理 

・廃棄物の焼却若しくは製品の

製造の用途への使用、廃棄物燃

料の焼却 

・燃料を燃焼の用に供する施設 

・機器における燃料の使用 ※１ 

・原油又は天然ガスの試掘・生産 

・アジピン酸等化学製品の製造 

・麻酔薬の使用 

・家畜の排泄物の管理 ※２ 

・耕地における肥料の使用 

・耕地における農作物の残渣の肥料とし

ての使用 

・農業廃棄物の焼却 

・工場廃水の処理 

・下水、屎尿等の処理 

・廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用

途への使用、廃棄物燃料の焼却 

 

※１ 施設・機器の例としてはボイラやエンジンなどがある。 

※２ 牛・豚・鶏の排泄物の管理については 2010 年度から算定・報告の対象となる。 
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４ 東京都の地球温暖化・省エネルギー対策 

 

 東京都は、「2020（平成 31）年までに東京の温室効果ガス排出量を 2000（平成 12）年比で 25%削減する」

という目標を掲げ、先駆的対策に取り組んでいたが、エネルギー消費量が減少する一方で、都内に供給さ

れる電気の CO2 排出係数の悪化により CO2 排出量が増加している状況にあり、二酸化炭素排出量の推

移だけでは、事業者・都民の省エネ努力の効果がわかりづらい状況になっていた。 

 そこで、2015（平成 27）年 1 月 21 日、新たな目標を掲げ、新たな施策を推進することした。 

 

 

 

（１）東京都の新たな長期ビジョン 
今般策定した東京都長期ビジョンにおいては、エネルギーの大消費地の責務として、省エネの取組を

2020 年以降も継続し、より高めていくため、上記目標に加えて 2030 年を目標年次とする新たな省エネ

目標を設定した（平成 26 年 12 月）。  
①中小テナントビルの省エネ改修支援、カーボンレポートの普及促進  
②大規模事業所に対するキャップ＆トレード制度の実施  
③建築物環境計画書制度の再構築による省エネビルの普及促進  
④燃料電池車、電気自動車など次世代自動車の普及促進  
⑤交通・輸送における省エネルギー対策の推進  

 

また、都民や事業者の活動の指針となる、『賢い節電』の基本原則（３原則）と事業者向け『賢い節電』（７

か条）を掲げ、事業の展開を実施している。 

〇『賢い節電』の基本３原則 

①無駄を排除し、無理なく「長続きできる省エネ対策」を推進 

②ピークを見定め、必要なときにしっかり節電（ピークカット） 

③経済活動や都市のにぎわい・快適性を損なう取組は、原則的に実施しない 

〇事業者向け『賢い節電』（７か条） 

①５００ルクス以下を徹底し、無駄を排除、照明照度の見直しを定着化  

通年の取り組みが可能な対策として、2011 年夏に東京で実践された照明の間引き・照度の見直しを

定着化させる（執務室の机上は、５００ルクス以下（３００～５００ルクス程度）） 

②「実際の室温で２８℃」を目安に、それを上回らないよう上手に節電  

＜湿度管理も併せて行い快適性を確保＞  

執務室の室温管理のために次の取組を実践 
イ、実際の室温を確認、 ロ、サーキュレーター（扇風機）を活用し室内の空気をかき混ぜる、 ハ、ブラインドを上手に利用

（ブラインドの羽根は水平にし昼光利用と熱負荷軽減を同時実現）、 ニ、室内 CO2 濃度の適正管理で外気導入量を削減、

ホ、湿度管理も併せて行い、湿度が高い場合は室温を低めに管理 

③ＯＡ機器の省エネモード設定を徹底  

パソコンやプリンタの待機電力の削減や画面の輝度（ディスプレイなどの画面の明るさの度合い）の抑

制など、オフィス機器等での通年の取組が可能な省エネ対策を徹底 

④．電力の「見える化」で、効果を共有しながら、みんなで実践  

＜「デマンド監視装置」で最大使用電力を把握＞  
デマンド監視装置やビルエネルギー管理システムで使用電力と消費電力の大きな設備等を把握。対策効果を把握しながら、

事業主・ビルオーナー・テナント・顧客が一体となって、効果的な省エネルギー・ピークカットを実践 

⑤執務室等の環境に影響を与えず、機器の効率アップで省エネを  

エレベータ機械室・電気室の換気停止や温度設定の見直し（３０℃以上設定）、フィルターの定期的な

清掃などの保守管理の徹底など設備機器の効率的な運転を実施 

⑥エレベータの停止など効果が小さく負担が大きい取組は、原則的に実施しない  

オフィスや駅構内・ホーム等でのエレベータ／エスカレータの使用停止や、通勤時間帯の電車の空調

２８℃、作業場での空調２８℃、道路・歩道照明の夜間消灯、夜間操業や休日変更等への無理な転換、

猛暑日での過度な冷房使用の抑制など、労働環境の快適性等を過度に損なう取組は、日常での実

施を前提としない 

東京都の新たな省エネ目標 

２０３０年までに東京のエネルギー消費量を 30%削減（２０００年比）30%削減する。 
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⑦電力需給ひっ迫が予告された時に追加実施する取組を事前に計画化  

電力需給ひっ迫時には、そのひっ迫の程度に合わせて追加的に取り組む対策を、事前に計画してお

く （エレベータ／エスカレータの使用停止など） 
 

（２）総量削減義務と排出量取引制度 
東京都は、日本で初めての温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度を平成 22 (2010) 年４月から

運用開始し、約３年が経過し、これまでの制度運用で得られた知見のほか、対象事業者の皆様の協力を

得て実施した現地調査や制度説明会などの意見等を踏まえ、第２計画期間の削減義務率等の検討を進め

てきた。 
この制度は、大規模事業所(前年度の燃料、熱、電気の使用量が、 原油換算で年間 1,500 ｋＬ以上の

事業所)にCO2排出量の削減義務を課すものであり、オフィスビル等をも対象とする世界初の都市型キャッ

プ・アンド・トレード（国内排出権取引)制度である。 

東京都は、日本で初めての温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度を平成 22 (2010) 年４月から

運用開始し、約３年が経過し、これまでの制度運用で得られた知見のほか、対象事業者の皆様の協力を

得て実施した現地調査や制度説明会などの意見等を踏まえ、第２計画期間の削減義務率等の検討を進め

てきた。 
このたび、平成 25 年 3 月 1 日から 3 月 21 日までの間に実施したパブリックコメントの結果等も踏ま

え、以下のように、「温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第２計画期間の削減義務率等」を

決定し、２０１５年～２０１９年の間実施している。 
※制度の詳細は、東京都環境局ホームページを参照してください。http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 

 

2-3 フロン類の管理・処理 
 

１ フロン類の管理 
 

（１）オゾン層を破壊するフロン類 
フロンとはＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣなどフッ素と炭素からなる化合物の総称した日本における一般名称であ

り「フルオロカーボン（炭素とフッ素の化合物）」のことである。 

このうち、オゾン層を破壊するＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣについては後述のフロン回収・破壊法においてフロ

ン類として定義され、破壊・回収について規制が行われている。 
 

（２）国際的なフロン類排出の規制 
１９３０年代にアメリカで工業化されたＣＦＣは、冷媒としての性能に優れるとともに化学的に安定で人体

には無害だったため、当初は「夢の物質」と言われ使用が拡大していった。 

オゾン層とフロンの関係について、ＣＦＣが成層圏でオゾン層を破壊、紫外線が増加する可能性を示唆

する仮説（カリフォルニア大学のフランク・シャーウッド・ローランド氏及びマリオ・ホセ・モーリナ・エンリケス

氏）が１９７４年６月に発表された。その後、確実な証拠がなく規制まで進まなかったが、南極上空のオゾン

層の減少について１９８５年５月に発表（英国のジョセフ・ファーマン氏らのグループ）があり、その後の国際

的なフロン規制の実現につながった。 

 

※ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）とＨＣＦＣ

（ハイドロクロロフルオロカーボン）はオゾン

層破壊物質。 

※一般に「代替フロン」とはＨＦＣ（ハイドロフ

ルオロカーボン）を指し、塩素を持たないため

オゾン層を破壊することはない。 
（例） CFC-12 HCFC-22 HFC-134a 

 

▼オゾン層の破壊が引き起こす様々な影響 
①オゾン層の破壊は、広く全世界に及ぶ地球規模の環境問題であり、いったん生じるとその回復に長い時間を

要する。 

②オゾン層の破壊により、地上に到達する有害な紫外線（ＵＶ－Ｂ）が増加し、皮膚癌や白内障等の健康被害の

発生、生態系に影響をもたらす恐れがある。 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
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（３）フロン類回収・破壊（オゾン層保護と温暖化防止対策） 

オゾン層保護の国際的取組として１９８５年３月に「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が、１９８７年９

月に「モントリオール議定書」がそれぞれ採択された。日本は１９８８年に「特定物質の規制等によるオゾン

層の保護に関する法律（略称：オゾン層保護法）」を制定し、ＣＦＣ等の排出抑制と使用の合理化、代替物

質の開発、代替物質への転換等を進めていた。 

一方でフロンの温室効果係数は大きいが、オゾン層を破壊しない代替物質のＨＦＣも同様であり京都議

定書では対象物質となっている。従って、フロン類の規制はオゾン層保護だけでなく地球温暖化防止の観

点から回収・破壊を進める必要があり、これを定めた法が「フロン回収破壊法」である。 

モントリオール議定書対象物質 

（オゾン層破壊効果あり） 

ＣＦＣ、ハロン、他の完全にハロゲン化されたＣＦＣ、四塩化炭素 

1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム) 

ＨＣＦＣ、ＨＢＦＣ、臭化メチル、ブロモクロロメタン 

京都議定書対象物質 

（温室効果係数１以上） 
ＣＯ２、メタン、Ｎ２Ｏ、ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６ 

フロン破壊・回収法（改定前）対象物質 

（改定：フロン排出抑制法） 
ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣ 

 

（４）モントリオール議定書（「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の内容 
モントリオール議定書は 1987 年に採択され 1989 年に発効し、オゾン層破壊物質と言われる特定フロン

のCFCと指定フロンのHCFCの 2 種類の製造・販売を規制した。 

 ①特定フロンのCFCについては先進国で 1996 年、発展途上国で 2010年にそれぞれ、全廃と規定され、 

2010 年に世界で全廃された。 

 ②指定フロンのHCFCに関しては、先進国で 2020 年、発展途上国で 2030 年までに廃止することが規定 

された。 
 

２ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 
（略称：フロン排出抑制法） 旧：（フロン回収破壊法） 

        施行：平成13年6月23日法律第64号  最終改正：平成25年6月12日法律第39号） 

施行令：平成 18 年 11 月 27 日政令 363 号  施行規則：平成 27 年 3 月 31 日経産・環境省告示第 5 号 
 

フロン法は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、フロン類の大気中への排出抑制を目的と

した法律である。これまでのフロン法は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関

する法律（フロン回収破壊法）」という名の通り、特定機器の使用済フロン類の回収・破壊に関して規制して

いた。 

しかし、廃棄時冷媒回収率は３割程度で推移しており、経済産業省の調査によれば、冷凍空調機器の

使用時においては、平均的には機器に充填されている冷媒の相当量が漏洩している事も明らかになった。

さらに、温室効果ガス排出量インベントリ報告書によると、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、ＣＦＣ・

HCFCからHFCへの転換が進行しており、経済産業省の推計では、このまま推移すると、10年後には現在

の 2 倍以上となる見込みである事が判明した。HFC はオゾン層の破壊しにくい一方で、高い温室効果を持

つため、温室効果ガス排出量削減の観点からは、冷凍空調機器等からの HFC 排出削減が特に重要であ

るとされていた。 
 

（１）改正後のフロン排出抑制法 
従来の「フロン回収破壊法」は、フロン類の回収破壊を中心としたものであったが、改正された「フロン排

出抑制法」は、フロン類を使用する管理者（機器の使用者等）の、点検、漏えいの防止・修理の義務、漏え

い時の報告や業務用空調機器の設備施工・保守・メンテナンス（冷媒の充填・改修・破壊）等に対する届

出･登録・改修証明書の発行等の義務等の規制を強化した。 

①対象フロン（法第2条第1項） 

特定フロン（CFC）：クロロフルオロカーボン 

指定フロン（ＨCFC）：ハイドロクロロフルオロカーボン 

代替フロン（HFC）：ハイドロフルオロカーボン 
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②主な対象フロンの地球温暖化係数（ＧＷＰ）等一覧 

分  類 冷媒番号 地球温暖化係数 主 な 用 途 

特定フロン 

（ＣＦＣ） 

Ｒ１１ ４，７５０ ターボ冷凍機 

Ｒ１２ １０，９００ ターボ冷凍機、業務用除湿機 

Ｒ１３   １４，４００ 化学プラント、実験装置 

Ｒ１１３ ６，１３０  

Ｒ１１４ １０，０００ 輸送機器用空調機 

Ｒ１１５ ７，３７０  

Ｒ５００   ８，０８０ 輸送用冷凍機（トラック、鉄道、船舶用等） 

Ｒ５０２   ４，６６０ コンデンシングユニット等 

指定フロン 

（ＨＣＦＣ） 

Ｒ２２ １，８１０ パッケージエアコン（ビルマル含む）、ＧＨＰ、スポットクーラー、 

Ｒ１２３ ７７ ターボ冷凍機 

Ｒ１２４  ６０９  

代替フロン 

（ＨＦＣ） 

Ｒ２３ １４，８００ 化学プラント、実験装置、スクリュー冷凍機 

Ｒ３２  ６７５  

Ｒ１３４ａ １，４３０ 輸送用冷凍機（トラック、鉄道、船舶用等）,ターボ冷凍機 

Ｒ１４３ａ ４，４７０  

Ｒ１５２ａ １２４  

Ｒ２４５ｆａ   １，０３０ ターボ冷凍機 

Ｒ４０４Ａ ３，９２０ 
冷凍冷蔵ユニット、別置型ショーケース、製氷機、業務用冷蔵庫、自動

販売機、チリングユニット、輸送用冷凍機（トラック、鉄道、船舶用等） 

Ｒ４０７Ｃ １，７７０ 

パッケージエアコン（ビルマル含む）、ＧＨＰ、スポットクーラー、業務用除湿

機、冷凍冷蔵ユニット、別置型ショーケース、チリングユニット、輸送機器

用空調機 

Ｒ４０７Ｅ   １，５５０ スクリュー冷凍機、コンデンシングユニット等 

Ｒ４１０Ａ ２，０９０ 
パッケージエアコン（ビルマル含む）、業務用除湿機、チリングユニット、輸送

機器用空調機、コンデンシングユニット等 

Ｒ５０７Ａ ３，９９０  

資料：平成２８年３月２９日「フロン排出抑制法施行規則」経産省・環境省告示第２号、ＩＰＣＣ第４次レポート、等より作成 

 

③特定製品（法第2条第２，３項） 

特定製品は下表のとおり、第１種特定製品と第２種特定製品の２種類に分かれる。 

特
定
製
品 

第１種特定製品 

業務用空調機（一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器） 

例：店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、小型チラー室外機、タ

ーボ冷凍機、冷凍冷蔵ショーケース、ガスエンジンヒートポンプ(Ｇ

ＨＰ)、業務用冷凍冷蔵庫、輸送用冷凍ユニット 

冷蔵冷凍庫（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む） 

第２種特定製品 
自動車リサイクル法（使用済自動車再資源化法）で定める、特定エアコンデ

ィショナー※使用済自動車のエアコン 

※一般消費者が生活の用に供するエアコンや冷蔵庫は、家電リサイクル法の特定家庭用機器として指定されており、その廃棄

物である特定家庭用機器廃棄物は同法が規定により収集・運搬・再商品化が行われる。 
※第２種特定製品は、本法のほか自動車リサイクル法によりフロン類の回収・破壊を行う。（法第 88、89 条） 
 

（２）フロン排出抑制法での規制対象と役割 
①第一種特定製品の管理者（ユーザー） 
・第一種特定製品（業務用のエアコン及び冷蔵機器並びに冷凍機器）の管理者は、その製品を使用す

る際は，国の定める「判断の基準」に従い、フロン類の漏えい防止のために、機器の適切な設置、点検、

修繕などの迅速な措置を行う。(法第 5 条第１、2 項) 

・管理する第一種特定製品の点検は、本製品を所有する全ての管理者が行う「簡易点検」と一定規模

以上の出力を有する製品に対して行う「定期点検」がある。 

・「定期点検」を実施する際は、専門的な点検の方法について「十分な知見を有する者」が、点検を行う

か点検に立ち会うことが必要である。 

・1 年間に漏えいしたフロン類の量が二酸化炭素換算値で 1,000 トンを超えた場合、管理者に対し、フ

ロン類算定漏えい量を国に報告することが義務付けられる。 
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②第一種特定製品の管理者（ユーザー）に関する勧告等（法第 18 条 1 項関係） 
都道府県知事が第一種特定製品の管理者の管理第一種特定製品の使用等の状況が「判断の基準」

に照らして著しく不十分であると認めるときは勧告及び命令（命令は同条３項で規定）ができる。 

勧告等の対象となる第一種特定製品の管理者の要件について省令で定めることとしている。 

勧告の対象となる第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品の種類に応じて、下記の要件に該

当する機器を１台以上有する事業者とする。 
 

○勧告の対象要件と定期点検頻度等 

製品区分 具体例 対象機器 点検の頻度 使用している管理者

例 

エアコンディ

ショナー 

（空調機器） 

大型店舗用エアコン 

ビル用マルチエアコン 

ガスヒートポンプエアコン 

圧縮機の定格出力が

7.5ｋＷ以上50ｋＷ未満 

 

3年に1回以上 

食品スーパー 

各種工場 

事務所 

病院  その他 中央方式エアコン 50ｋＷ以上 1年に1回以上 

冷凍機器 

冷蔵機器 

別置型ショーケース 

冷凍冷蔵ユニット 

圧縮機の定格出力が

7.5ｋＷ以上 

1年に1回以上 食品スーパー・各種

工場冷凍冷蔵倉庫 
注：①対象機器は、一つの冷凍サイクルを構成する圧縮機の定格出力の合計で判断する。 

 ②電動機以外の他の動力源としてエンジンを用いて圧縮機を動作させる製品（例えば、ガスヒートポンプ）は「動力源となっているエンジン

の出力」と読み替える。 

 

③第一種特定製品の整備者 

・第一種特定製品の整備時にフロン類を充填する際は、第一種フロン類充填回収業者に委託しなけ

ればならない。 

・第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充填する場合は、充填回収業者として都道府県知事か

ら登録を受けなければならない。(法第２７条) 

・第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託する場合は、管理者の氏名など法律で定め

られた事項を充填回収業者に通知しなければならない。 

 

④第一種フロン類の充填回収業者 

これまでの「フロン類回収業者」が「フロン類充填回収業者」に改められ、これまでの回収に加え、第一

種特定製品の整備時にフロン類の充填を行うためには、都道府県知事の登録（法第２７条）が必要になる。 

 ・第一種特定製品の整備にあたっては、国の定める「充填の基準」及び「回収の基準」に従い、フロン

類の充填・回収行為を行う度、充填・回収証明書を管理者に対して交付する。 
（充填証明書：法第３７条第４項、回収証明書：法第３９条第６項） 

 ・充填したフロン類の量を記録するとともに、関係者に閲覧可能にし、毎年度フロン類の充填量につい

て、都道府県知事へ報告する。（法第４７条１～３項） 

⑤第一種フロン類再生業者 

第一種フロン類再生・破壊を業として行う者は、主務大臣の許可（再生業：法第５０条が必要となる。許可を

受けた第一種フロン再生・破壊業者は、フロン類の再生時には基準に従い作業を行い、再生・破壊証明

書を第一種フロン類充填回収業者等に交付し、再生・破壊したフロン類の記録が必要である。（再生証明

書：法第５９条） 

 

⑥フロン類破壊業者（第 2 種特定製品を含む） 

フロン類再生・破壊を業として行う者は、主務大臣の許可（破壊業：法第６３条）が必要となる。許可を受けた

フロン再生・破壊業者は、フロン類の再生時には基準に従い作業を行い、再生・破壊証明書をフロン類

充填回収業者等に交付し、再生・破壊したフロン類の記録が必要である。（破壊証明書：法第７０条） 

 

 

 

 

フロン漏洩量の報告 

・報告は法人・個人を報告単位として保有機器の合計でが、１，０００（CO2-ｔ）を超える場合 

・算定方法：漏洩量(CO2-t）＝∑（冷媒番号の区分ごとの充填量㎏－整備時の回収量㎏）×GWP 
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（３）行程管理制度（回収依頼者、委託確認書、引取証明書等） 

 

（４）その他の遵守事項 
①フロン類の放出禁止（法第 86 条） 

 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充填されているフロン類を大気中に放出してはならない。 

②フロン類の放出の禁止等の表示（法第 87 条） 

特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡され

ているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を

表示しなければならない。 

・当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。 

・当該特定製品を廃棄する場合（当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特

定製品の廃棄等を行う場合、当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては当該第二種特定

製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合）には、当該フロン類の回収が必要で

あること。等 
 

【参考資料①】フロン法の概要                               

資料：環境省ホームページ 

 

 

第１種フロン関係者 依頼書等の交付 受諾・実績報告 

管理者（ユーザー） 
整備依頼書、解体依頼書（書

面で依頼） 
依頼書（機器の設置との有無） 

解体工事元請事業者 

整備事業者 

事前確認書 

委託確認書 

機器の設置等有無の確認し管理者に説明 

充填・回収を行う場合、知事への登録確認が必要 

充填回収業者 
整備事業者等から委託確認

書・回収依頼書を受領 

充填証明書を管理者・充填依頼事業者へ回付 

回収証明書を管理者・回収依頼事業者へ回付 

再生事業者 
充填回収事業者等から委託

確認書・回収依頼書を受領 

再生証明書を依頼者へ回付 

（整備事業者・廃棄事業者へ回付、記録の関係者

へ公表可とする） 

破壊事業者 
（第 2 種特定製品を含む） 

充填回収事業者・再生事業

者等から破壊依頼 

破壊証明書を依頼者へ回付 

（関係者に記録の公表可とする） 
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【参考資料②】 簡易点検・定期点検の内容                  資料：東京都「改正フロン法」による 

 

 
 

【参考資料③】 点検表の事例 
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