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事業名 

 

令和元年度化学物質安全対策（途上国におけるオゾン層破壊物質等の転換プロジェクト推進及び特定物質

等の破壊についての状況調査等事業） 

 

背景・目的 

 

２００７年９月に開催された第１９回モントリオール議定書締約国会合（MOP）において、オゾン層破壊物質

（ODS）である途上国（５条国）における削減前倒しが合意された。現在多くの途上国では２０１６年以降の目標

（第二段階の目標：２０２０年までに３５％削減）を遵守するため、ＨＣＦＣ（特定フロン）の各国内使用状況を考

慮しつつ代替技術等によるオゾン層破壊物質（ODS）の削減対策を実施している。また、２０１９年から温室効

果ガスであるＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン：代替フロン）が新たに規制対象に追加され、我が国を含む先進

国（非５条国）では削減が開始されている。しかし、途上国においては、ＨＣＦＣからの代替を進めるとともにＨＦ

Ｃからの代替物質が発見されていない現状において、削減スケジュールを検討しなければならない状況にあ

る。 

このような背景の下、本年度の調査事業では、我が国を含めた先進国が途上国の削減を支援するために設

立されたモントリオール議定書多国間基金（MLF）が負担する事業として案件形成された我が国企業等が有す

る技術を活用した途上国におけるオゾン層破壊物質（ODS）の削減及び温室効果の低い代替物質への転換

のための途上国支援プロジェクトの実施支援のため、また、今後の事業の案件形成のための可能性調査を実

施し、国際協力に貢献する。 

また、２０１８年１０月の第３０回モントリオール議定書締約国会合（MOP）において、ＨＦＣの破壊技術が合意

されたが、これは認定された破壊技術によって破壊されたことが確認されたＨＦＣの量と同等のＨＦＣの再生産

が認められるものであり、削減スケジュールが進むにつれてスケジュールの遵守が厳しくなると予想されている

ＨＦＣについて、我が国の消費を抑制しつつ冷媒等の不足をもたらさないために必須の制度となる。このため、

我が国の破壊・再生産の制度を構築するためにも諸外国の破壊認定制度について調査を行う。 

併せて、現在のモントリオール議定書関連の会合のおける議論動向について調査を行い、国際的な議論の

動向を検証することにより我が国制度への反映を図るとともに、我が国企業の海外における企業活動に影響を

与える議論動向を集約し、今後の国際交渉における基礎的な検討材料を得る。 

 

委託事業の履行期間 

 

令和元年 6 月 26 日から令和 2 年 3 月 23 日まで。 

 

委託事業の内容 

 

1. 途上国協力関連 

(1) 途上国における段階的削減目標達成のためのモントリオール議定書に基づく多数国間基金（ＭＬＦ）による

プロジェクトとして、ベトナムにおける冷媒転換支援の実施が決定されている。本事業は我が国が二国間協
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力として実施するものであり、世界銀行を協力機関として、日本側は日本冷媒環境保全機構（ＪＲＥＣＯ）が

受託機関となり、ベトナム側は資源環境省（ＭＯＮＲＥ）が受益機関として事業を行うことが決定している。現

在、事業実施項目について世界銀行、ＭＯＮＲＥ・越国企業、ＪＲＥＣＯとの間での調整が行われており、経

済産業省オゾン層保護等推進室の指示を受けてこの調整を実施する。また、ＭＬＦ事業に関連し、かつＭ

ＬＦの業務範囲外の政策的支援を越国から要請された場合には、世界銀行とＭＯＮＲＥ、ＪＲＥＣＯとの間の

調整を行い、経済産業省オゾン層保護等推進室の指示を受けて、専門家の派遣により支援を実施する。 

(2) その他の多数国間基金（ＭＬＦ）対象国（モントリオール議定書第５条対象国）を対象に、政府関係者及び

内外の関係事業者等と、途上国の現行のＨＣＦＣ削減計画を踏まえたＨＦＣ段階的削減計画に関する意見

交換・情報収集を行うと共に、我が国企業等による研修の実施等の具体的ニーズを聴取しその内容、スケ

ジュール等に関する意見交換を行うなど、プロジェクト化の可能性に関する事前検討を実施する。 

 

2. 破壊認定制度関連調査 

米国及びＥＵにおける破壊認定制度の運用・実施の状況について調査を行い、その結果を報告する。 

 

3. モントリオール議定書関連 

上記の調査を実施するため、「オゾン層の保護に関するウィーン条約」「モントリオール議定書」に関連する下

記会合等に出席し、議論方向についての調査を行い、各国意見及び議論動向について取りまとめ、調査報告

として提出すること。ただし経済産業省関連部分についてのみ調査する。 

なお、締約国会合（MOP）における議決事項を集成した「モントリオール議定書ハンドブック」の新規記載部

分について翻訳する。 

 

委託事業の方法 

 

1. 委託事業 1.(1)に係る調査 

ベトナムの政府関係者、現地事業者協会等を訪問し、現地での事業実施体制の担当者に接触し、事業実

施状況について逐次把握し、相手国とのＥ－ｍａｉｌ等を通じたコミュニケーションを確立し、多数国間基金

（MLF）での事業実施に必要な条件等について、我が国政府機関の代理として相手国との間を調整し、事業

実施機関が多数国間基金（MLF）による事業実施が可能になるようサポートを実施する。 

 

2. 委託事業 1.(2)に係る調査 

インドネシア・マレーシア国の政府関係者、現地事業者協会等を訪問し、現地での事業実施体制の担当者

に接触し、事業実施状況について逐次把握し、相手国とのＥ－ｍａｉｌ等を通じたミュニケーションを確立し、多

数国間基金（MLF）による事業実施について相手国の関心事項を聴取し、我が国政府機関の代理として相手

国との間を調整し、事業実施機関が多数国間基金（MLF）による事業実施の申請が可能になるようサポートを

実施する。 

 

3. 委託事業 2.に係る調査 

米国・EU における調査は、破壊認定制度については確立していない可能性もあるので、ネット・文献調査に

よって現在の状況を確認の上、経済産業省化学物質管理課オゾン層保護等推進室に１１月までに中間報告

を報告した上で、現地調査の必要性について指示を受ける。 
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4. 委託事業 3.に係る調査 

各会合に最低１名を出席させ、状況について調査を実施する他、ウェブサイトからの情報収集、文献調査、

各種過去データ・公開情報の整理・分析、その他適切な方法により情報収集を行い、現状についての調査を

行う。 

また、必要に応じ、多数国間基金（MLF）の実施機関等が主催するネットワーク会合、ワークショップ等へ出

張し、我が国の規制、技術等の情報発信をしつつ、その場で直接参加途上国オゾン担当者と関心分野での

ニーズについて聴取する他、電話やメール等による関係者（現地行政機関、国際連合等の国際機関及び業

界団体等関係者）に対するヒアリング調査及び文献調査を行う。 

  



 

4 

委託事業の結果 

 

1. 途上国（５条国）協力関連 

(1)ベトナムにおける家庭用エアコンの冷媒転換プロジェクトの調整、支援の実施 

本調査は、昨年度に引き続き、ベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）で実施が予定されている、家庭用

エアコンの製造に係る HCFC-22 冷媒から HFC-32 冷媒への代替プロジェクトについて調整、支援を行った。 

 

①TOR（Terms of Reference：業務指示書）素案の構成と概要 

昨年度に引き続き、TOR の調整が進められた。 

TOR は、日本から 2017 年 2 月に提出された版を基本として、2017 年 10 月、プロジェクト実施機関である世

界銀行によりドラフティングされ、当該ドラフトに対して、日本側から 2017 年 12 月と 2018 年 1 月にコメントが付

され、本年度はこれに基づき、世界銀行との調整が進められた。 

 

図表 1 本年度調査開始時の TOR 原案の構成と概要 

タイトル： 

Vietnam Stage II HCFC Phaseout Project Stage II (P152232) 

Technical Assistance on HFC-32 Technology in Air-conditioning Manufacturing 

Terms of Reference for Consultant Services 

A. 背景 

B. エアコンセクターにおける HPMP ステージ II の概要 

C. Scope of Work（概要） 

 コンサルタントは、3 つの企業に対して HCFC-22 から HFC-32 の転換に関する技術アセスメント（TA）

を提供する責務を負う。 

 コンサルティング会社は、エアコンの設置、サービス手順の開発及び指導に係るワークショップを開催

する責務を負う。 

 TOR の目的は、個々の企業が HFC-32 への転換を成功させることにあり、コンサルティング会社は技

術提供者であり、指導者にならなくてはならない。 

 ただし、コンサルティング会社は、事故や低品質な新製品の発生等に関する責任は負わない。 

 実施内容は、5 つのタスクに分かれ、「安全性及び性能に係る方針、規制、テスト用施設の変更に係る

推奨策定のための TA の実施」、「転換される予定の生産施設における安全性、HFC-32 エアコン工場

の訪問」、「設置、運転、サービスに係るグッドプラクティスに基づく TA 及びトレーニング」、「転換終了

後の個別工場の訪問」、「最終会合におけるフォローアップ、質問への回答」とされている。 

D. 関係主体の調整（概要） 

 ベトナム政府 MONRE が、3 社の企業のコーディネーションの促進を支援し、コンサルタントは、TOR に

基づく内容を実施する。 

E. 言語 

 英語とする。 

F. 期間 

 （当初想定から開始が遅れており、未調整） 
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G. 最低限有するべき資格要件（概要） 

 コンサルタントは、HFC-32 について国際的に通じる専門家であり、チームのリーダーには 20 年以上

の実務経験、製造部門の専門家には 10 年以上の実務経験、環境・健康・安全部門の専門家には、

化学分野における少なくとも学士、もしくは 10 年以上の実務経験が必要とされる。 

 コンサルティングチームは、少なくとも 1 名、ベトナム語で流ちょうに読み書き、会話できる人材を含ま

なければならない。 

出典 TOR 原案から NRI 作成 

 

②予算の確認 

まず、上記 TOR に対する予算の確認が行われた。予算の根拠となった資料は以下の通り。 

 

図表 2 予算の確認 
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出典 経済産業省資料 

 

予算は、モントリオール議定書第 76 回締約国会合（MOP）にて認定されたものであり、上記に見られる通り、

予算は大きく「Technical Assistance for Safety and Performance Policy: 経済産業省資料によると、A2L(微燃

性冷媒)に関する法整備に関する支援(安全性・性能基準等)」、「Technical Assistance for Plant Safety: 工場

の安全性に関する技術支援」、「Technical Assistance for Good Practice in Installation and Operation: 設置・

運用に関する技術支援」の 3 つに分かれて計上され、合計が US$233,630 とされている。 

上記を踏まえ、モントリオール議定書第 81 回締約国会合（MOP）において次のようにまとめられている。 

 

図表 3 費用の内訳 

At the 76th meeting, the Executive Committee approved in principle, Stage II of the HCFC phase-out 

management plan (HPMP) for Viet Nam for the period 2016 to 2022 to reduce HCFC consumption by 35 

per cent of its baseline, in the amount of US $15,683,990 (US $14,411,204, plus agency support costs of 

US $1,008,784 for the World Bank, and US $233,630, plus agency support costs of US $30,372 for the 

Government of Japan). 

出典 The EXECUTIVE COMMITTEE OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

MONTREAL PROTOCOL,  Eighty-first Meeting, Montreal, 18-22 June 2018 

 

上記を図示すると次となる。 

つまり、プロジェクトコストの合計が US$233,630、でサポートコスト(実施機関等の費用)としてプロジェクトコスト

の 13%に相当する US$30,372 が計上されている。 

但し、プロジェクトコストの 7%を世界銀行が使用するとされており、日本側の予算の合計は US$247,648 であ

ることが確認された。 
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図表 4 日本側の予算 

 

出典 The EXECUTIVE COMMITTEE OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

MONTREAL PROTOCOL,  Eighty-first Meeting, Montreal, 18-22 June 2018 から NRI 作成 

 

③見積もられた予算の項目と事業の範囲に関する意見交換 

モントリオール議定書第 76 回締約国会合（MOP）にて認定された予算の項目は 3 つであり、以下の点が日

本側から世界銀行に伝えられた。 

 

論点(1) TOR の 4 つ目と 5 つ目の項目である「転換終了後の個別工場の訪問」、「最終会合におけるフォロ

ーアップ、質問への回答」について締約国会合で認定された見積もりに入っていない。 

 

上記について、実施機関である世界銀行と日本政府、JRECO の間で協議が行われた。 

 

世界銀行は今回のプロジェクトで主導的実施機関（Lead IA)）なっているが、Lead IA に対して、「UPDATED 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF VIET NAM AND THE EXECUTIVE COMMITTEE OF 

THE MULTILATERAL FUND FOR THE REDUCTION IN CONSUMPTION OF 

HYDROCHLOROFLUOROCARBONS」において以下の役割が規定されている。 

 

図表 5 Lead IA に求められている責務 

The Lead IA will be responsible for a range of activities including: 

(a) Ensuring performance and financial verification in accordance with this Agreement and with its specific 

internal procedures and requirements as set out in the Country’s phase-out plan; 

(b) Assisting the Country in preparation of the Tranche Implementation Plans and subsequent reports as 

per Appendix 4-A; 

(c) Providing verification to the Executive Committee that the Targets have been met and associated annual 

activities have been completed as indicated in the Tranche Implementation Plan consistent with Appendix 

4-A; 

(d) Ensuring that the experiences and progress is reflected in updates of the overall Plan and in future 

Tranche Implementation Plans consistent with sub-paragraphs 1(c) and 1(d) of Appendix 4-A; 

(e) Fulfilling the reporting requirements for the tranches and the overall Plan as specified in Appendix 4-A 

as well as project completion reports for submission to the Executive Committee; 

(f) Ensuring that appropriate independent technical experts carry out the technical reviews; 

(g) Carrying out required supervision missions; 

US $15,683,990 =  $14,411,204 + $1,008,784 + $233,630 + $30,372
①=②+③+④+⑤ ② ③=②×7% ④ ⑤=④×13%

agency support costs for 
the World Bank

agency support costs for 
the Government of Japan

⑥=④×7%
$16,354

⑦=④×6%
$14,018

Budget for JPN
⑧=④+⑦
$247,648
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(h) Ensuring the presence of an operating mechanism to allow effective, transparent implementation of the 

Tranche Implementation Plan and accurate data reporting; 

(i) In case of reductions in funding for failure to comply in accordance with paragraph 10 of the Agreement, 

to determine, in consultation with the Country, the allocation of the reductions to the different budget 

items; 

(j) Ensuring that disbursements made to the Country are based on the use of the indicators; and 

(k) Providing assistance with policy, management and technical support when required. 

出典 HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS AND HCFC PRODUCTION PHASE-OUT MANAGEMENT 

PLANS (As at May 2019)/ The Multilateral Fund Secretariat 

 

上記責務で特に(a)に示されている通り、Lead IA としての世界銀行は、プロジェクトの目的を確実に達成する

ことが求められており、そのため、指導の成果を確認する、TOR の 4 つ目と 5 つ目の項目である「転換終了後

の個別工場の訪問」、「最終会合におけるフォローアップ、質問への回答」の実施は不可欠であると主張した。 

 

日本側として、まず「転換終了後の個別工場の訪問」について、実施の時期が見通せず、仮に 3 つの工場の

転換終了の時期がずれた場合、3 回に分けて訪問しなければならず、そのために拘束される時間と予算が嵩

む可能性があり、日本側のリスクとなりえる点が指摘された。 

 

また、原案では工場全体を視察することとされていたが、今回のプロジェクトはあくまで HFC-32 冷媒への転

換部分のみであり、それ以外のエアコン製造に係る責務は負わないことから、HFC-32 冷媒の供給ラインなど

に限定した視察とすることが提案された。 

「最終会合におけるフォローアップ、質問への回答」に対して、日本側としては、「転換終了後の個別工場の

訪問」において、個別工場ごとで、十分、質疑応答が行われる点を指摘し、「転換終了後の個別工場の訪問」

の削除を提案した。 

 

日本側提案について、世界銀行と協議が進められ、指導事項が確実に実施され、目的が達成されたことを

確認することの必要性については日本側が理解を示し、3 つの工場を別々に訪問しなければならない点を考

慮した TOR や見積もりとする、という対応を図ることとし、一方で、HFC-32 冷媒の供給ラインのみに視察の範

囲を限定するは世界銀行が理解を示したことで、TOR の 4 つ目の「転換終了後の個別工場の訪問」について

は残すこととされた。 

「最終会合におけるフォローアップ、質問への回答」については、世界銀行が必要性の是非について日本側

の提案に理解を示し、削除することとされた。 

 

上記議論を進めながら、日本側から、Lead IA の責務の内、「(i) In case of reductions in funding for failure to 

comply in accordance with paragraph 10 of the Agreement, to determine, in consultation with the Country, 

the allocation of the reductions to the different budget items;」について、日本側への影響について世界銀行

への確認が行われた。 
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論点(2) Lead IA の責務の内、「(i) In case of reductions in funding for failure to comply in accordance with 

paragraph 10 of the Agreement, to determine, in consultation with the Country, the allocation of 

the reductions to the different budget items;」に係る日本側への影響。 

なお、上記に係る具体のペナルティの内容は以下の通り。 

 

図表 6 具体のペナルティの内容 

In accordance with paragraph 10 of the Agreement, the amount of funding provided may be reduced by US 

$139 per ODP kg of consumption beyond the level defined in row 1.2 of Appendix 2-A for each year in which 

the target specified in row 1.2 of Appendix 2-A has not been met. 

出典 HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS AND HCFC PRODUCTION PHASE-OUT MANAGEMENT 

PLANS (As at May 2019)/ The Multilateral Fund Secretariat 

 

つまり、目的を達成できなかった場合、削減が達成されなかった ODPkg あたり US$139 が減額される、という

ものである。 

上記については、世界銀行から、あくまで Lead IA に課された責務であり、この条項が直接、日本の機関に

及ばないことが、対話の中で確認された。 

 

④経済産業省の参加 

TOR の一つ目と二つ目の「安全性及び性能に係る方針、規制、テスト用施設の変更に係る推奨策定のため

の TA の実施」、「転換される予定の生産施設における安全性、HFC-32 エアコン工場の訪問」について、原案

では、政策立案者や視察を行う機関の関係者への指導の実施についても、Consultant(本事業の場合、

JRECO)が担うこととされていたが、責任分担を明確にする、という目的から、同指導については、経済産業省

が担うことを明確に TOR に示すことが日本側から世界銀行に提案され、世界銀行より了承された。 

 

⑤予算に含めない項目の明確化 

原案では、3 つの工場の関係者の、指導に係るベトナム国内での移動に関する費用には言及がなされてな

いが、プロジェクト予算に含めないことを明示する条項を入れることが日本側から世界銀行に提案され、世界

銀行より了承された。 

 

⑥見積もりの作成 

上記手順により、TOR の見直しに係る意見交換が進められ、見直し案に基づき、プロジェクト実施に係る費

用見積もりが日本側により実施された。 

見積もりについては、活動別実施主体毎（コンサルタント、指導者派遣事業体、経済産業省）に作成され、単

価はプロジェクトが締約国会合で認定された際に日本国から提出された時に使用された単価をそのまま使用

した。 

見積もりは、活動毎に単価、必要日数、必要人数を乗じることで計算され、直接的に必要となる費用（移動に

要する費用など）が別途、計上された。 

上記の取り組みが 2019 年 10 月まで実施され、日本側が世界銀行と作成した TOR 及び見積もりとしてベト

ナム政府に提案された。 
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⑦世界銀行との個別協議 

2019 年 10 月の調整国間会合（IACM）の場において、世界銀行から現況に係る説明を受けた。 

 

a. TOR の進捗状況及び今後の流れについて 

 TOR は技術的な側面から別の担当者（タイプロジェクトの担当者）がレビューすることになる。支援対象企

業が 3 社から 2 社に変更になったため TOR の内容が多少変更になる可能性がある。また、これに伴いプ

ロジェクト予算は減額される可能性がある。 

 10 月 15 日に世界銀行とベトナム政府との間で電話会合を開催し、進捗を確認する。ベトナム政府側の担

当者が変更になったこともあり、ベトナム側の進捗は芳しくない。 

 11 月に世界銀行が雇用しているコンサルタントをベトナムに派遣し、現地工場における HFC の消費量を

測定する。同じ担当者がベトナム側のプロジェクトの準備を支援する。11 月の MOP 閉会後、日本側の経

済産業省及びコンサルタント（JRECO）の来越も提案されており、参加者調整が必要となる。 

 日本側より 2020 年中のプロジェクト完了見込みを確認、2019 年の内にベトナム側企業とサインする予定

であり、来年早々にプロジェクトをスタートさせるスケジュールで進めて行く予定との回答を受けた。 

 日本側で契約主体となる JRECO への支払いのタイミングについては、技術チームによる TOR レビューに

プロキュアメント・プランが含まれるため、雇用・支払いのタイミングについてもそこで言及はされるが、具体

的な支払いタイミングは、PMU と話してから決定される予定。。 

 

b. 第二トランシュについて 

 第二トランシュの申請を第 84 回 ExCom にて提出する必要がある。 

 

c. その他 

 他のプロジェクトの実施の可能性について、いくつかの南アジアの国と HFC 転換について相談している

段階にある。また、HFC-32 を使った大型機器の冷蔵機器が注目されており、この分野で日本の経験が

役立つのではないか、との指摘があった。具体的にはマレーシアやインドネシアといった国が言及された。 

 モントリオール議定書の範囲は超えるが、モントリオール議定書の枠組みを利用し、気候変動やエネルギ

ー効率の観点を絡めたプロジェクトの可能性についても言及された。ただし、これは空調分野のみならず、

流通やビルなどの構造物を含み、規模が大きなものとなり、ODA などの予算も含めた、複雑な財務オペ

レーションが必要になるため、ハイレベルでの議論が必要とされる分野となる。 

 今後、ギガリ改正による低 GWP 化への対応とエネルギー効率の課題は並行して進むものと考えられてい

る。 
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⑧ベトナム政府との協議 

2020 年 2 月 24 日、ベトナム（ハノイ）にて、日本政府、ベトナム政府、世界銀行の間で HPMP 第２ステージに

おいて、日本による二国間支援の下に進められる空調サービス部門での効果的な R-32 技術への転換支援

PJ について、本事業実施内容と両国の分担範囲に関する認識の共有のため、関係者会合が開催された。 

 

日 時 2020 年 2 月 24 日（月）11:00-12:00 

場 所 ベトナム環境省会議室 

出席者（敬称略） （１）世界銀行 

・East Asia and Pacific Environment & Natural Recourses 所属担当者 

・World Bank Group Singapore 所属担当者 

（２）ベトナム環境省 

・Department of Meteorology, Hydrology and Climate Change (DMHCC), Ministry 

of Natural Resources and Environment (MONRE)所属担当者 

・その他ベトナム環境省関係者 

（３）経済産業省 

・下京田 孝 経済産業省 製造産業局 オゾン層保護等推進室 課長補佐 

議 題 ベトナムのエアコン部門への HFC-32 冷媒への代替に係る TA 支援 PJ について 

 

関係者会合では、日本側が世界銀行と作成した TOR 及び見積もりについてあらためて説明の上、意見交換

が実施された。 

結果の概要は次の通り。 

 ベトナム環境省は，Nagakawa 社とTOR・見積書に係る最終調整を早急に実施し，本年3月を目途に

TOR・見積書を修正の上，世界銀行，日本側（経産省）に再提示する。また，本プロジェクト契約請負のた

めの入札日を設定し，世界銀行，日本側（経産省）に伝達する。 

 （新型コロナウィルスの感染拡大の影響が収まっていくことを前提に，）本PJに係る契約調印式を本PJの

本年6月目途の実施開始を前提に，世界銀行，ベトナム環境省，及び，日本側（経産省・JRECO・ダイキ

ン）と日程調整を行うこととする。なお，同時期の世界銀行主催の関連ワークショップの開催と併せて開催

することも一案にて，具体的な日程等については，関係者間で調整することとする。 

 TOR について、これまで、ベトナム側の参加企業は 3 社とされてきたが、最終的な調整により 1 社にな

ることがベトナム側から説明された。また、TOR では、英語にて指導が実施されることとされていたが、

ベトナム語での指導が求められ、作成される資料は英語版に加え、ベトナム語版を作成すること、ベト

ナム語の通訳を用意することが求められた。 

 また、プロジェクトの最後に、ベトナム政府が実施する、HFC-32 冷媒の取り扱いに関する指導者向け

ワークショップへの日本側指導者の参加が求められた。 

 今後、上記対応を図った場合の見積もりの再修正と、TORの修正に係関係者との調整が進められることと

なった。  
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(2)MLF を活用した新たなプロジェクト組成に係る調査 

①HPMP でのプロジェクト組成に係る考え方 

モントリオール議定書第 84 回執行委員会（ExCom）で公表された「CONSOLIDATED BUSINESS PLAN OF 

THE MULTILATERAL FUND FOR 2020–2022」によると、2020 年から 2022 年までに途上国（５条国）で実施

される HCFC の削減プロジェクトは見積もり総額 4 億 4,786 万米ドルで、2020 年 1 億 7,068 万米ドル、2021 年

1 億 4,081 万ドル、2022 年 1 億 3,635 万米ドルと減少する。 

上記 HCFC 削減プロジェクトで 7 割程度を占める、既に、認証され進められているプロジェクトの費用につい

ても、2020 年の 1 億 2,743 万米ドルから 2022 年 9,554 米ドルと減少する。 

その他の費目として例えば、HCFC-22 の生産時に副生成される中国における HFC-23 の破壊処理に関す

るプロジェクト単体(以下の表中、HCFC production –Stage II、2022 年の予算が 25,677 千米ドルの一部、Stage 

I はインドにおけるプロジェクト単体)や、認証され進められていく HPMP Stage II に関するプロジェクトに要する

費用（以下の表中、HPMP Stage II、2022 年の予算が 7,316 千米ドル）などがある。 

 

図表 7 HCFC 削減計画の推進に当たり 2020 年から 2022 年に提案された予算の合計（単位：千ドル） 

 

出典 CONSOLIDATED BUSINESS PLAN OF THE MULTILATERAL FUND FOR 2020–2022/ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26_20 November 2019 

 

上記のほか、HPMP Stage I は、シリアにおけるプロジェクト、HPMP Stage II のプロジェクトの半数(2020 年か

ら 2022 年の合計で 1,527 万米ドル)は低消費国（low-volume-consuming (LVC) countries）におけるプロジェク

ト、HPMP Stage III は、アルメニア、チリ、ドミニカ共和国、レバノン、メキシコ、ナイジェリア、パナマ、フィリピン、

モルディブ共和国、スーダン、ウルグアイ、以上 11 か国を対象に費用が積算されているが、これらは Stage II

の進捗を見てから、実際に Stage III を設けるかが検討される。 

上記を踏まえ、HCFC の削減プロジェクトについては、既に内容や主体が決められており、この分野における

新たなプロジェクト組成の機会は無いものと考えられる。 

 

一方で、HFC の削減プロジェクトの形成に向けた動きが開始されている。 
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2020 年から 2022 年の HFC 削減に係るプロジェクトの動きとして、中国における押出発泡ポリスチレンの製

造に伴う投資プロジェクト（単体）、50 か国における HFC のフェーズダウンのための国別状況把握等のための

準備プロジェクト（キガリ改正批准を含む）、7 か国における HFC の削減計画策定に係るプロジェクトが進めら

れている。 

HFC の削減計画策定に係るプロジェクトについては、既にキガリ改正に批准しているコスタリカ、キューバ、

ガーナ、グラナダ、ナイジェリア、パナマ、ベトナムが対象とされている。 

 

図表 8 HFC の削減の推進に当たり 2020 年から 2022 年に提案された予算の合計（単位：千ドル） 

 

出典 CONSOLIDATED BUSINESS PLAN OF THE MULTILATERAL FUND FOR 2020–2022/ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26_20 November 2019 

 

「CONSOLIDATED BUSINESS PLAN OF THE MULTILATERAL FUND FOR 2020–2022」で示された、提

案されているプロジェクトの数は 89 件で、実施機関別に見ると、UNEP が最多の 41 件となっている。 

 

図表 9 HFC 削減に係る実施機関別のプロジェクト提案件数 

実施機関 プロジェクトの内容 件数 

UNEP 

HFC Phase Down National Implementation Plans (preparation) 37 

Enabling activities 4 

UNDP 

PRP for HFC phase-down plan 20 

HFC phase-down plan 7 

Enabling activities 1 

UNIDO 

XPS manufacturing sector 1 

不明 13 

Germany HFC Phase-down Management Plan PRP 3 

出典 CONSOLIDATED BUSINESS PLAN OF THE MULTILATERAL FUND FOR 2020–2022/ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26_20 November 2019 から NRI 作成 

 

上記の内、本調査が対象とする ASEAN 地域が対象となっているものは 7 件であり、実施機関別では UNDP

が 3 件、IBRD が 3 件、UNEP が 1 件となっている。 
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図表 10 ASEAN 地域における HFC 関連プロジェクト 

対象国 実施機関 プロジェクトの内容 

Indonesia UNDP PRP for HFC phase-down plan 

Lao People's Democratic Republic UNEP HFC Phase Down National Implementation Plans (preparation) 

Malaysia IBRD 
Project preparation for HFC Phase-down Management Plan 

(HPDMP) 

Thailand IBRD 
Project preparation for HFC Phase-down Management Plan 

(HPDMP) 

Viet Nam UNDP HFC phase-down plan 

Viet Nam IBRD 
Project preparation for HFC Phase-down Management Plan 

(HPDMP) 

Viet Nam UNDP PRP for HFC phase-down plan 

出典 CONSOLIDATED BUSINESS PLAN OF THE MULTILATERAL FUND FOR 2020–2022/ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26_20 November 2019 から NRI 作成 

 

このような整理から、プロジェクト組成に関する対象を次のように整理した。 

 

図表 11  MLF を活用した新たなプロジェクト組成に係る考え方 

 
 

HCFC 削減プロジェクト 

(HPMP に基づくプロジェクト) 

HFC 削減プロジェクト※ 

(“呼称未定”) 

組成を目
指すプロ
ジェクト 

二国間で日本が独自に実施す
るプロジェクト 

• 対象各国で HPMP が策定
済みで、削減すべき基準
量に対するプロジェクトが
2015 年頃から実施機関に
より進められていることか
ら、新たなプロジェクトが対
象とする削減量は無い=プ
ロジェクト組成の機会は無
いと考えられる。 

• 実施機関とは別に、対
象国を明らかとして、個
別に初期調査を実施す
ることが考えられる。 

MLF を活用して実施機関(IAs：
UNDP/UNIDO/UNEP/世銀)に
実施して頂くプロジェクト 

• 現在、HFC 削減計画
(呼称未定)策定に向け
た初期調査が IAs で進
められており、プロジェ
クト組成に向け、状況を
把握し、的確なインプッ
トが必要と考えられる。 

 

 

 

出典 NRI 作成 

  

直近の対象としてはどうか 
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プロジェクト組成には技術や知見をもった日本企業等の参加が不可欠となる。 

参加する日本企業の視点に立てば、日本企業にとって、多数国間基金（MLF）の活用は、輸出などの自らの

市場参入機会を失う可能性があり、さらに自社の技術の海外流出につながる恐れがある。 

相手国企業にとっては、日本から無償で技術移転を受け、安価で生産できる能力により第三国への輸出機

会を得ることにもつながり、日本企業にとって当該国のみならず、第三国で競争にさらされる可能性もはらむこ

ととなることから二の足を踏むこととなる。 

 

図表 12 プロジェクトに参加する日本企業の視点 

 

出典 NRI 作成 

 

また、HCFC/HFC の削減プロジェクトの組成において、日本が貢献可能な分野が実際に存在するか、を整

理することが必要となる。 

経済産業省は、HFC 等 4 ガスの排出削減に係る関連業界団体の自主的取り組みを管理し、「分野ごとの行

動計画に基づく取り組みの進捗状況」として毎年公表している。 

この資料に基づき、日本が貢献可能な分野として次の分野/技術が整理される。 

 

エアゾールについて、日本では埃飛ばし（ダストブロワー）製品用噴射剤としてフロン類が使用されてきたが、

５条国を含む海外では、殺虫剤、隙間を塞ぐコーキング材向け噴射剤、シェービングクリーム等のコスメティック

用材向け噴射剤、海難救助用等フォーン、スポーツ用銃向け噴射剤などでの使用が主であり、日本の技術や

知見の直接的な適用は難しいものと考えられる。 

日本企業

5条国の市場現地企業

MLF

日本政府等

Implementing Agencies
(UNDP/UNIDO/UNEP/WB)

輸出もしくは現地進出による製品供給
(工場建設や現地企業への出資等)

供給

資金拠出

実施委託

支援実施

メリットがあるか？

日本企業にとって、MLFの活用は、輸出
等、自らの市場参入機会を失う可能性が
あり、さらに技術の海外流出につながる恐
れがある。
相手国企業にとっては、日本から無償で
技術移転を受け、安価で生産できる能力
により第三国への輸出機会を得る。

海外企業

第三国

供給

競合

競合
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断熱材については、既に日本の企業も支援を実施し、５条国においても、HCFC からの代替が進んでいる

（断熱材については、HPMP にて多くの国でプロジェクトが進められたが、HPMP として HFC に移行したプロジ

ェクトは、現在のところHFC削減計画の対象に加えることはできないとされており、今後、断熱材についてHFC

削減計画の対象となる事例は数的に制限されるものと考えられる）。 

消防での使用については、特定非営利活動法人 消防環境ネットワークにより消火用ハロンの管理や再生が

進められており、日本が貢献出来うる一つの仕組みであると考えられる。 

冷媒については、国立環境開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が調査研究を実施し

ている低 GWP 冷媒の５条国での展開が考えられる。また、HFC の回収・再生・破壊については、EU の F ガス

規制の仕組みの拡大がドイツを中心として５条国で進められており、我が国のフロン排出抑制法の仕組みの拡

大をプロジェクトとして仕立てていくことも考えられる。 

洗浄剤や溶剤については、現在、我が国でも HCFC からの代替について各社レベルで検討が進められてい

る段階であり、その成果について、５条国への適用を図ることが考えられる。 

 

図表 13 HCFC/HFC の削減において日本が貢献可能な分野の整理 
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Aerosol   ※1  ※1  ※1 ※1  

Foam   ※2       

Fire fighting ※     ※    

Refrigeration 

Refrigeration 
Manufacturing ※3 ※3   ※3  ※3   

Servicing ※3 ※3   ※3  ※3   

Air-

conditioning 

Domestic 
Manufacturing     ※4  ※4   

Servicing     ※5  ※5   

Commercial 
Manufacturing ※ ※   ※4  ※4   

Servicing ※ ※   ※5  ※5   

Solvent   ※   ※   ※ 

Process agent     ※     

Lab use          

※1 [日本エアゾール協会] 噴射剤への HFO-1234ze(E)、DME、CO2 の採用 

※2 [ウレタンフォーム工業会] 発泡剤への HFO-1233zd、HFO-1336mzz の採用、スプレー断熱材に係る水発泡技術 

※3 [日本冷凍空調工業会等] 冷媒への NH3、CO2 の採用、二元冷媒システム 

※4 [日本冷凍空調工業会、NEDO 等] 冷媒への HFC-32 や HFO の採用 

※5 [日本冷凍空調設備工業連合会等] フロン類回収/再生装置 

出典 NRI 作成 
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②モントリオール議定書第 31 回締結国会合（MOP）における ASEAN 各国へのヒアリング 

2019 年 11 月に開催されたモントリオール議定書第 31 回締結国会合（MOP）において、出席された ASEAN

各国の政府担当者に対して、MLF を活用したプロジェクトに係るニーズ確認を実施した。 

ヒアリングについては、以下の資料を用意し、まずは日本側の意向を説明した。 

 

図表 14 ASEAN 各国の政府担当者に対する説明資料 
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出典 各種資料から NRI 作成 

 

資料に基づいた説明を行った後、各国の意向についてヒアリングを行った。 

ヒアリングのポイントは次の通り。 

なお、ベトナムについては、現在、別途、プロジェクトを実施検討中であるため、ヒアリング対象から除外した。 
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図表 15 世界銀行担当及び ASEAN 各国担当者へのヒアリングのポイント 

世界銀行担当  現状で、タイ、インドネシア、マレーシアでは HCFC 削減計画の Stage II に入っており、
正直、二国間基金等を使うプロジェクトのネタに尽きているのが現状である。 

 冷媒セクターや発泡セクターは、既に実施済であり、新たな対象を探すのは難しいも
のと考えられる。 

 二国間基金にとらわれないのであれば、例えば、専門家派遣については需要が多い。 
 例えば、日本の場合、ＪＩＣＡの資金を活用して、ＯＤＳの削減に係る法制度の導入を、
専門家派遣という形で実現した例がある。 

 基金を使うという話と貢献という話を切り分けることができれば、世銀として案件創出は
可能と考える。 

 いずれにせよ、提供された資料を基に、継続した案件形成に係る機会創出を続けてい
く。進展があったら報告する。 

タイ政府担当  日本企業による R-32 プロジェクトが実施され、その成果が上がっている。一方で、冷
媒セクターで新たな取り組みというのは、現時点では思いつかない。 

 既に HCFC 削減計画の Stage II に移行しており、HCFC からの代替という観点では、
新たなプロジェクト化に係る案件は無いものを考えている。 

 HFC 対応はこれからの課題であり、この分野での協力は得たいと考えており、どのよう
な資金を活用できるか、日本側でも検討して欲しい。また、世銀等の実施機関との連
携も図って欲しい。 

カンボジア政府担当  現在、ODS のマネジメント計画の改正を進めているところであり、議会を通すのに本年
度一杯かかり、それにより MLF から資金を受けることができるようになる。 

 この一連の手続きが終了した時点で、必要に応じて連絡させて頂く。 

マレーシア政府担当  現在、HCFC フェーズアウト計画の Stage II が進んでおり、HCFC に係る新たなプロジ
ェクトの形成は考えていない。 

 5 年後程度から HFC に関する取組を進めることが想定されることから、時期が来たら、
連絡する。 

ラオス政府担当  HCFC フェーズアウト計画の Stage I が終了し、現在、Stage II に係る検討が進められて
いる。 

 基本、冷凍空調機器は輸入であり製造に係る冷媒転換等に係るプロジェクトは無い。 
 ラオスとして、オゾン層保護と温暖化に係る取組は一体と考えており、エネルギー効率
や環境配慮というキーワードの元、HCFC の削減を進めていきたいと考えている。 

 その意味で、日本の技術は魅力であり、必要に応じて連絡させて頂く。 

ミャンマー政府担当  HCFC フェーズアウト計画の Stage II が始まったところであり、2040 年までは HCFC が
使用できる環境にある。但し、2030 年頃のフェーズアウトを予定している。 

 製造業に乏しく、基本的に機器や製品は輸入に頼っており、削減プロジェクトが対象と
するものはソフト的なものが多い。 

 必要に応じて連絡させて頂く。 

シンガポール政府担当  シンガポールは、独自の取組として、３つのフェーズに分け、HCFC の削減を実施して
きた。現在は、キガリに批准し、HFC のフェーズアウトに取り組んでいる。 

 これまで、MLF を活用したプロジェクトは行ってきておらず、HFC 自体も製品も輸入の
ため、今後もその予定は無い。 

フィリピン政府担当  フィリピンでは HCFC フェーズアウト計画が順調に推移し、前倒しでの達成が見えてお
り、また、キガリの批准に向けた国内体制の整備を進めている。 

 現在、UNIDO の支援で断熱材における HCFC-141b 削減に係る取組を進めており、
その他、ルームエアコン、業務用エアコン、消火器、溶剤の分野における取組を推進し
ている。 

 帰国後、プロジェクトの可能性を検討し、必要に応じて連絡する。 

ブルネイ政府担当  ブルネイでは、HCFC を使用した冷凍空調機器や断熱材の製造は行われておらず、
考えられる対応は、家庭用エアコンのサービスの育成等となる。 

 サービスの育成は既に業界のボランタリーレベルで行われている。 
 なお、ブルネイでは R-32 を使用したルームエアコンへの代替で 25%を最大とする補助
金を支給している。 

 帰国後、担当と話をして必要に応じて連絡する。 

インドネシア政府担当  インドネシアは HCFC フェーズアウト計画の Stage II を進めており、既に高い成果を上
げている。 

 日本に期待することとして省エネ技術の導入がある。 
 エアコンセクターにおける省エネ技術に特化した取組として、後日、相談させて頂く事
もあると思う。 

出典 NRI 作成 
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③インドネシアを対象としたプロジェクト組成に係る可能性 

上記から、日本の強みとされる省エネ技術との連携という観点から、インドネシアの NOU（National Ozone 

Unit）にあたるインドネシア環境森林省（Ministry of Encironment and Forestry Republic of Indonesia）及び MLF

文書において「PRP for HFC phase-down plan」の実施機関とされている UNDP Indonesia へのヒアリングを実

施した。 

ヒアリングでは HCFC/HFC の消費実態及び削減に向けた取組内容をセクター別に聴取し、プロジェクト化の

余地があるセクターを把握することを第一の目的とした。第二に、セクター別の消費実態と取組内容の議論を

踏まえ、日本とのプロジェクト可能性について先方からの意見を聴取した。ヒアリング事項は下記の通り。 

 

図表 16 インドネシアにおけるヒアリング事項 

HCFC/HFC の消費及び削減計画の実態について 

 HCFC 及び HFC の主要な消費セクター 

 HPMP Stage I 及び HPMP Stage II においてター
ゲットにされたセクターの削減状況 

 上記以外の規制物質の消費セクター 

 PRP for HFC phase-down plan の検討状況 

 

日本とのプロジェクト組成の可能性について 

 日本との協力可能性 

 協力が必要な分野及び技術・支援内容 

 地域ネットワークへの参加状況 

出典 NRI 作成 

 

なお、当初ヒアリングを予定していたマレーシア政府は、アポイントメントが取れず、現地調査は実施できなか

った。 

 

（a）UNDP Indonesia に対するヒアリング 

日 時 2020 年 2 月 24 日 

場 所 9th Floor, Menara Thamrin Building Kav. 3, Jalan MH. Thamrin Jakarta 10250, 

Indonesia 

出席者（敬称略） UNDP Indonesia： Environment Unit 所属担当者 

株式会社 野村総合研究所：日下 

 

＜HCFC/HFC の消費及び削減計画の実態について＞ 

 HCFC 及び HFC の主要な消費セクター 

 インドネシアにおける HCFC の主要な消費セクターは家庭用エアコンのサービス・セクター、家庭用エ

アコンの製造セクター及びフォーム・セクターである。 

 HFC の消費量については各企業の機密事項となっている。 

 HPMP Stage I 及び HPMP Stage II においてターゲットにされたセクターの状況 

 HPMP Stage I においてターゲットにしたのは冷媒の製造及び冷媒の輸入である。HPMP Stage II にお

いては主に冷媒サービス部門が対象であった。 

 HCFC の主要なセクターにおいては既に削減に向けた取組が進んでいる認識である。 

 上記以外の規制物質の消費セクター 

 上記以外のセクターでは、防火セクターにおいては HCFC の利用があるものの、使用量は極めて少な
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い。また、それ以外のセクターにおいても HCFC の使用は限定的である。 

 PRP for HFC phase-down plan の検討状況 

 PRP for HFC phase-down plan は現在のところ具体的な進捗があるわけではない。UNDP は世界銀行

とともにプロジェクトについて協議することになっているが、現在のところは世界銀行が検討している状

況にある。 

 家庭用エアコンセクターにおいては UNDP が、フォーム・セクターにおいては世界銀行がプロジェクト

を実施してきた経緯がある。具体的な対象が決まった段階で、主導する実施機関を決めることになると

思われる。 

 

＜日本とのプロジェクト組成の可能性について＞ 

 日本との協力可能性 

 日本が MLF の資金を活用して新規プロジェクトを組成することは歓迎である。しかし、MLF の資金活

用は全ての国に開かれている点には留意して頂きたい。 

 協力が必要な分野及び技術・支援内容 

 今後期待している物質は HC 及び CO2 のような低 GWP 物質である。特に家庭用エアコンの冷媒用途

としてはインドネシアにおける潜在的なニーズがあると考える。 

 HFC 関連のプロジェクト可能性としては、R-32 が微燃性のある危険物質であることを踏まえ、サービス

部門に対するスタンダード作成及びトレーニングの必要性があると考える。 

 特にインドネシア政府はエネルギー効率の向上に向け、National Standard of Indonesia（NSI）の策定を

進めており、スタンダード作成へのニーズは高いと考える。 

 地域ネットワークへの参加状況 

 NOU の地域ネットワークでは、東南アジア・アジア太平洋ネットワーク(SEAP（South East Asia and 

Pacific） Network1)に参加している。各国政府との協力関係を築くためには参加は有益と考える。なお、

このネットワークはスウェーデンが主導している。 

 

（b）Indonesia NOU に対するヒアリング 

日 時 2020 年 2 月 25 日 

場 所 Manggala Wanabakti Block Ⅳ, 6th Floor Wing A Jl. Jenderal Gatot Subroto, 

Senayan-Jakarta 10270, Indonesia 

出席者（敬称略） インドネシア環境森林省（Ministry of Encironment and Forestry Republic of 

Indonesia）： Director for Mitigation of Climate Change、他 1 名 

株式会社 野村総合研究所：日下 

 

＜HCFC/HFC の消費及び削減計画の実態について＞ 

 HCFC 及び HFC の主要な消費セクター 

 インドネシアにおける主要な HCFC は HCFC-22 及び HCFC-141ｂである。HCFC-22 は家庭用エア

コンのサービス・セクターにおいて、HCFC-141b はフォームパネルの製造において使用している。 

 HCFC-22 については、2015 年よりエアコン製造分野での使用は禁止されている。代わってエアコン

製造分野の冷媒としては R-32 及び R-410A が使用されている。インドネシアにおいてエアコン製造を

                                              
1 https://www.unenvironment.org/ozonaction/south-east-asia 
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行っているのは、パナソニック社のみである。他はダイキン社のマレーシア工場等から輸入している。 

 HFC について、正確な使用量は把握していない。HFC の利用分野はエアコンの冷媒用途が中心で

あり、R-134a、R-410A、R-32、混合冷媒等を利用している。 

 HPMP Stage I 及び HPMP Stage II においてターゲットにされたセクターの状況 

 フォーム・セクターにおいても HPMP Stage I より転換は進んでおり、現在は Stage II の枠組みの中で

自社だけでは技術転換ができない中小企業の転換を行っている。また、HCFC-141ｂのフォーム・セク

ター全体で禁止するための規制を、2023 年 1 月より施行すべく準備をしている。 

 HCFC-22 は家庭用エアコンのサービス・セクターにおいて残存量が多いが、HPMP Stage II の中で取

組が継続されている。HPMP Stage II では、HCFC-22 冷媒の取扱いに関するセミナーと分離・回収

（Reclaiming）センターの運営を行っている。分離・回収センターとは、冷媒物質をオイル等ほかの物質

と分離し、回収・リサイクルを行うセンターである。このプロジェクトは UNDP が実施機関となっている。 

 上記以外の規制物質の消費セクター 

 その他に、防火セクターにおいても HCFC-123 を利用しているが、こちらの転換も既に計画されてい

る。溶媒、試験研究、プロセスエージェントにおける利用はない。 

 PRP for HFC phase-down plan の検討状況 

 PRP for HFC phase-down plan は進行しているプロジェクトではない。UNDP とのディスカッションは実

施しておらず、世界銀行と議論している。HFC-Enabling Activities は世界銀行と協議している。 

 他の HFC 関連プロジェクトとしては、UNDP が R-123 から R-600a への転換プロジェクトを提案したが、

MLF から却下された。R-600a への転換プロジェクトが既に多く実施されているためである。そのためパ

ナソニック社は自社で R-600a への転換を実施した。 

 

＜日本との MLF を活用したプロジェクト組成の可能性について＞ 

 日本との協力可能性 

 HCFC 関連分野は HPMP Stage I、HPMP Stage II において既にほとんどの分野において取組が進ん

でいるため、HCFC 関連のプロジェクトの可能性は低い。 

 HFC 関連プロジェクトはこれから検討を始める段階である。ただし、インドネシアはキガリ改正に批准し

ておらず、批准する時期についても目途はたっていない。キガリ改正批准前に具体的なプロジェクトを

提案することは出来ないため、プロジェクトの準備をする段階である。 

 また、アメリカも中国もキガリ改正に批准しておらず、HFC 関連の取組は同国の動向次第と考える。と

いうのも、インドネシアの冷媒は中国からの輸入に依存しているため、インドネシア単体で考える事は

できないためである。 

 支援が必要な分野及び技術・支援内容 

 具体的な代替物質についてのアイデアはないが、低 GWP な物質が必要と考える。またマーケットでの

販売価格が、経済的に受け入れ可能なレベルにまで下がる必要がある。 

 今後は、代替物質の可燃性・毒性を踏まえた安全基準の確立に対する支援が必要とされる。また、低

GWP 物質、技術に関するワークショップが開催されると、情報収集が可能になる。日本の代替物質も

研究開発段階であり、市場流通が可能なレベルには至っていない、という認識である。 

 地域ネットワークへの参加状況 

 SEAP Network という地域ネットワークには参加している。前回会合では HFC ハーモナイズド・コードに

ついて議論した。 



 

23 

（c）ヒアリングのまとめ 

 HCFC の代替に関する新たなプロジェクトは存在しない。 

 一部、消火剤用途で可能性はあるが、そもそも量が少なく、新規プロジェクトとしての組成は難しいもの

と考えられる。 

 HFC の代替に関する新規プロジェクト組成の可能性について 

 HFC の対象用途としては、インドネシアでは、断熱材と冷媒に限定されると考えられる。 

 断熱材については、HPMP で代替が進められたことから、HFC に係るプロジェクトづくりは難しい。 

 HFC 冷媒への転換については、企業ごとにビジネスベースで進められているところもあり、MLF を活

用したプロジェクトについては、現状では想定されてないところである。 

 今後、より冷媒の低 GWP が進み、ビジネスベースで取引がなされる程度まで価格が下がれば、プロジ

ェクト化の可能性はあるが、MLF を活用したプロジェクトとなるか、企業がビジネスベースで対応するか

は、現状では不透明なところである。 

 但し、日本政府が、SEAP Network などの地域ネットワークにオブザーバーとして参加し、継続的な情報収

集/発信を行うことで、各国の潜在的なニーズを顕在化することが可能とも考えられる。 

 

④日本の MLF を活用した新規プロジェクト組成に係る可能性の考察 

「①HPMP でのプロジェクト組成に係る考え方」で示した通り、HCFC に係るプロジェクトは、MLF の予算が対

象とする削減量の残りは限られており、既に事業予算化が済んでいることを踏まえると、日本の MLF を活用し

た今後の新規プロジェクト組成の可能性は現状ではかなり低いものと判断できる。 

また、HFC に係るプロジェクトについては、MLF を活用し HCFC から転換した HFC は対象とすることが出来

ないこと、図表 12 で示したように、一般的に MLF を活用したプロジェクトが、プロジェクト参加企業の当該国の

みならず、第三国を含めた事業機会を失わせてしまうこと、また、そもそも図表 13 で示した通り、当該国の市場

で出回っている製品との関係で、日本が提供できる技術が限られていることなどから、一朝一夕にはプロジェク

ト組成は容易ではない状況となっている。 

今回の検討を踏まえ、今後、日本の MLF を活用した新規プロジェクト組成で進めていく事項として以下の 2

つがある。 

 

検討事項１ 

実施機関などと同様に、対象国に根を張った、持続的/継続的な体制及び関係を実施対象国と築く 

 ヒアリングを進める段階で、当該国から、「新規プロジェクト組成に関する提案に関して協議できる場として

は、国際会合の場に日本が出席したなど、限定されており、実施機関などのように、現地事務所を当該国

に設置し、継続して当該国のニーズ等の状況を分析・調査するなど、状況に応じて政府担当と対話すると

いう、継続的かつ Face to face に対話できるきめ細かい支援実施体制が構築されておらず、また、日本の

政府担当者も頻繁に異動することにより、５条国との密接な関係が構築できない」との指摘を受けている。 

 実施機関は現在、HFC 代替のためのプロジェクト化のため、各国で、担当者が常駐で現地調査を実施し

ており、また、調査結果について政府担当者と対話するという継続的で持続的な関係構築を進めている。 

 同様の目線で新規プロジェクトを組成するために、対象国に根を張った体制の構築と、顔の見える関係

構築がまず、必要であることが明白である。 
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検討事項 2 

技術を提供する日本企業等の機会損失につながらない貢献分野の模索 

 例えば、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が調査実施を勧めている新

規の低 GWP 冷媒について、未だ、事業化の段階とされていないが、仮に事業化になった場合、当該冷

媒を使用した機器について、日本以外の市場での普及が見込まれれば、規模のメリットから冷媒価格を

低く抑えることができ、さらに開発費用の短期での回収が可能となる可能性がある。 

 フロン類の回収や破壊については、当該国に制度や仕組みが導入されることで、その経験と技術、製品

を有した日本の企業に新たな事業機会を提供する可能性がある（先に示した消防環境ネットワークによる

消火用ハロンの管理や再生といった取り組みを含む）。 

 このように、技術を提供する日本企業等の機会損失につながらず、むしろ、日本企業等に事業機会を提

供するというインセンティブを与えることができる貢献分野の模索が必要と考える。 

 

フロン類の回収や破壊について、５条国で今後の普及が見込まれる HFC に限って考えると、上流規制によ

り、そもそも HFC を使用せず、オゾン層保護と地球温暖化の双方から、回収や破壊の必要性が無い物質を使

用すれば、その必要は無くなる。日本のように、HFC が社会に広まった後、そのストック対策として導入を進め

たフロン回収破壊法(現、フロン排出抑制法)のような規制は、普及前に上流規制を強化することで、導入の必

要性がなくなる、という考えである。 

 

このように考えると、例えば、HFC の普及が既に進む５条国に対象を絞ることで、日本的な仕組みの導入に

係る可能性が高まり、冷媒の回収や破壊に係る体制が整うことで、フロン類と省エネを組み合わせた日本の技

術のプレゼンスが高まるという効果が期待される可能性がある。 

 

⑤まとめ 

考察で示した通り、今後、日本からの MLF を活用した新規プロジェクト組成を進めていくためには、以下の 2

点が不可欠になると考えられる。 

 

（１）相手国のニーズを真剣に捉えている、と見せる、支援実施体制の構築、及び、 

（２）当該国との日頃からの密接な対話（コミュニケーション）に基づき、日本企業等の事業機会の創設につ

ながるような WIN-WIN の関係を構築できる分野での支援実施の仕組みの構築のための検討 

 

（１）については、対象国を絞り込んだ上で、常駐、もしくは、半常駐(毎月 1 日から 15 日までは現地駐在な

ど)により継続的な情報収集を可能とし、また収集された情報に基づく、対象国担当とのタイムリーな意見交換

が可能となる体制の構築が必要と考えられる。 

 

（２）については、対象国に常駐もしくは半常駐する者が日本の HFC 等 4 ガスに係る取り組みの内容と、活

用されている技術に通じ、日本の関係機関や団体、企業等から最新の情報を収集/分析し、事業者目線でプ

ロジェクトを企画、それを対象国において組成していくための、日本におけるバックアップ体制と活動のための

予算を備えた仕組みづくりが必要と考えられる。 
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2. 破壊認定制度関連調査 

(1)調査の背景と目的の整理 

モントリオール議定書第１条の定義において、「「生産量」とは、規制物質の生産された量から締約国により承

認された技術によって破壊された量及び他の化学物質の製造のための原料として完全に使用された量を減じ

た量をいう。」と規定されている。 

これを受けて、我が国においては、オゾン層保護法第 11 条において製造数量の確認制度を規定し、特定

物質が破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを証明し、その証明に係る数量の範囲内で、特定

物質等を新たに製造することができることとしている。 

本調査では、上記を踏まえ、米国と EU における特定物質の破壊されたこと又は破壊されることが確実である

ことを証明するための法規制等の把握と整理を行う。 

直接的には、『破壊施設投入前のコンタミを含まない冷媒量の厳密測定』と『所定の破壊効率の確保方策』

の整理を行う。 

本調査で対象とする特定物質は冷媒として使用されたものとする。 

 

なお、本調査は、2020 年 3 月にドイツの破壊施設 2 か所(専焼施設と混合施設)とドイツ環境省、米国の破壊

施設 2 か所(専焼施設と混合施設)とカリフォルニア環境保護局を訪問する予定であったが、COVID19 によっ

て我が国を含めた各国の旅行者の制限された状況に鑑み、急遽訪問予定を中止せざるを得なかったことから、

各機関に対する質問票を作成し、電話及びメールによる質疑応答に基づき、調査のとりまとめを行った。 

 

(2)モントリオール議定書第 15 回締約会合で示された破壊施設の Code of good housekeeping における規定 

破壊施設の Code of good housekeeping で示されている『破壊施設投入前のコンタミを含まない冷媒量の厳

密測定』と『所定の破壊効率の確保方策』をまとめると次となる。 

 

図表 17 破壊施設の Code of good housekeeping における規定のサマリー 

破壊施設投入前のコンタミを含まない冷媒量の厳密測定 

→ 米国 EPA が定める物理的及び化学的汚染物質の状況や濃度をテストする認定手法である EPA Test 

Methods の活用が推奨されている。 

→ 例えば、5030 という方法が推奨されているが、これは、揮発性有機化合物の分析手法であり、サンプルを

採取し、パージ＆トラップ及びガスクロにより分析する手法である。 

所定の破壊効率の確保方策 

→ 破壊・除去効率（destruction and removal efficiency、DRE)を定義するが、それを立証するための指標とし

て、破壊施設から大気、水質、固形廃棄物に排出される ODS そのもの、及び、ポリ塩化ジベンゾーp－ジ

オキシン(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)／ダイオキシンとフラン、塩酸(HCl)、塩素(Cl2)、HF、 

臭化水素酸(HBr)、臭素(Br2)、微粒子状物質(PM)および一酸化炭素のモニタリング等が求められる。 

出典 NRI 作成 

 

破壊施設における Code of good housekeeping については、2002 年のモントリオール議定書締約国会合第

15 回の ANNEX III で整理されている2（添付資料に原文掲載）。 

                                              
2  https://ozone.unep.org/meetings/fifteenth-meeting-parties-montreal-protocol/decisions/annex-iii-code-good-housekeeping 
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ANNEX II では、『Approved destruction processes』として、オゾン層破壊物質の破壊処理技術として認定さ

れた技術が初めて示された3。 

ANNEX III では、破壊施設に運び込まれる前、破壊施設への到着、回収フロン類が保管されている容器の

車両からの荷下ろし、破壊する前のテストと評価など、破壊が実施されるまでの推奨される取組が示されている。 

以下、Code of good housekeeping の中で、「破壊施設投入前のコンタミを含まない冷媒量の厳密測定」及び

「所定の破壊効率の確保方策」に関係する部分のまとめを示す。 

 

破壊量の測定 

破壊量の測定として、プロセスを通じて、フローメーターの設置、もしくは、回収フロン類が入った各コンテナ

の重量記録を求めている。最低でも、コンテナの「充填状態」と「空の状態」の重量差を測ることとされている。 

 

品質管理と品質保証 

ODS の破壊に係る分析においては、サンプルの品質や実施される分析の質の評価やそれを可能とする品

質管理システムの導入を求め、これは、施設全体の環境への影響をも考慮したものとすることが求めている。 

 

モニタリング 

モニタリングは、投入されるフロン類が ANNEX II で推奨された破壊効率で破壊され、破壊の結果として生じ

た物質が当該国及び国際的な規定や条約に基づき許容されたレベルであることを保証することを目的として

実施されることとされている。 

サンプリングと分析は、国際標準化機構(ISO)が定める手法が活用可能な場合であれば、その適用が推奨さ

れる。ISOによる手法が存在せず、当該国にも基準等が存在しない場合、精度を備え典型的とされる米国EPA

が開発した方法論の適用を検討することが推奨されている。 

 

ODS の測定 

破壊施設のオペレーターは、破壊施設で受け入れる ODS 等の保管と在庫管理に必要となる措置を講じるこ

とが求められ、破壊される前に(a)ODS を含む投入物の重量を測定する、(b)必要に応じてサンプリングが実施

され、依頼者等から提出された書類と分析された ODS の濃度の整合性を検証する、(c)サンプルの分析は、承

認された方法で行われる必要があり、承認された方法が存在しない場合、米国 EPA が開発した分析方法

(5030、8240)の採用が推奨される、(d)重量や分析データの文書化は、ISO9000 シリーズやそれに準拠する方

法に則って実施される必要がある、とされている。 

EPA Methods（実際には EPA Test Methods）とは、米国 EPA が定める物理的及び化学的汚染物質の状況

や濃度をテストする認定手法であり、現在約 1,600 の手法が認定、公表されている。 

EPA はこの Test Methods の他、Environmental Measurements and Modeling として、モニタリングやアセスメ

ントなど、様々な統一的手法の開発と公開を進めている。 

5030 は現在、5030C として公開されている方法で、「Validated Test Method 5030C: Purge-and-Trap for 

Aqueous Samples（水性試料のためのパージ＆トラップ分析4）」がその名称であり、沸点が 200℃以下で不溶性

もしく溶けにく揮発性有機化合物のために使用される方法である。 

                                              
3  https://ozone.unep.org/meetings/fifteenth-meeting-parties-montreal-protocol/decisions/annex-ii-approved-destruction 
4 パージ＆トラック分析とは、水試料にパージガスを流すことで試薬中の揮発性有機化合物を強制的に気相に移動させ、このガスを、吸着材を充

填したトラップ管に導き、保持・濃縮を行う方法。トラップ管の急速加熱により脱着された揮発性有機化合物が分析される。 
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8240 は現在、8240B として公開されている方法で、「Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography 

/MASS Spectorometry(GC/MS)がその名称であり、固形廃棄物中の揮発性有機化合物を特定するために使

用される方法である。 

 

管理システム 

オペレーターは、認証された破壊プロセスで技術的に可能な範囲で、ODS の完全な破壊を確実にするため、

効率的な運転を確保しなければならない、とされ、これには、プロセスによって生じる汚染物質の濃度や燃焼

状況をモニタリングするためのサンプリングの手法と適切な測定装置を使用することが含まれる、とされている。 

プロセスからのガス状物質の放出はモニタリングされ、適切な装置を用いて分析される必要があり、これは、

手動による煙突からのサンプリング（Stack-sampling）手法を使用した定期的な抜き取り検査によって補われな

ければならない、とされ、液体廃液や固形残留物といったその他の環境への排出物は、定期的に研究機関で

分析されなければならない、とされている。 

オフガスのクリーニングシステムを含み、プロセス管理のための連続モニタリングは、(a)反応とプロセス温度

の測定、(b)ガスクリーニングシステム前後の燃焼ガス温度の測定、(c)酸素及び一酸化炭素に関する燃焼ガス

濃度の測定、以上が推奨され、その他の追加的な連続モニタリングは、当該国の規制機関の承認事項に従う

べきとされている。 

オンラインモニターや装置の性能は定期的に確認され、認証されなければならず、認証されたプロセスは、

ODS の供給システムで自動停止管理システムもしくは、スタンバイモードに移行することが可能な仕組みを備

えていることが求められ、(a)反応室の温度が、破壊に必要となる最低温度以下に下がったとき、もしくは、(b)そ

の他の能力仕様に示された最低の破壊条件が維持できないとき、に適切に動作することが求められている。 

 

破壊施設の性能測定 

TEAP により推奨された破壊技術については、破壊能力に基づき認証されている。当該能力は日々の運転

で変動することは周知の事実であるが、毎日、能力を測定することは不可能であり、少なくとも 3 年に一度の頻

度で確認されるべきとしている。破壊施設でプロセスや装置に顕著な変更があった場合にも、確認の再度実

施が求められている。 

破壊能力は、破壊施設に投入される物質の質量と、排出5ガス(Stack gas)中に排出される物質の質量で除し

て算出される、破壊/除去効率(ｄestruction and removal efficiency)で定義され、詳細な分析として、ハロゲン化

酸(halogen acids)、ポリ塩化ダイオキシン、ジベンゾフラン(PCDD/PCDF)の排出で評価するとされている。 

サンプリングについては、各テストにおいて ODS 供給速度、廃棄物の流れ(waste stream)中の全ハロゲン負

荷(total halogen load)、燃焼室中の ODS の滞在時間、排ガス中の酸素含有量、燃焼室内のガス温度、排ガス

/排水速度、排ガス中の一酸化炭素、排ガス中の ODS 量、排水量と排出される固形廃棄物の量、排水呼び固

形廃棄物中の ODS の量、排ガス中の PCDD/PCDF、粒子状物質、HCl、HF、HBr の濃度、排水及び固形廃

棄物中の PCDD/PCDF の濃度を対象として、そのデータを報告すべき、としている。 

 

承認された破壊技術 

第 30 回締約国会合(MOP３０：2018 年 11 月 5 日-9 日)において、キガリ改正に伴う HFC のフェーズダウンに

関連して、破壊技術の適用に関する次のような決議がなされている。

                                              
5 “Stack gas”は”煙道ガス”とも訳さられるが、本調査では、”排出ガス”として統一した。した。”煙道”とは、煙や燃焼に伴う排ガスを炉またはボイラ

ーから煙突に導くまでの通路となる。 
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図表 18 決議された破壊技術毎の HFC に対する適用 

出 典 Kigali amendment to the Montreal Protocol to phase down hydrofluorocarbons: destruction technologies for controlled substances (decision XXIX/4) 

UNEP/OzL.Pro.30/CRP.6 

Technology 

Applicability 

Concentrated Sources Dilute Sources 
Annex A Annex B Annex C Annex E Annex F  Annex F 

Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 Group 3 Group 1 Group 1 Group 1 Group 2  Group 1 

Primary 
CFCs 

Halons 
Other 
CFCs 

Carbon 
Tetrachloride 

Methyl 
Chloroform 

HCFCs 
Methyl 
Bromide 

HFCs HFC-23 ODS HFCs 

DRE* 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 95% 95% 

Cement Kilns Approved 
Not 

Approved 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Not determined   

Gaseous/Fume Oxidation Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Approved   

Liquid Injection Incineration Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved   

Municipal Solid Waste 
Incineration 

         Approved Approved  

Porous Thermal Reactor Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Not determined   

Reactor Cracking Approved 
Not 

Approved 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Approved   

Rotary Kiln Incineration Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Argon Plasma Arc Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved   

Inductively coupled radio 
frequency plasma 

Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Not Determined Not Determined   

Microwave Plasma Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Not Determined Not Determined   

Nitrogen Plasma Arc Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Approved   

Portable Plasma Arc Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Not Determined   

Chemical Reaction with H2 and 
CO2 

Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved   

Gas Phase Catalytic De-
halogenation 

Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Not determined   

Superheated steam reactor Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Approved   

Thermal Reaction with Methane Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Not Determined Not Determined   

Thermal Decay of Methyl 
Bromide 

Not 
Determined 

Not 
Determined 

Not 
Determined 

Not Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Approved Not Determined Not Determined   
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なお、決議された破壊技術については、2018 年に TEAP がテンポラリーに設置した Task Force on 

Destruction Technologies (2018 TFDT)にて検討が進められ、その報告では、次のようなとりまとめがなされて

いる。 
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図表 19 Recommendations for list of approved destruction technologies(緑色が既存の判断で、赤字部分が追加で判断された技術等) 

Technology 

Applicability 
Concentrated Sources Dilute Sources 

Annex A Annex B Annex C Annex E Annex F  Annex F 
Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 Group 3 Group 1 Group 1 Group 1 Group 2  Group 1 
Primary 
CFCs 

Halons Other CFCs 
Carbon 

Tetrachloride 
Methyl 

Chloroform 
HCFCs 

Methyl 
Bromide 

HFCs HFC-23 ODS HFCs 

DRE* 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 95% 95% 

Cement Kilns Approved 
Not 

Approved 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

High Potential High Potential   

Gaseous/Fume Oxidation Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Recommend for 
Approval 

Recommend for 
Approval 

  

Liquid Injection Incineration Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Recommend for 

Approval 
Recommend for 

Approval 
  

Municipal Solid Waste Incineration          Approved High Potential  

Porous Thermal Reactor Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Recommend for 
Approval 

High Potential   

Reactor Cracking Approved 
Not 

Approved 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

High Potential High Potential   

Rotary Kiln Incineration Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
High Potential High Potential Approved  

Argon Plasma Arc Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Recommend for 

Approval 
High Potential   

Inductively coupled radio frequency plasma Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Unable to 
Assess 

Unable to 
Assess 

  

Microwave Plasma Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Unable to 
Assess 

Unable to 
Assess 

  

Nitrogen Plasma Arc Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Recommend for 
Approval 

Recommend for 
Approval 

  

Portable Plasma Arc Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

High Potential 
Unable to 
Assess 

  

Chemical Reaction with H2 and CO2 Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Recommend for 

Approval 
Recommend for 

Approval 
  

Gas Phase Catalytic De-halogenation Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

High Potential High Potential   

Superheated steam reactor Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

High Potential High Potential   

Thermal Reaction with Methane Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 
Unable to 
Assess 

Unable to 
Assess 

  

Electric Heater 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
High Potential High Potential   

Fixed Hearth Incinerator Unable to Assess      
Furnaces Unable to Assess   

Thermal Decay of Methyl Bromide 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
High 

Potential 
Not 

Determined 
Not 

Determined 
  

Air Plasma Arc Unable to Assess      
Alternating Current Plasma  Unable to Assess      
CO2 Plasma Unable to Assess      
Steam Plasma Unable to Assess      

Catalytic Destruction           
Unable to 
Assess 

Chlorination/De-chlorination to Vinylidene 
Fluoride 

Not a destruction technology   

Solid Alkali Reaction Unable to Access   

出典 REPORT OF THE TECHNOLOGY AND ECONOMIC ASSESSMENT PANEL/ SEPTEMBER 2018/ VOLUME 1 DECISION XXIX/4 TEAP TASK FORCE REPORT 

ON DESTRUCTION TECHNOLOGIES FOR CONTROLLED SUBSTANCES (ADDENDUM TO THE MAY 2018 SUPPLEMENTAL REPORT – REVISION)/UNEP
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2018 TFDT と決議における AnnexF 物質を比較すると次となる。 

 

図表 20 2018 TFDT と決議における AnnexF 物質の比較 

  2018 TFDT 決議 

Technology 

Annex F Annex F 

Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 

HFCs HFC-23 HFCs HFC-23 

DRE* 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

Cement Kilns High Potential High Potential Approved Not determined 

Gaseous/Fume Oxidation Recommend for Approval Recommend for Approval Approved Approved 

Liquid Injection Incineration Recommend for Approval Recommend for Approval Approved Approved 

Municipal Solid Waste 
Incineration         

Porous Thermal Reactor Recommend for Approval High Potential Approved Not determined 

Reactor Cracking High Potential High Potential Approved Approved 

Rotary Kiln Incineration High Potential High Potential Approved Approved 

Argon Plasma Arc Recommend for Approval High Potential Approved Approved 

Inductively coupled radio 
frequency plasma Unable to Assess Unable to Assess Not Determined Not Determined 

Microwave Plasma Unable to Assess Unable to Assess Not Determined Not Determined 

Nitrogen Plasma Arc Recommend for Approval Recommend for Approval Approved Approved 

Portable Plasma Arc High Potential Unable to Assess Approved Not Determined 

Chemical Reaction with H2 
and CO2 

Recommend for Approval Recommend for Approval Approved Approved 

Gas Phase Catalytic De-
halogenation High Potential High Potential Approved Not determined 

Superheated steam reactor High Potential High Potential Approved Approved 

Thermal Reaction with 
Methane Unable to Assess Unable to Assess Not Determined Not Determined 

Thermal Decay of Methyl 
Bromide Not Determined Not Determined Not Determined Not Determined 

緑が 2018 TFDT で「Recommend for Approval」とされたものが、決議で「Approved」にされたもの。 

黄が、「High Potential」から「Approved」にされたもの。 

青が、「High Potential」から「Not determined」にされたもの。 

出典 NRI 作成 

 

つまり、2018 TFDT で「Recommend for Approval」とされたものについては、決議においてすべて「Approved」

とされ、「High Potential」とされたものについては、HFCｓについては、全て「Approved」とされ、HFC-23 につい

ては、3 つの技術で、「High Potential」とされつつも、「Not determined」とされている。 
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(3)米国と EU の状況 

ODS の破壊に関する米国と欧州の規定は、基本的に前記 Code of good housekeeping における規定に準拠

している。 

 

図表 21 破壊施設に係る米国と欧州の規定のサマリー 

破壊施設投入前のコンタミを含まない冷媒量の厳密測定 

→ 基本、Code of good housekeeping に準じた取り組みが規定されている。 

→ 米国では ODS の破壊量を地球温暖化物質の削減に係る炭素市場で取引するための規定が設けられて

おり、その場合、破壊されるすべての ODS は、充填されているシリンダーなどからサンプル採取され、米

国冷凍空調暖房工業会（AHRI）が認定するラボにおいて、ガスクロマトグラフィーにより分析されることが

求められている。 

→ 炭素市場で取引がなされない ODS についても、有害廃棄物処理施設の運転に際して策定が義務化され

ている廃棄物分析計画に基づき、廃棄物の特性をオリジナルの物理的な形状と化学的な組成により把握

し、不純物が取り除かれた状態でサンプリング/分析し、その上で処理されることが求められている。 

→ このため、破壊施設に運び込まれる回収 ODS は、破壊施設の損壊を防ぐこと、及び、規定された有害廃

棄物の処理が行われなければならない、という観点から、不純物、水分及び冷凍機油等から予め分離さ

れた状態となっており、その状態を確認するところから破壊プロセスが開始される。 

 

所定の破壊効率の確保方策 

→ 破壊・除去効率は Code of good housekeeping を踏襲し、初期のライセンス取得時にそれを達成するため

の実証が求められ、焼却ユニットの変更等がある際には、再度の実証や追加的なテストが求められる可能

性がある。 

→ 破壊を実施する際のモニタリングについては、基本、Code of good housekeeping の規定が適用されてい

る。ただし、有害廃棄物の処理に係る規定となることから、地域ごとにモニタリングする項目が追加されるこ

とがある。 

出典 各種資料から NRI 作成 

 

①ODS/HFC の破壊に係る法的な規定と破壊施設の状況 

米国は HFC について、その使用削減を、The American Innovation and Manufacturing (AIM) Act of 201 制

定として準備を進めている。 

これは、HFC のフェーズアウトについて、割当量の配分とトレーディングによって実現しようとする法律であり、

環境法である米大気清浄法(Clean Air Act)とは別の法律となる。 

法律では、既に市中で出回っている HFC は製品等の使用期限が到来するまで使い続け、冷媒 HFC につ

いては、出来る限り、リユース、リサイクル、再生を進めることを定めようとしている。 

数値情報の報告について、割り当てを受けた機関は、生産、消費、輸入、輸出、回収、破壊及び工業原料と

しての HFC の使用について求められている。 

 

米国における ODS の回収や破壊については、米大気清浄法(Clean Air Act)の Title VI で規定されたクラス

1管理物質（主にCFC）やクラス2管理物質（主にHCFC）を対象として、成層圏オゾン保護法（Code of Federal 
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Regulations, Title 40 - Protection of Environment, CHAPTER I - ENVIRONMENTAL PROTECTION, PART 

82 - PROTECTION OF STRATOSPHERIC OZONE）において、その実施が規定されている。 

 

ODS の破壊に用いるべき技術や四半期に一度の報告などもこの成層圏オゾン保護法で規定されているが、

同法律では、報告する破壊量の測定の方法等に関する規定は存在しない。 

 

図表 22 米国の商業的 ODS 破壊施設(この他自社で発生した副生物の破壊を行う施設がある) 

会社の名称 場 所 採用されている技術 
2010-2016 の間に TRI に報告され

た、処理された ODS の種類 
A-GAS Americas Bowling Green, OH Plasma Arc 

アークプラズマ法 

CFC-11, CFC-12, CFC-113, 

Halon 1301, Halon 1211, 

HCFC-22 

Clean Harbors Aragonite 
LLC 

Grantsville, UT Rotary Kiln with Liquid 
Injection Unit Afterburner 
ロータリーキルン法 

CFC-11, CCl4 

Clean Harbors Deer Park 
LLC 

La Porte, TX Gas/Fume Oxidation (2 units) 
ガス／ヒューム酸化法 

CFC-11, CFC-12, CFC-13, 
CFC-113, CCl4, MeBr, HCFC21, 
HCFC-22, HCFC-124, 
HCFC-141b, HCFC-225 

Clean Harbors El Dorado 
LLC 

El Dorado, AR Rotary Kiln Incineration with 
Single Thermal Oxidation Unit 
(2 units) and Rotary Kiln 
Incineration with Secondary 
Combustion Chamber 
ロータリーキルン法 

CFC-11, CCl4, HCFC-22 

Clean Harbors 
Environmental ServicesInc. 

Kimball, NE Fluidized Bed Incinerator 
流動床式焼却法 

CFC-11, CCl4 

Eco-Services Operations Baton Rouge, LA Liquid Injection Incineration 
(2units) 
液中燃焼法 

CCl4 

Heritage Thermal Services East Liverpool, OH Rotary Kiln Incineration 
ロータリーキルン法 

CFC-11, CFC-113, CCl4, 
MeBr 

Recleim Graniteville, SC Catalytic Destruction 
触媒分解法 

CFC-11, CFC-12, HCFC-22, 
HCFC-141b 

Ross Incineration Services 
Inc. 

Grafton, OH Rotary Kiln with Liquid 
Injection Unit 
ロータリーキルン法 

CCl4 

Veolia ES Technical 
Solutions LLC 

Sauget, IL Fixed Hearth Incineration 
固定床式焼却法 

CFC-12, CFC-113, CCl4 

Veolia ES Technical 
Solutions LLC 

Port Arthur, TX Fixed Hearth Incineration 
固定床式焼却法 

CFC-11, CFC-12, CFC-113, 
CCl4, HCFC-21, HCFC-22, 
HCFC-123 

出典 ODS Destruction in the United States and Abroad/prepared for the U.S. Environmental Protection Agency 

by ICF/February 2018 

 

EU の ODS 規制（Regulation (EC) No 1005/2009）では、冷媒、溶剤、消火剤として使用される ODS の破壊、

リサイクル、再生のための回収が義務づけられており、ODS の破壊は、承認された技術でのみ実施されること

が求められ、破壊量の報告についても義務付けられている(第 27 条) 

 

EU の F ガス規則（Regulation (EC) NO517/2014）では、冷媒、溶剤、消火剤として使用される F ガスについ

て、リサイクル、再生、破壊を確実とするため、廃棄者に対して、認定された者における回収の実施を義務づけ

ている。破壊、リサイクル、再生のための回収が義務づけられており、破壊は、承認された技術でのみ実施され

ることが求められ、破壊に係る報告は、第 19 条で示され、1 トンもしくは 1,000CO2 換算トンが閾値とされ、破壊

量のみならず、破壊のためのストックされている量についても、報告の義務を負う。 
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ODS 規則及び F ガス規則の双方で、加盟国により認定を受けたフロン類破壊施設は、毎年フロン類の破壊

量を EU 委員会に報告することが規定されている6。但し、双方の規則では、報告する破壊量の測定の方法等

に関する規定は存在しない。 

 

図表 23 EU におけるフロン類の破壊施設 

国 破壊施設の数 採用されている技術 破壊能力 

オーストリア 1 不明 不明 

ベルギー 2 ロータリーキルン 不明 

チェコ 1 ロータリーキルン 40 トン/年 

デンマーク 4 触媒分解法 不明 

エストニア 1 不明 不明 

フィンランド 1 ロータリーキルン 545 トン/年 

フランス 2 不明 不明 

ドイツ 7 有害廃棄物焼却炉 
リアクタークラッキング 
多孔質リアクター(Porous 
Reactor) 

1,600 トン/年(リアクタークラッキング施設) 

他の破壊技術の破壊能力は不明 

ハンガリー 5 ロータリーキルン 

液中燃焼法 

75 トン/年(ロータリーキルン) 

13 トン/年(液中燃焼法) 

イタリア 12 不明 不明 

オランダ 6 不明 不明 

ポーランド 1 不明 不明 

スロバキア 1 不明 不明 

スペイン 1 不明 不明 

スウェーデン 4 プラズマ他 100 トン/年 

スイス 4 以上 ロータリーキルン等 910 トン/年(ロータリーキリン) 

320 トン/年以下（その他） 

イギリス 2 高温燃焼法 不明 

出典 ODS Destruction in the United States and Abroad/prepared for the U.S. Environmental Protection Agency 

by ICF/February 2018 

 

  

                                              
6 article 19 of Regulation (EC) No 517/2014), フォーマットは Commission Implementing Regulation (EU) No 2017/1375 of 25/07/2017 で規定 
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②ODS/HFC の破壊量 

米国における破壊量は、ODS のみが対象とされ、またその公表は米国 EPA から委託を受けた ICF 社のレポ

ートの中で確認することができる。 

破壊量は、2010 年から 2016 年までに実トンで 50%以上減少したとされている。特に Class 1 物質(主に CFC)

の破壊量の減少が顕著であり、この期間に 61%程度の減少となっている。 

Class 2 物質(主に HCFC)の破壊量は、2010 年の 749 トンから、2013 年に一旦、437 トンまで減少したが、そ

の後、2010 年水準を維持している。 

 

図表 24 米国におけるオゾン層破壊物質の破壊量の推移 

 

出典 ODS Destruction in the United States and Abroad/prepared for the U.S. Environmental Protection Agency 

by ICF/February 2018 

 

EU における 2018 年のオゾン層破壊物質の破壊量は 9,056 トン（CTC; 7,708.02 トン、CFC； 739.09 トン、

HCFC; 577.98 トン）で、2017 年から 9%減少した。 

 

図表 25 EU におけるオゾン層破壊物質の破壊量の推移 

 

出典 Ozone-depleting substances 2019, Aggregated data reported by companies on the import, export, 

production,destruction, feedstock and process agent use of ozone-depleting substances in the European 

Union, 2006-2018/ European Environment Agency 
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2018 年の HFC の破壊量は、2017 年と比較して重量で 3%、CO2 換算で 17%伸びたとされている。ただし、

2018 年の破壊量の約半分は副生 HFC-23 の破壊であり、CO2 換算で HFC-23 の破壊は全体の 90%になると

されている。 

2018 年の EU における HFC の消費量との比較で、6%程度とされている。 

 

図表 26 EU における HFC 等の破壊量の推移 

 

出典 Fluorinated greenhouse gases 2019 Data reported by companies on the production, import, export, 

destruction and feedstock use of fluorinated greenhouse gases in the European Union, 2007-2018/ 

European Environment Agency 

 

日本の 2018 年のフロン類の破壊量は、CFC の合計が 116 トンであり、図からの判断となるが、米国の 300 ト

ン程度(2016 年)、EU の 739 トンと比べて少なくなっている。 

HCFC については、日本の 1,786 トン、米国の 700 トン程度(2016 年)、EU の 578 トンと、日本が数倍多くな

っており、HFC については、日本の 2,457 トン、米国は公表情報なし、EU の 350 トン程度(HFC-23 を除く)と日

本は EU の 7 倍破壊していることになる。 
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③ODS/HFC の破壊に係る廃棄物に係る規定 

米国における ODS の破壊施設は、廃棄物処理施設として、資源保存回復法（Resource Conservation and 

Recovery Act : RCRA）の規定の適用を受けるが、冷媒として使用されていた ODS の破壊のみを行う施設は除

外されており、RCRA の規定の適用を受けない。前出表にある A-GAS Americas 社の施設はこの RCRA の適

用を受けていない。 

冷媒以外の ODS の処理も行う施設は、RCRA の適用を受け、有害物質の処理、貯蔵、廃棄を行う施設

(Treatment, Storage or Disposal Facilities; TSDFs)に廃棄物分析計画(Waste Analysis Plans(WAPs)の策定が

義務付けられ、受け入れる有害廃棄物の事前の特性の明確化や効果的な処理や管理の方法の検討が求め

られている7。 

米大気清浄法(Clean Air Act)と資源保存回復法(RCRA)に基づく破壊施設における ODS の測定の内容は

以下の通り。 

 

(i)ODS を破壊するためのパフォーマンステストの実施と継続的なモニタリング 

米国連邦規則集 Title 40 環境保護 Part 63 有害大気汚染物質に対する国家排出標準では、各有害廃棄

物の流れ毎の分析と適用可能であれば大気有機汚染物質の概算量、テストプロトコル、そこに留まる時間など

を含む有害廃棄物燃焼ユニットの性能測定計画(performance test plan)を規定している8。 

性能測定は、初期(initial comprehensive performance test)、2 回目(Comprehensive performance test：初期

から 61 か月以内)、確認(Confirmatory performance test：2 回目から 31 か月以内)の 3 回の実施が求められて

いる。 

破壊施設には、このパフォーマンステストを通じた初期のライセンス取得時に DRE が達成されることを実演す

ることが求められ、焼却ユニットの変更などが行われた場合などにも、再テストや追加的なテストの実施が求め

られる可能性がある、とされている。 

性能の測定は、パフォーマンステストを通じて実演され、実際の運転では各項目について、排出基準

(emission standards)の順守を確保する継続的なモニタリング(continuous monitoring systems)が必要とされる。 

 

(ii)組成確認のためのサンプリングの方法 

RCRA に基づき、TSDFｓによって取り扱われる廃棄物の特性は、オリジナルの物理的な形状、化学的な組成、

そして不純物が除かれた状態を保ち採取、取り扱われた代表するサンプルにより明らかとされなければならな

い、とされている9。 

サンプルの方法と頻度は、40 CFR Part 63 - NATIONAL EMISSION STANDARDS FOR HAZARDOUS AIR 

POLLUTANTS FOR SOURCE CATEGORIES に準じることになるが、実際には、TSDFｓに求められる WAPｓに

含めるべき廃棄物の再評価に係る頻度やレギュラーベースでのスケジュールについては明確に示されていな

い。事例として、RCRA の付属書 I、Part261 に、極めて粘性の高い物質については ASTM Standard D140-70

を、粉々にされたもしくはパウダー状の物質は ASTM Standard D346-75 を参考とすることなどが示されている。 

                                              
7 40 CFR Parts 260 – 279、§§264/265.13 
8 Regulation 40 CFR Part 63.1207 
9 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2015a. Waste Analysis at Facilities that Generate,Treat, Store, and Dispose of 

Hazardous Wastes: A Guidance Manual, Final. April 2015. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-

04/documents/tsdf-wap-guide-final.pdf. 

United States Environmental Protection Agency (EPA). 2015c. RCRA Waste Sampling Draft Technical Guidance Planning, Implementation, and 

Assessment. October 2015. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/rwsdtg_0.pdf . 
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(iii)サンプリング分析の方法 

RCRA に基づき、TSDFｓに策定が求められる WAPｓでは、廃棄物の分析のための変数と、変数による論理的

な根拠を特定することが求められている10。 

HFC を含み、VOCｓなど、廃棄物のサンプルの有機合成物分析には、多くの場合、ガスクロマトグラフィー

(GC)と質量分析(mass spectrometry; MS)が用いられる。 

 

図表 27 有害廃棄物分析のための EPA の方法論の樹形図(★が ODS/HFC に該当、ただし液状) 

 

出典 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2015b. Safe Disposal Procedures for Household 
Appliances that Use Refrigerants. August 2015. Available online at: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-
08/documents/safe_disposal_procedures_for_household_appliances_that_use_refrigerants.pdf. 

 

EPA Method 5030 は先にも示した通り、現在、5030C として公開されている方法で、「Validated Test Method 

5030C: Purge-and-Trap for Aqueous Samples（水性試料のためのパージ＆トラップ分析 ）」がその名称であり、

沸点が 200℃以下で不溶性もしく溶けにく揮発性有機化合物のために使用される方法である。 

8240 は現在、8240B として公開されている方法で、「Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography 

/MASS Spectorometry(GC/MS)がその名称であり、固形廃棄物中の揮発性有機化合物を特定するために使

用される方法である。 

 

(iv)モニタリング 

DRE 

 DRE は、Title 40 環境保護 Part 270 環境保護庁の管理された許可プログラムのセクション 266.104 で

規定され、有機有害物に対して、99.99%の達成が求められている。 

 DRE は、許可を得る段階で実演(demonstrate)することが求められ、720 時間を超えない運転を実施する

などの規定が設けられている11。 

 DRE は、1-(排出/投入)×100 で計算され、投入とは、ボイラーもしくは焼却炉で燃焼される有害廃棄物

に含まれる単体の有機有害物の投入量(Mass feed rate)であり、排出とは、大気中に放出される前の排

出ガス中に存在している投入した単体の有機有害物の排出量(Mass emission rate)である。 

 

                                              
10§§264/265.13(b)(1) 
11 § 270.66 Permits for boilers and industrial furnaces burning hazardous waste 

揮発性物質 準揮発性物質 

現 8240 

★ 

★ 
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供給流量 

 RCRA に基づき、破壊施設の運転者は、破壊施設で ODS を処理する前に ODS を含む物質の質量を

特定しなければならない。 

 破壊施設に投入する流量は、フローメーターにより測定されなければならず、フローメーターは、廃棄物

の性状に応じて、固形物質用、液状物質用、ガス状物質用が設置される。 

 ODS のように圧縮されたガスは、ガスフローメーターを使用して圧縮ガス容器から独立したメーターによ

り測定され、液状物質についても同様に、液状物質用のメーターにより独立して測定される。 

 測定は、ODS を含む物質として行われるため、ODS 単体の供給流量は、直接的には測定されず、間接

的に特定される12。 

 有害廃棄物の供給流量の範囲を含め、適用限界を順守した供給流量の監視と記録のための性能測定

計画を求めている。供給流量は、単位時間毎に質量として記録されなければならない。この手順により

廃棄物の構成が特定された時点で、廃棄物に含まれる ODS と焼却装置に対する廃棄物の供給流量か

ら ODS の供給流量が計算される。 

 

ODS の反応区域中の滞留時間 

 焼却装置の反応区域中の ODS の滞留時間は、直接的には測定されず、排出ガスの供給流量と反応

装置の形状から計算される。 

 

反応区域中のガス温度 

 反応区域中のガス温度は、焼却装置内に設置された熱電温度計により測定される。RCRA は、DRE の

決定のための焼却炉性能測定計画の一つのパートとして、焼却装置燃焼温度の特定を求めている13。 

 

排出ガスと排気流量 

 タイプ S のピトー管(流体の流れの速さを測定する計測器)で測定された平均的な速度水頭(velocity 

head; 流体が持つ力学的なエネルギーを水頭と言い、速度水頭とは、流体が持つ速度エネルギーのこ

とである。流体が持つエネルギーにはその他、圧力エネルギーと位置エネルギーがある)とガスの濃度を

特定するプロセスを説明する EPA の方法により特定することができる14。 

 

廃棄物の流れの中での全ハロゲン負荷 

 廃棄物の流れの中の全ハロゲン含有量は、米国 EPA が定める、RCRA に基づく有害廃棄物のテスト方

法である SW-846(Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods)に規定されて

いる方法 5050 と 9054A により特定される。 

 5050 は、固形廃棄物、油、燃料などの中の塩素、臭素、フッ素といったハロゲンの量を測定する方法で

ある。9054A は、イオンクロマトグラフィー分析を経て、塩化物アニオン、臭化物アニオン、フッ化物アニ

オンを測定する方法である。 

 

 

                                              
12 Regulation 40 CFR Part 63.1209 
13 40 CFR Part 63.1209(j) 
14 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2017b. Method 2: Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate 

(Type S Pitot Tube). February 2017. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/method_2.pdf. 
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排出ガス中の酸素容量 

 排出ガス中の酸素容量は、酸素の継続監視システムを使った酸素濃度の分析と排出ガスの採取を含

む方法により測定される15。 

 酸素の継続監視システムは、排ガス中の酸素容量を継続的に測定し、測定された濃度を記録し続ける。 

 米国連邦規則集 Title 40 新規の固定汚染源のための性能標準 Part 60 の付属書 B に概要が記され

た、酸素の継続監視システムのための性能仕様は、導入と計測地点の制約、必要とされる様々なテスト

手法、その他継続監視システムの受容性評価を実施する際のドリフト及び誤差の矯正を含む事項が特

定されている。 

 

排出ガス中の一酸化炭素 

 排出ガス中の一酸化炭素容量は、一酸化炭素の継続監視システムにより特定される。このシステムは、

先と同様、米国連邦規則集 Title 40 新規の固定汚染源のための性能標準 Part 60 の付属書 B により

性能仕様が既定されている。 

 

排出ガス中の ODS 

 排出ガス中の ODS 容量は、直接的には測定されず、そもそも、連邦規定で排出ガス中の ODS を直接

測定することを求めた規定は存在しない。 

 代わりに ODS の流量と性能試験から特定された焼却装置の DRE から計算される。例えば、焼却装置の

DRE が 99.99%とされている場合、ODS/HFC を含む VOCs も 99.99%を達成する、という考え方である。 

 

流出質量と排出された固形物の量 

 流出物の量は容器に回収された流出物により特定される。固形物の量は、EPA 方法 1684 及び乾燥前

後のサンプル質量の比較により特定される16。 

 

流出物と固形さ中の ODS 濃度 

 流出物と固形残さ中の ODS 濃度は、EPA 方法 8260 により測定される17。 

 ただし、連邦規定で流出物と固形残差中の ODS 濃度の測定を求めた規定は存在しない。 

 

排出ガス中の PCDD/PCDF、粒子状物質、HCl、HF、HBr の濃度 

 排出ガス中の PCDD/PCDF、粒子状物質、HCl、HF、HBr の濃度は、米国 EPA が定める、RCRA に基

づく有害廃棄物のテスト方法である SW-846 で規定されている方法 0023A や 8290A、EPA 方法５

(method5)、EPA 方法 26A より測定される18。 

                                              
15 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2017c. Method 3A: Determination of Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations in 

Emissions from Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure). March 2017. Available online at: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/method_3a.pdf. 
16 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2001. Method 1684: Total, Fixed, and Volatile Solids in Water, Solids, and Biosolids. 

January 2001. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/method_1684_draft_2001.pdf. 
17 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2017a. Method 8260D: Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry. February 2017. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-

04/documents/method_8260d_update_vi_final_03-13-2017.pdf. 
18 United States Environmental Protection Agency (EPA). 1996. Method 0023A: Sampling Method for Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and 

Polychlorinated Dibenzofuran Emissions from Stationary Sources. December 1996. Available online at: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015- 12/documents/0023a.pdf. 

United States Environmental Protection Agency (EPA). 2007a. Method 8290A: Polychlorinated Dibenzop-dioxins (PCDDs) and Polychlorinated 
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 方法 0023A は、PCDD/PCDF の抽出とサンプリングのプロセスを、8290A は高解像度の GC と MS を使

った PCDD/PCDF の分析方法をそれぞれ示している。 

 方法 5 は、粒子のサンプリングの手順とその質量の測定法を示している。 

 方法 26A は、イオンクロマトグラフィーによって測定されたハロゲン化イオンを形成する酸性溶液中に蒸

発及び溶解されたハロゲン化物もしくはハロゲンおよび、サンプル化された排出物によるプロセスを示し

ている。 

 連邦規定で排出ガス中の HF と HBｒ濃度の測定を求めた規定は存在しない。 

 

流出物と固形残さ中の PCDD/PCDF 濃度 

 流出物と固形残さ中の PCDD/PCDF、粒子状物質、HCｌは方法 8290A により測定される。ただし、この

手法は必ずしも実施される必要はない。 

 

(v)記録保存と報告 

米国連邦規則集 Title 40 環境保護 Part 63 有害大気汚染物質に対する国家排出標準(Title 40. 

Protection of Environment>Chapter I. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY>Subchapter C. AIR 

PROGRAMS>Part 63. NATIONAL EMISSION STANDARDS FOR HAZARDOUS AIR POLLUTANTS FOR 

SOURCE CATEGORIES)では、米国環境庁に四半期ごとに報告すべき内容及び保存すべき書類が規定され

ている。施設は、適用される排出標準を順守することを示す文書の作成も義務付けられている19。これは CFC

や HCFC など管理物質の生産等に係る順守状況を管理することを目的としている。 

同標準では、記録や報告すべきデータの測定方法等については規定されていない。 

 

米大気清浄法 定置型冷蔵機器及びエアコンディショナーに対する Section608(Section 608 of the Clean Air 

Act for stationary refrigeration and air conditioning)では、2018 年 1 月に、定置形冷蔵機器及びエアコンディ

ショナーに係る技術者は、5 から 50 ポンド(約 2.3～22.7kg)の冷媒(HFC を含む)を使用した機器の廃棄記録を

保有することが義務付けられた。 

2019 年 1 月現在 技術者は、50 ポンド以上の冷媒を含む機器の所有者に対して送付する請求書に、冷媒

の量を明記することが義務付けられている。50 ポンド以上の冷媒を含む機器の所有者及び運転者は、冷媒の

含有量を示すサービスレコードを保有することが義務付けられている20。 

 

なお、回収 ODS は、有害廃棄物であることから、排出から輸送、処理に係る一連のプロセスに係る主体は、

米国 EPA と DoT(運輸省)による有害廃棄物マニュフェストシステム(Hazardous Waste Manifest System)の適用

を受ける。 

  

                                              
Dibenzofurans (PCDFs) by High-Resolution Gas Chromatography/High-Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS). February 2007. 

Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-01/documents/sw846method8290a.pdf. 

United States Environmental Protection Agency (EPA). 2019a. Method 5: Determination of Particulate Matter Emissions from Stationary 

Sources. January 2019. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-08/documents/method_5_0.pdf. 

United States Environmental Protection Agency (EPA). 2019b. Method 26A: Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from 

Stationary Sources Isokinetic Method. January 2019. Available online at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-

06/documents/method_26a.pdf. 
19 § 63.1211 What are the recordkeeping and reporting requirements? 
20 United States Environmental Protection Agency (EPA). 2019c. Major Recordkeeping Requirements for Stationary Refrigeration. Accessed 

October 2019. Available online at: https://www.epa.gov/section608/major-recordkeeping-requirements-stationary-refrigeration. 
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図表 28 40 CFR Part 82 に基づく破壊施設に対する ODS の記録の保存と報告に係る規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 米国環境保護庁ホームページ https://www.epa.gov/ods-phaseout/ozone-depleting-substances-ods-

recordkeeping-and-reporting 
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欧州では、使用済みとなったフロン類は、EU における廃棄物リスト(European List of Waste (LoW) 

(Commission Decision 2000/532/EC))に基づき次のように分類されている。 

 

図表 29 European List of Waste に基づく使用済みフロン類が関係する廃棄物の有害性分類 

14 有機溶剤、冷媒、噴射剤廃棄物 

14 WASTE ORGANIC SOLVENTS, REFRIGERANTS AND PROPELLANTS 

14 06 01 CFC(chlorofluorocarbons), HCFC, HFC  AH 

14 06 02  
その他のハロゲン化された溶剤と混合溶剤 

other halogenated solvents and solvent mixtures  
AH 

16 このリスト上で特定されない他の廃棄物 

16 WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST 

16 02 11  
CFC、HCFC、HFCを含む廃棄された機器 

discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC  
MH 

16 02 14  
16 02 09 から 16 02 13 以外の廃棄された機器 

discarded equipment other than those mentioned in 16 02 09 to 16 02 13  
MNH 

16 05 04  
有害物質を含む圧力容器の中のガス（ハロンを含む） 

gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances  
MH 

16 05 05  
16 05 04 以外の圧力容器の中のガス 

Gases in pressure containers other than those mentioned in 16 05 04  
MNH 

17 建築及び解体廃棄物（不純物が混ざったサイトで掘り起こされた土を含む） 

17 CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES (INCLUDING EXCAVATED SOIL FROM CONTAMINATED SITES) 

17 06 03  
有害物質で構成されるもしくは含むその他の取り付けられた器具 

Other insulation materials consisting of or containing hazardous substances  
MH 

17 06 04  
17 06 01 と 17 06 03 以外の取り付けられた器具 

Insulation materials other than those mentioned in 17 06 01 and 17 06 03  
MNH 

20 都市ごみ 

20 MUNICIPAL WASTES 

20 01 23 
CFC、HCFC、HFCを含む廃棄された機器 

discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC  
AH 

AH（Absolute Hazardous Entry）：完全な有害性として登録されるもの 

ANH（Absolute Non-Hazardous Entry）：完全に非有害性をして登録されるもの 

MH（Mirror Hazardous Entry）：特別なケースや廃棄物の構成によって、他のソースから判断して有害性として登録

されるもの 

MNH（Mirror Non-Hazardous Entry）：特別なケースや廃棄物の構成によって、他のソースから判断して非有害性と

して登録されるもの 

出典 Study to develop a guidance document on the definition andclassification of hazardous waste / Reference: 

07.0201/2014/SI2.697025/EU/ENV.A.2 / − FINAL REPORT − / 4 December 2015 から NRI 作成 

 

上記表から、EU では、基本的に廃棄されたフロン類は有害性のある廃棄物として取り扱うことが求められて

いる物質となる。 

ドイツでは、ドイツ環境省によると、有害性廃棄物は、“Sondermüll” (special waste)という言葉で表され、ドイツ

の法律上、明確に有害性廃棄物を規定したものは存在しない、とされている。 

一方で分類については、先の EU の LoW が用いられている。 

ドイツにおける有害廃棄物(ドイツでは先にも述べた通り、Special waste とされるが、本調査では有害廃棄物と

記載する)は、Waste Management Act (KrWG)の 47(1)パラグラフで言及されている通り、発生抑制及び管理に

ついては、連邦政府の管轄となっている。廃棄物の排出主体は、(a)廃棄物の種類、量、組成、(b)処理を行うこ
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とを想定している施設、について地方政府に届け出ることが必要とされている。届け出により、地方政府の機関

は当該廃棄物の処理に適切な施設を指定する。 

「廃棄物の回収と排出記録条例(Ordinance on Waste Recovery and Disposal Records)」は、有害廃棄物の回

収と排出のモニタリングと監視を司る規定である。監視は、廃棄物の回収と排出記録(Waste Recovery and 

Disposal Record (Entsorgungsnachweis))と呼ばれる書類を通じて実施され、事前の許可が必要とされる、廃棄

物を発生させる主体により用意され、同主体と環境に配慮した処理技術を有した廃棄物処理を担う機関との間

で交わされる、移送用様式(Transport Form(Begleitschein)と移送受領書(Transfer Receipt (Übernahmeschein))、

廃棄物の回収と排出記録(Waste Recovery and Disposal Record)から成り立っている。 

移送用様式と移送受領書は、事前に認証された技術が個々の廃棄物の状況に応じて適用されることが確実

とされる確認を経て、書類化されることが許される。 

特別な廃棄物を管理する企業条例(Ordinance on Specialised Waste Management Companies)に従い認証を

受けた廃棄物処理業者によって廃棄物が処理される場合には、管轄機関による承認は省かれることが可能と

なる。移送用様式の検証手順は、連邦政府により電子的に実施される。なお、廃棄物の回収と排出記録条例

は、家庭から排出される廃棄物のように、少量のものについては、対象とされない。 

 

欧州では、破壊のためのインセンティブが存在しないことから、例えば、ブルガリア環境省が公表した資料21

によると、インセンティブがないことが、大気中への放出を助長している、と分析している。 

 

ドイツでは、回収された冷媒は、リサイクル、再生、破壊のために処理業者に輸送される。リサイクル業者のレ

ベルでは、冷凍機油や水分、不純物を取り除く作業が実施され、再生業者は、新品と同様のクオリティになる

までの処理を実施している。ただし、現状では、新品が安価であることから、再生が実施されている例はほぼ無

いとされている。破壊については、燃焼分解されるか、化学的に分解されるかのどちらかであり、化学メーカー

の施設では、ODS を塩酸(HCl)やフッ化水素(HF)などに分解されている例もある。 

 

HFC を含め回収されたフロン類は、先にも記述した通り、有害廃棄物に分類され、その処理は加盟国や地

域の規定に基づき実施されるが、加盟国全てにフロン類の破壊に係る認定施設が存在しないことから、破壊を

目的としたフロン類の国際輸送については、EU 指令が存在する。 

  

                                              
21 mplementation and enforcement of EU regulations on fluorinated greenhouse gases (F-gases) und ozone-depleting substances (ODS) in 

Bulgaria / 2017 / Environmental Research of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 
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③米国炭素登録所(The American Carbon Registry (ACR))による ODS の測定 

ACR は、1996 年に設立された最初の民間の自主的な温室効果ガスの登録機関であり、自主的で制御され

た炭素市場を運営している。 

ACR は、高い GWP を有する発泡剤フォームおよび断熱材の破壊を厳格に定め、破壊による GHG 排出量

を削減するための方法論をとりまとめた資料を公表している22。 

この資料は、カリフォルニア環境保護庁が 2011 年 10 月 20 日に採決した資料23のアップデート版として位置

付けられている。 

対象は、高い GWP を有する断熱材から回収された発泡剤、冷媒、医療用噴射剤、消火剤であり、冷媒につ

いては、CFC-11、CFC-12、CFC-13、CFC-113、CFC-114、CFC-115、HCFC-22 のみが対象とされている。 

炭素市場を対象とした破壊であり、破壊量の厳密な測定が求められている。 

 

破壊量の厳密な測定 

 シリンダーやドラムなどの容器内に回収された上記対象物質は、破壊実施の前と後に容器ごとに質量を測

定する。破壊実施の前は破壊実施前の 48 時間前以内に、破壊実施実施後は、終了後 48 時間以内に測

定することが求められている。 

 測定は回収容器別に実施され、個別にサンプルが採取される。 

 破壊を実施する主体が、破壊する物質を保持している間にサンプルが採取される必要がある。 

 サンプルは、破壊により炭素クレジットを得ようとするプロジェクトの提案者と関係しない技術者が採取

する必要がある。破壊施設がプロジェクト提案者である場合、外部の技術者がこのタスクを実行する必

要がある。 

 サンプルは、1 ポンド以上の容積で、適用される DOT 要件(米国運輸省が定める要件)を満たす、清潔

で完全に真空化されたサンプルボトルで採取する必要がある。 

 各サンプルは液体の状態で採取する必要がある。 

 サンプルごとに 1 ポンドが最小のサンプルサイズとなる。 

 各サンプルには、採取元の容器別に個別ラベルを付けて追跡し、次のすべての情報を記録する必要

がある。 

 サンプルの日時 

 プロジェクト提案者の名前 

 サンプルを採取する技術者の名前 

 サンプルを採取する技術者の雇用者 

 サンプルが抽出された容器の容積 

 サンプリング時の周囲温度 

 サンプリングの時点から AHRI 認定ラボまで、サンプルを管理した主体には、紙の船荷証券24ま

たは配達証明を含む電子的な第三者追跡方法を備えた文書化が必要とされている。 

 

                                              
22 American Carbon Registry (ACR). 2017. Methodology for the Quantification, Monitoring, Reporting and Verification of Greenhouse Gas 

Emissions Reductions and Removals from The Destruction of Ozone Depleting Substances and High-GWP Foam Version 1.1. September 2017. 

Available online at: https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-methodologies/destruction-of-ozonedepleting- 

substances-and-high-gwp-foam/acr-destruction-of-ods-and-high-gwp-foam-september-2017-v1-1.pdf. 

23 Compliance Offset Protocol Ozone Depleting Substances Projects/ Destruction of U.S. Ozone Depleting Substances Banks/ California 

Environmental Protection Agency, AIR RESOURCES BOARD/ Adopted: October 20, 2011. 
24業者が荷主に対して発行する船荷を受け取ったとする書類 
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 採取されたサンプルは、米国冷凍空調暖房工業会（AHRI）が認定するラボにおいて、AHRI standard 70025

を使用して分析し、サンプルの各成分の質量割合と識別を確認する。分析は次に従うものとする。 

 破壊対象物質の識別 

 ガスクロマトグラフィーを使用した質量に基づく破壊物質の純度(%)。 

 100 万分の 1 単位の水分含有レベル。各サンプルの水分含有量は、サンプル採取時の記録温度に

基づいて、対象破壊物質の飽和点の 75％未満でなければならない。 

 非混合物の場合、飽和点は主要な ODS または高 GWP 発泡剤種の飽和点とする。 

 混合物の場合、飽和点は、組成の少なくとも 10％を構成する任意の成分の最低飽和値とする。 

 高沸点残量物(HBR)の分析。質量で 10％未満でなければならない。 

 混合物の場合、その他の破壊物質の分析、およびそれらの質量パーセント。 

 

 混合物の場合は以下の事項を遵守する必要がある。 

 サンプリングは、破壊施設もしくは破壊施設に運ばれる前に実施される。 

 回収容器の物流とサンプリングは契約された第三者として、適切に訓練された個人により実施されな

ければならない。 

 容器には、固形の内部障害物があってはならない26。 

 容器の内部は充填される前に完全に真空になっていなければならない。 

 容器には液相および気相の破壊物質をサンプリングするためのサンプリングポートが備わって

いなければならない。 

 サンプリングポートは容器全体の 1/3 程度の中央部に位置していなければならない(両端にあ

ってはならない)。 

 容器とそれに関連する装置は、単一の容器の場合、閉鎖された系で混合物を下部から上部に

循環させることができなくてはならず、二つの容器が使われている場合は、一つの容器の下部

から他の容器の上部まで混合物を循環させることができなくてはならない27。 

 上記が満たされた場合、混合物は次のように循環させる必要がある。 

 液体混合物は、単一の容器の液体ポート(liquid port)から蒸気ポート(vapor port)に、二つの容

器が使われている場合、一つの容器の液体ポートから別の容器の蒸気ポートに循環させる28。 

 容器の体積の 2 倍に等しい混合物の体積を循環させなければならない29。 

 質量と体積を変換する場合、混合物は液相状態でなければならない。 

 循環は少なくとも 30 ガロン/分の速度で実施される必要がある30。 

 開始時間と終了時間が記録されなければならない。 

 循環が完了してから 30 分以内に、一つの容器の最下部の液体ポートから、最低 2 つのサンプルを採

取するか、2 つの接続された容器が使用された場合、各容器の液体ポートから最低 2 つのサンプルを

採取する必要がある。 

                                              
25 http://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARDS/AHRI/AHRI_Standard_700_2019.pdf 

26 原文は、「The containers have no solid interior obstructions」 

27 原文は、「The containers and associated equipment can circulate the mixture via a closed loop system from the bottom to top for a single 

container, or from the bottom of one tank to the top of another tank if two connected containers are used」 

28 原文は、「Liquid mixture shall be circulated from the liquid port to the vapor port for a single container, or from the liquid port of one tank 

into the vapor port for another tank if two connected containers are used」 

29 原文は、「A volume of the mixture equal to two times the volume in the container shall be circulated」 

30 原文は、「Circulation must occur at a rate of at least 30 gallons/minute」 
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 採取されたサンプルは AHRI の認定ラボで分析されなければならない。 

 プロジェクトの提案者は、両方のサンプルの結果を使用して、プロジェクトの GHG 排出削減量を計算

し、排出削減量が少ないサンプルを選択する必要がある。 

 

  



 

48 

3. モントリオール議定書関連 

(1)第 41 回モントリオール議定書公開作業部会（OEWG41） 

(1)-1．開催概要 

OEWG41 開催概要 

日時  01 July 2019 - 05 July 2019 

場所  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific（United 

Nations Building Rajdamnern Nok Avenue Bangkok 10200 Thailand） 

参加国  Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 

Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bosnia and 

Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 

Cambodia, Canada, Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 

Croatia, Cuba, Czechia, Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti, Dominican 

Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, European Union, Fiji, 

Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Grenada, Guatemala, 

Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), 

Iraq, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, 

Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, 

Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, 

Micronesia (Federated States of), Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, 

Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, 

North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Poland, Portugal, Republic of 

Korea, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, 

Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Solomon Islands, 

Sri Lanka, State of Palestine, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, 

Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Uganda, 

United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United 

Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, 

Viet Nam, Zambia, Zimbabwe. 

議長国  Ms. Laura-Juliana Arciniegas (Colombia)  

 Mr. Alain Wilmart (Belgium) 

日本側参加者 

（敬称略） 

 外務省地球環境課：福田主査 

 環境省フロン対策室：馬場室長、中村課長補佐、土岐・他 1 名（プレック総合研究所） 

 消防庁予防課：田中設備係長、八木（能美防災） 

 経済産業省オゾン層保護等推進室：三谷専門職員、日下（野村総合研究所） 

 

(1)-2．議事概要 

議題 1. Opening of the meeting 

 Mr. Apichin Jotikasthira 氏（Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry, Government of Thailand）挨拶 

 特記事項なし。 

 Ms. Dechen Tsering 氏（Director of the UN Environment Program, Office for Asia and the pacific）挨拶 
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 特記事項なし 

 Ms. Tina Birmpili 氏（Executive Secretary, Ozone Secretariat）氏挨拶 

 特記事項なし 

 

議題 2. Organizational matters 

 概ねオゾン事務局提出の Provisional Agenda がそのまま採用された。MOP31 に向けた“Roma Declaration”が

議題 14 に追加された。本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

(a) Adoption of the agenda 

 EU： MOP31 において採択予定の“Roma Declaration”に関する議論を議題 14 に追加すべき。 

 オーストラリア：議題 5（c）においてオゾン層破壊物質（ODS）及び HFC について議論したい。 

(b) Organization of work 

 特記事項なし 

 

議題 3. Unexpected emissions of trichlorofluoromethane (CFC-11) (decision XXX/3) 

 SAP より別添資料「SAP_CFC-11_presentation_OEWG41_Bangkok_v3.pdf」について、TEAP より「Presentation 

TEAP TF CFC-11_41st OEWG.pdf」についてプレゼンテーションが実施された。 

 TEAP からの暫定調査によると、ＣＦＣ１１排出のうち４０～６０％は中国東部であることが明示された。同時に世界

全体の放出量を特定するには限界があるとも指摘された。中国は今般の大量放出の原因が、自国の違法製造

が原因であるという見解には否定的な主張を述べ、同時に原因特定のために、一致団結して取り組むべきであ

るとした。 

 プレナリーでは CFC11 の発生源や観測方法、議定書不遵守国への対応方法を巡って質問が続き、コンタクトグ

ループでの議論が継続された。SAP、TEAP の質問に対する回答はリアルタイムで正確な情報を収集するのに

は限界があり、詳細は引き続きの調査が必要であるとするものが多かった。対処方法としてモニタリングの強化や

観察ステーションの増設等が提案されたが、本件の決定は MOP31 に先送りされた。 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 中国：ポリウレタンフォームの製造及び発泡剤の市場での使用に関する情報を TEAP に提出した。また、順

守に向けたキャパシティビルディングに関するセミナーを北京にて開催し、CFC-11 及び関連事項について

の討議を行った。さらにオゾン層破壊物質（CFC、HCFC）、及びハイドロフルオロカーボン（HFC）を特定す

るために、観測ステーションの建設及び 6 か所での研究所の増設を検討している。 

 ドミニカ共和国、ジョージア：TEAP、SAP のアセスメントにおいて、人為的か自然発生的かを定める手続きは

どうなっているか。 

 SAP：科学的根拠に基づいて推察している。 

 アメリカ、EU：追加の情報収集が必要である。コンタクトグループにおいて議論を継続する必要がある。南半

球における CFC-11 の排出の可能性、CFC-11 排出のインパクト、ロケーション追加の必要性について検討

する必要がある。 

 カナダ：アメリカの意見に同意する。排出量の説明は納得のいく数値ではなく、排出企業は 1 社ではなく複数

社いる可能性があるのではないか。CFC11 及び CFC12 についてはより詳細な調査が必要。TEAP の情報収

集に加えて、予期せぬ CFC11 の排出に関するシンポジウムを開催することも一案と考える。具体的な実施方

法について、①技術的な側面を TEAP と SAP と協議しつつ検討する、②制度強化、③モニターとレポートの

結果に基づいて中国と協議を継続する等の方法が考えられる。コンタクトグループで議論を継続すべき。 
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 日本：本件への理解に大変役立つレポートを提出頂いた、TEAP 及び SAP の貢献に感謝する。予期せぬ

CFC-11 の排出の原因及び対策が十分に講じられることがなければ、ドナー基金の主要な拠出国としては、

国民の理解を得ることもできず、貢献を続けることは出来ないものと考える。また、日本ではフロン排出抑制法

を改正し、上流から下流までのフロンのライフサイクル全体にわたって規制する仕組み及び温室効果の高い

代替フロンに代わる新冷媒の開発・普及に向けた取組も進めており、上流から下流までの効果的・実際的な

規制が為されることを期待する。 

 ノルウェー：TEAP 提出のレポートからも、透明性とデータ提出が状況をよく理解するためにも追加の情報が

必要である。TEAP への追加調査を依頼する。 

 オーストラリア：グローバルなモニタリングが必要であると考える。調査の継続及びコンタクトグループでの議

論に賛成である。 

 アルゼンチン：コンタクトグループの開催に同意する。 

 ガンビア：モニタリングが重要。 

 セネガル：情報収集が重要であり、観察ステーションを増設することは有益である。この問題はコンタクトグル

ープにて協議するのが大切であり、アメリカ、アルゼンチンの提案に賛成である。 

 ブルキナファソ：調査を継続すべきと考える。 

 バーレーン：コンタクトグループにて議論を継続したい。 

 クウェート：議定書加盟国は５条国、非５条国のいずれの場合も平等に扱われる必要がある。将来的にグロー

バルな包括的モニタリング及び追加的な義務が発生する場合は５条国、非５条国の双方に履行の義務が課

せられるべきである。 

 アルメニア：クウェートの意見に賛成である。今後ギガリ修正への加盟により一層取締を強化する必要がある。 

 コンタクトグループにおける議論 

 コンタクトグループにおいては具体的な対処方針及び会合体の権限を巡って議論が継続された。地域別・国

別のモニタリング強化が必要であり、そのための観察ステーション増設、モニタリング基準年の設定、潜在的

使用量の特定（CTC の用途等）について議論された。 

議題 4. Terms of reference for the study on the 2021–2023 replenishment of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol 

 非５条国が前回の TOR と同内容での採択を主張するのに対して、５条国からは TOR への追記、特にギガリ改

正に伴うコストに関する記述や追加的な設備・サービスに関する記述を追記するように要請があった。コンタクト

グループが設置され、一部５条国の要請を反映する形で同様の議論の議論が継続され、下記 CRP8 が提出さ

れた。 

CRP8 ： Terms of reference for the study on the  2021–2023 replenishment of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol 

コンタクトグループによる提案 

モントリオール議定書の実施のための多数国間基金の補填の調査に関する以前の付託事項についての締約国の決

定を喚起し、また、多数国間基金の以前に行われた補填に関する締約国の決定も喚起し、 

1. 技術経済評価パネルに、第 32 回締約国会合提出用の報告書の作成し、第 32 回締約国会合で 2021 年から

2023 年の多数国間基金の補填の適切な水準に関する決定を採択することが可能になるように、第 42 回公開

作業部会会合を通じて当該報告書の提出を行うことを要請する。 

2. 本決定の上記第 1 項における報告書の作成にあたって、技術経済評価パネルは、特に以下を考慮に入れる

べきである。  

(a) 決定が 2021 年から 2023 年の間の多数国間基金の支出を必然的に伴うものである範囲において、

[[決定 XXVIII/2 の特に低消費国及び極低消費国の特別なニーズに関連した事項]ならびに中小企

業の特別なニーズに関連した事項に特に注意し]、モントリオール議定書締約国及び多数国間基金

執行委員会によって合意されたすべての規制措置及び関連する決定、ならびに第 31 回締約国会

合の決定及び執行委員会の第 85 回会合までの会合における決定。  
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CRP8 ： Terms of reference for the study on the  2021–2023 replenishment of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol 

   [低消費国及び極低消費国に関する潜在的なコスト] 

(b) すべてのモントリオール議定書第 5 条第 1 項適用締約国（第 5 条締約国）が、締約国会合の決定

XIX/6 ならびに承認された HCFC 段階的削減計画の下での第 5 条締約国による延長後の確約[及

び決定 XXXVIII/2]を考慮に入れて、モントリオール議定書第 2A 条から 2J 条の遵守の達成もしくは

維持、またはその両方を実現することが可能となるように資源を配分する必要性。 

(c) [既存の監視、検証及び報告体制を通じて強化及び改善された監視を確保し、持続可能な遵守を確

保し、[すでに実現されたオゾン及び気候上の利益の反転を防止する]ために、資源を配分する必要

性] 

(d) 執行委員会の第 85 回会合までのすべての会合で合意された、[制度強化[ならびにセクター及び国

の HCFC 段階的削減計画]を含むがこれらには限定されない]投資プロジェクト及び非投資プロジェ

クトへの資金供与の適格性を判定するための決定、規則及びガイドライン。 

(e) [HFC の段階的削減計画の策定のために資源を配分する必要性] 

(f) [HFC の段階的削減の間、低 GWP または GWP ゼロの技術及び装置のエネルギー効率の維持もし

くは向上またはその両方のために資源を配分する必要性] 

(g) [GWP ゼロまたは低 GWP の HFC の代替品の導入ならびにサービス及び最終利用者セクターにお

けるエネルギー効率の維持への資源の配分] 

3. [技術経済評価パネルは、地球温暖化の潜在性、エネルギー使用、[安全性、]及びその他の関連要素を考慮

して、]第 5 条締約国に低 GWP または GWP ゼロの代替法の使用を奨励することに伴う HCFC の段階的削減

のために必要な推定資金供与の資源の数値の素案を提供するべきである。 

4. [技術経済評価パネルは、モントリオール議定書のキガリ改正に従った HFC の段階的削減に必要なあらゆる

資源の数値を提供するべきである。] 

5. [第 5 条締約国が、附属書 F に掲げ、第 2J 条に基づいて規制される HFC の段階的削減に関連した当初活動

を遂行することを可能にするための追加資源の必要性。]  

6. 当該報告書の作成の際、技術経済評価パネルは、有用とみなされるすべての関連する人物、組織及びその

他の関連する情報源を含め、広範な協議を行うべきである。 

7. 技術・評価パネルは、公開作業部会の第 42 回会合の 2 ヶ月前にすべての締約国に配布することが可能にな

るように、報告書を早めに完成させるよう努力するべきである。 

 

技術経済評価パネルは、2024 年から 2026 年の期間及び 2027 年から 2029 年の期間について、素案となる数値を提

供するべきである。これらの数値は資金供与の安定的かつ十分な水準を支えるものであり、今後の補填に関する調査で

更新されるという理解に基づいて提供されるべきである。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 アメリカ：前回の TOR と同内容で構わないと考える。 

 カナダ：これまでの TOR の内容を支持する。ただし、５条国が MOP を順守するのに必要な支援を受けられ

ることが重要である。 

 メキシコ：コストに関する事項（転換費用）が盛り込まれる必要がある。MOP を順守するために必要となる新

しいサービス、システムに関する支援が必要。 

 オゾン事務局：コンタクトグループにて議論することとする。 

 

議題 5. Quadrennial assessment of the Montreal Protocol for 2018 and potential areas of focus for the 2022 assessment 

 各国からは SAP 及び TEAP の報告について、オゾン層の状況（特に南半球における影響）、オゾン層と気候変

動の関係、地域別排出状況のモニタリング等の観点から質問及び要請が続いた。最終的に以下 CRP7 が提出さ

れた。 

CRP7：Potential areas of focus for the 2022 quadrennial reports of the Scientific Assessment Panel, the Environmental 

Effects Assessment Panel and the Technology and Economic Assessment Panel 

欧州連合による提案 

科学評価パネル、環境影響評価パネル及び技術経済評価パネルのメンバー及びその世界各地の協力者による

2018 年度評価報告の作成における、特に大量の関連情報を政策立案者が有効活用するために簡潔かつ理解しやす
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CRP7：Potential areas of focus for the 2022 quadrennial reports of the Scientific Assessment Panel, the Environmental 

Effects Assessment Panel and the Technology and Economic Assessment Panel 

い様式に要約した努力の卓越し、かつ非常に有用な成果に多大な感謝と共に留意し、 

これまで部分的にしか利用可能ではなかった、多数の該当化学物質のオゾン破壊の可能性、地球温暖化の可能性、大

気中の存続期間及びその他のパラメータに関する包括的な情報を提供するために科学評価パネルが払った多大な努

力に感謝の意を表明し、 

決定 XXIX/12、[TEAP、SAP、EEAP に情報を求めたその他の該当する決定] を喚起し、 

以下を決定する。 

1. 科学評価パネル、環境影響評価パネル及び技術経済評価パネルに対し、2018 年度報告を 2022 年に更新

し、2023 年における公開作業部会及び締約国会合による検討のために 2022 年 12 月 31 日までに事務局に

提出すること、ならびに統合報告を 2023 年 4 月 30 日までに提示することを要請する。各パネルは、モントリオ

ール議定書締約国に包括的な情報を提供するために、それぞれの報告書の作成プロセスの間、すべてのセ

クター、代替案に関する情報を含め、引き続き情報交換を行うべきであることに留意する。 

2. 評価パネルに対して、決定 IV/13 に従って、評価パネルの意見で告知に値すると考えられる顕著な進展を締

約国に告知するよう要請する。 

3. 2022 年報告書について、環境影響評価パネルは、オゾン層の変化に関する最新の科学情報の査定・評価

を、将来の予測と想定と共に含めるべきである。これには以下に関連するオゾン層の変化の、気候、紫外線放

射ならびに規制物質及びその分解生成物との相互作用が含まれる。 

(a) 生物圏、種の多様性及び生態系の健全性への影響で、生物地球科学的プロセス及び全球循環へ

の影響を含む。 

(b) 人間の健康への影響。 

(c) 建設、輸送、太陽光発電用途及びマイクロプラスティックなどに関する、生態系サービス、農業及び

原料への損害などの社会経済的影響。 

4. 科学評価パネルの 2022 年報告書には以下が含まれるべきである。 

(a) オゾン層の状況評価及び将来の展開。 

(b) 全球的及び極地のオゾン評価で、南極オゾンホール及び北極の冬季／春季オゾン破壊ならびにこ

れらの現象の予測される変化を含む。 

(c) 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に適合する、特に規制物質及びその分解

生成物に関連する微量ガスの排出量、存在量及び大気中における運命の推移の評価で、かかる排

出量のボトムアップ及びトップダウン的な推定が含まれるべきである。 

(d) これらの物質の報告された生産量及び消費量との整合性の評価、ならびにオゾン層、大気及び気

候変動の状況への起こり得る影響。 

(e) 成層圏のオゾンの変化と気候変動の相互作用の評価で、オゾンと気候に対する影響の起こり得る将

来シナリオを含む。 

(f) 可能な場合、新たな問題を含む、オゾン層ならびにオゾン層保護のためのウィーン条約及びモントリ

オール議定書の目的に対して重要なその他の問題の特定及び定量化。 

(g) 太陽放射管理研究に関する関連情報が成層圏オゾン層に関連している場合、その情報。 

5. 技術経済評価パネルの 2022 年報告書には、次の項目の査定・評価が含まれるべきである。 

(a) 生産及び消費セクターにおける、技術的及び経済的に実現可能で、気候負荷が少なく、持続可能

な、規制物質の大気への排出を廃止または最小化する代替法及び実務への移行の技術的進歩。 

(b) すべての関連セクターでの規制物質の削減及び廃止のための、エネルギー効率を含む全体的な能

力を考慮に入れた、技術的及び経済的に実現可能な選択肢。  

(c) 不可欠用途のために維持されている貯蔵品などの規制物質の保有量を含む貯蔵状況、及びそれら

を廃止し、大気中への放出を回避するために利用可能な選択肢。 

(d) モントリオール議定書第 5 条第 1 項適用締約国が、残った規制物質を段階的に廃止する際、及び

すでに達成された段階的削減を維持する際に直面する困難な課題、ならびに原材料使用及び副産

物に関連する、排出防止におけるすべての締約国にとっての困難な課題。 

(e) オゾン破壊規制物質の段階的削減及びハイドロフルオロカーボンの段階的削減が持続可能な発展

に与える影響。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 SAP より別添資料「SAP_QuadAssess_OEWG_Bangkok_Monday.pdf」のプレゼンテーション、EEAP より別添資料

「EEAP OEWG-2019.pdf」のプレゼンテーション、TEAP より別添資料「TEAP 2018 Assessment Report 41st 

OEWG v4.pdf」のプレゼンテーションが実施された。 

 なお、HFC32 については資料「TEAP 2018 Assessment Report 41st OEWG v4.pdf」P.33 において、空調

機器のための必要な物質として次のように言及された。「非５条国における HCFC-22 の廃止は完了し、現
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在は５条国においても HCFC-22 の廃止が進行中である。HC－290（プロパン）、HFC－32 及び HFO ベー

スのブレンドといった新冷媒は、空調機器及びヒートポンプに使用するために継続的に導入されている。コ

ンポーネントとシステムの最適化は設計上の課題となる可能性がある。 また、安全規格は、特定の種類の

製品では、いくつかの低及び中 GWP 可燃性冷媒に依然として制限が残っているが、すべての冷媒におい

て改訂が進んでいる。より低い GWP 冷媒への局所的な移行はいくつか起こったが、広がりはみせていな

い。」 

 

(a) Ongoing reported emissions of carbon tetrachloride  

 本件は CTC の管理方針についてスイス及び非５条国を中心に議論が交わされた。コンタクトグループが設

置されたものの、CTC の排出に関係する国が少ない点及び議定書のマンデイデイトや TEAP・SAP に対す

る負担、スコープの曖昧さ等の指摘が続き、議論は平行線を辿った。下記の CRP5 がスイスにより提出され

た。 

CRP5：Ongoing reported emissions of carbon tetrachloride 

スイスによる提案 

第 31 回締約国会合に以下を提案する。  

決定 XVI/14、XVIII/10、XXI/8、XXIII/8 及び XXVII/7 において、締約国会合は評価パネルに四塩化炭素（CTC）の総

排出量、具体的な排出源及び大気中の存続期間を評価すること、排出量削減のための解決策を提案すること、締約国

にそれぞれの国のデータの見直しを奨励すること、ならびに大気調査のための支援を提供することを要請した旨を喚起

し、  

評価パネル、締約国及び科学界によって提供された情報が、特に報告された排出量と観測された大気中濃度との差異

ならびに具体的な排出源についての理解に関する知識格差の縮小を進めたことに感謝し、 

CTC の個別の工業拠点における排出量と大気中濃度の両方について追加的な監視体制を確立するための取組みが

進行中であることを認識し、 

だが、排出量を、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に沿った水準まで低減させるために、規制物

質が原材料または加工剤として使用されているという仮定の下で、すべての該当する排出源を特定し、それらの排出源

について削減措置を実施するためには、さらなる取組みが必要であることに留意し、 

CTCがオゾン層と地球環境の両方に影響を及ぼすこと、及び排出量を制限しないことによりオゾン層の回復が数年遅れ

ることに留意し、 

以下を決定する。 

1.技術・評価パネル及び科学評価パネルに、CTC 排出量に関して共同タスクフォースを設置し、以下を実行すること

を要請する。 

(a)CTC の潜在的な排出源及び排出経路に関する情報を最新化し、以下を含む今後の調査のための優先順位

を特定する。  

(i) CTC の生産、原材料または加工剤としての使用、出荷に加えて、クロロメタン工場など、副産物としての

CTC の排出をもたらす工程に該当する可能性のあるすべての工業工程の特性評価 

(ii)上記(i) で特定されたプロセスについて、地理的地域別に排出係数及び絶対排出量の計量 

(iii) CTC とトリクロロフルオロメタン（CFC-11）の排出量の間の因果関係 

(iv)依然として未特定の排出源の調査  

(v)報告された排出量と観測された大気中濃度の間の残りの差異の説明 

(b)以下について、手法を勧告し、ガイダンスを提供する。  

(i)工業拠点における排出量監視の実施で、監視システム及びかかる工業拠点を持つ国が監視すべきパラメ

ータの選択を含む。 

(ii)特に観測データが十分でない地域への既存の大気観測基地網の拡大。  

(iii)モントリオール議定書第 7 条に基づく CTC の消費量及び生産量の報告の際の原材料使用量の特定、

ならびに決定 X/14 の第 4 項における締約国会合によって要求された、上記の報告の際の加工剤使用量

の特定、及びかかる使用に関して何についてのより詳細な情報が該当する排出源についての理解を深め

るかの示唆。 

(c)工業工程管理における具体的なベストプラクティスの紹介及び設備への先端技術の導入を含むがこれらに

は限定されない、排出量削減のための提言措置を提案する。  

(d)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締約国の公開作業部会の第 42 回会合で、進捗につ

いて報告する。 

2.締約国が、モントリオール議定書第 7 条で規定されている情報に加えて、加工剤としての CTC の使用量ならびに

CTC 保有量の存在を報告し、当該情報をオゾン事務局に提供するために、各国の工業工程を見直すことを奨励す

る。 
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CRP5：Ongoing reported emissions of carbon tetrachloride 

3.締約国が利用可能な大気観測データを科学界と共有することを奨励する。 

4.現在稼働中の大気観測基地網の、かかる観測データが十分ではない地域への拡大を支援するための調査及び組

織的観測のためのウィーン条約信託基金からの財源の提供を検討し、当該目的のために締約国からの任意の追加

拠出の提供を奨励するために、オゾン層保護のためのウィーン条約締約国会合を招集する。 

5.第 42 回公開作業部会会合に続けて、第 1 項で言及したタスクフォース及びウィーン条約のオゾン調査マネージャ

ーが参加するワークショップを招集し、当該タスクフォースが提供する情報及び提言に関連する技術上、資金上及

び方針上の事項について協議することをオゾン事務局に要請する。 

 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 スイス：副生成物として CTC の排出が続いており、包括的な取組みに向け別個の議題として扱うべき

ではないか。ワークショップが最も有効な方法と考える。 

 EU：CFC11 の問題と一緒に検討すべき課題である。スイスに同意であり、全ての締約国に受け入れら

れることを望む。 

 カナダ：スイスの問題提起に感謝する。地理的な情報が必要。 

 スイス：各国に対してプロセスの手続き及び産業データの提供を任意の形式で要請したい。 

 オーストラリア：クオリティとモニタリングをサポートするためには、TEAP と SAP が協力して実施すること

が必要。 

 中国：締結各国は TEAP と SAP の研究に多く言及しているが、そもそもレポートの内容に疑問が残る。

また提出された CRP では、将来的に遵守することが困難な国やグローバルなモニタリングシステムの

実現について不明確。 

 アメリカ：TEAP と SAP だけではモニタリングを実施するのは困難ではないか。ワークショップの実施は

特に関心が高い少数の国で実施すべきと考える。 

 カナダ： TEAP と SAP は主に調査を担当しヘルプはしてくれるが、モニタリングをまでサポートする事

は難しい可能性がある。問題のスコープ及び必要な追加情報が何かを明確にすることが先決。 

 

(b) Relationship between stratospheric ozone and proposed solar radiation management strategies 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, para. 214) 

 地球温暖化軽減のために成層圏にエアロゾルを人工的に増加させる太陽放射管理について議論が進めら

れた。本件についてはその効果について慎重に検討すべきとの意見が多く、オゾン層への影響及び適用

可能性を調査するように TEAP へ要請された。 

 

(c) Any other issues arising from the reports of the assessment panels 

 本議題においては ODS バンク及び短命物質（Short-lived substance）について議論された。ODS バンクが

より効率的に管理されるべき点及び当該物質の破壊技術を確立する必要性について言及された。短命物

質については、対象物質（dichloromethane）の需要と供給に関する情報収集及びモニタリングを継続する

必要について言及された。 

 

議題 6. Technology and Economic Assessment Panel 2019 report, including issues relating to: 

 TEAP メンバーの構成要件について５条国より追加的な要件（地域性等）への考慮の要請や、アメリカから経済

専門家の要件への考慮が要請された。 
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 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 中国：可燃性冷媒の増加について TEAP の見解を聞きたい。 

 ナイジェリア：TEAP の構成要件にジェンダーは加味されているが、地域が考慮されていないと考える。 

 アメリカ：TEAP メンバーには経済専門家の要件が必要とされている。 

 TEAP：TEAP の構成要件は複雑であり 2 年前に HAT 地域を考慮するように変更した。また TEAP メン

バーには専門性が必要である。可燃性冷媒の増加は商業用冷媒における Low GWP 対応のためと考

えている。シニアエキスパートには経済専門家の要件があり、経済専門家は、経済分析、モデリング、

シナリオ作成を通じて TEAP を支援する。 

(a) Nominations for critical-use exemptions for methyl bromide for 2020 and 2021 

 ５条国のアルゼンチン及び南アフリカから、非５条国のオーストラリア及びカナダから臭化メチルのクリティカ

ルユースが申請された。 

 (b) Stocks of methyl bromide  

 臭化メチルの報告形式について EU より問題提起がされコンタクトグループが設置された。コンタクトグルー

プにおいて EU はボランタリーベースで全ての臭化メチルの報告を提起したが、そもそも QPS 等使用用途

が限定されている物質を報告することの必要性や貯蔵量の定義等、議論に曖昧な点が多く、コンタクトグル

ープの議論は平行線を辿った。最終的に以下の CRP4 が提出された。 

CRP4：Quarantine and pre-shipment applications and stocks of methyl bromide 

欧州連合及びノルウェーによる提案  

技術経済評価パネルは臭化メチルの排出量の規制は、成層圏におけるオゾン層を破壊する物質の削減に関するモント

リオール議定書の下で短期的に実現できる重要な利益であると述べている旨に留意し、 

また、最近の世界の大気中の臭化メチル濃度の変化は、全世界の生産量及び消費量のデータでは説明できないこと、

ならびにこのような濃度は潜在的に、排出量に影響を及ぼす臭化メチルの未報告の消費量またはその他の源泉の存在

の可能性を示唆していることに留意し、 

臭化メチルの保有量は、締約国が不可欠用途申請を行う場合にのみ報告の必要があり、その結果、不可欠用途申請を

行なっていない締約国における臭化メチルの現保有量についての知識は限られたものになる旨を喚起し、 

臭化メチル選択肢委員会は、規制対象の使用のために保有されているもので、保有量の正確な推定がないものが相当

量に上る可能性があると推定している旨に留意し、 

代替方法が開発されていない使用のための臭化メチルの適用除外は引き続き利用可能であることを確保することが必

要である旨を承知し、 

臭化メチルの使用の正確な報告と分類は依然として主要な問題であり、一部の締約国は臭化メチル使用の規制対象と

適用除外の区分の解釈における困難性を懸念している旨を喚起し、 

以下を決定する。 

1.特定の使用が、不可欠用途の適用除外または検疫及び出荷前処理の包括的適用除外に基づき、規制対象と適用

除外のいずれとみなされるかについて不透明性が存在する可能性がある場合、現行の定義に基づき、影響を受け

る締約国からの要請があった際に、締約国を支援すること、ならびに、締約国の検討材料とするために、支援が提

供された事例に関する報告書を作成することを技術経済評価パネルに要求すること。 

2.臭化メチルの全保有量及びその使用計画を 2020 年 7 月１日までにオゾン事務局に任意提出することを締約国に

奨励すること。 

 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(c) Development and availability of laboratory and analytical procedures that can be performed without using 

controlled substances under the Protocol  

 クリティカルユースの申請形式について非５条国より、よりシンプルな報告様式への要望が提起された。関

心国間においてインフォーマルグループで議論を継続し、MOP31 にて改めて報告される。 

 また、MCTOC より「Medical and Chemicals Technical Options Committee 」のプレゼンテーションにおいて、

以下の試験研究用途に関する報告がされた。 
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 LAU の ODS 総生産量は 2016 年から 2017 年にかけてわずかに増加した（162 トン）。2017 年までの 3

年間では、非５条国での生産量は継続的に減少（12 トン）し、５条国では微増（150 トン）であった。 

 中国の 2 つの新しい ASTM 基準メソッド（D7678 と D8193）と 1 つの新しいドラフト基準は、水中油分析

の ODS 代替としてシクロヘキサンまたはテトラクロロエチレンを利用。締約国は、水中油の試験に使用

するための四塩化炭素（CTC）の製造について、2018 年に 65 トン CTC の中国のクリティカルユースを

承認した。 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 カナダ：シンプルなフレームワークを利用して ODS の利用を継続したい。CRP を提出するほど具体的

にはなっていないが議論を継続している。TEAP に代替案の提出を求める。 

 オーストラリア：オーストラリアもレポートのための代替フレームワークを要請した国の一つである。議論

を継続したい。 

 アメリカ：カナダとオーストラリアと同様の意見である。よりシンプルなフレームワークは可能であり望まし

いと考えている。 

 EU：カナダ、オーストラリア、アメリカの意見を支持する。 

 

(d) Process agents  

 前回の MOP にて利用可能な物質及び代替技術の比較表を作成することが決定されており、同テーブルの

作成に向けて次回 MOP までに関心国通しで議論が継続されることとなった。本会合における各国の主要

な発言は以下の通り。 

 EU：最終的な決定をする前に調査を継続すべき。 

 カナダ：デジジョン 30/18 において 2021 年までに利用可能な物質のコンパリゾンを作ることに同意し

た。テーブルを包括的に検討する最後の機会であり、今後は 2 年ごとにアップデートされることになる。

プロセスエージェントを利用している締約国と議論を継続することが必要。 

 アメリカ：テーブル A については変更が必要であり、議論を継続すべき。 

 オゾン事務局：次回 MOP までに本議題に関心がある国が具体的な提案をできるように用意することを

要請する。 

 また、MCTOC より「Medical and Chemicals Technical Options Committee 」のプレゼンテーションが行われ

た。以下プロセスエージェントに関する報告がされた RTOC によるプレゼンテーション「Refrigeration, Air 

Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee」の報告内容である。 

 中国、欧州連合、及び米国はデジジョン XXIX/7 に応じてプロセスエージェントの使用に関する情報を提出

した。デジジョン XXIX/7「プロセスエージェントの適用」Table A において規制されている物質についての代

替技術の状況は以下の通り。 

 

表 プロセスエージェントにおける規制物質及び代替技術について 
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出典 TEAP Progress Report OEWG41 より NRI 作成 

 

(e) Any other issues. 

 EU よりノミネートの内容について疑義を呈される場面があったものの、日本から選出予定の AGC 者大西氏

のノミネートには問題がないことをミーティング外で確認した。本会合における各国の主要な発言は以下の

通り。 

 EU：TEAP メンバーとして不適切なノミネートがあった。TOR に則ったノミネートが必要である。 

 オゾン事務局：インフォーマルな二国間協議を実施する。 

 

議題 7 Access of parties operating under paragraph 1 of Article 5 of the Montreal Protocol to energy-efficient 

technologies in the refrigeration, air-conditioning and heat-pump sectors (decision XXX/5) 

 TEAP より別添資料「20190702_Final_EETF_PresentationFINAL.pdf」のプレゼンテーションが行われ、主に５条国

よりエネルギー効率の高い設備及び技術についての追加情報とこれらの設備を利用するためのトレーニングの

必要性、導入支援のためのプロジェクト実施の要請が提起された。TEAP は今回のコメントを受けてレポートの内

容をアップデートし、MOP31 にて報告することとなった。 

 各国から要請された主な要請事項は以下の通り。 

 「中」または「高」とは区別される「低」GWP についての情報 

 履行可能な最低エネルギー性能基準に関する追加情報 

 Building code に MEPS を取り入れること 

 HFC の段階的削減を支援しながらエネルギー効率を達成するように MEPS を設計すること 

 MEPS の導入にはどのようなものが含まれており、中期的にどのセクターに MEPS を導入できるのかについ

#
Process agent application Decision
XXIX/7 Table A

Substance Alternative technologies

1
Elimination of NCl3 in chloralkali
production

CTC
The majority now use either very pure salt and
water or NaClO to avoid the formation of NCl3,
or UV destruction in the gas phase.

2
Chlorine recovery by tail gas
absorption in chlor-alkali production

CTC

Ceased in European Union due to introduction
of gas burners through which tail gas circulates.
Chlor-alkali plants have reduced chlorine in tail
gas with compression/condensation and as a
result of higher chlorine purity from processes
used.

3 Production of chlorinated rubber CTC Alternatives do not exist.

4
Production of chlorosulfonated
polyolefin (CSM)

CTC
The United States has previously eliminated
this CTC use. Information is not available on
how this was achieved.

5
Production of aramid polymer
(PPTA)

CTC Alternatives do not exist.

6 Production of synthetic fibre sheet CFC-11 No information available.

7

Photochemical synthesis of
perfluoropolyetherpolyperoxide
precursors of Zperfluoropolyethers
and difunctional derivatives

CFC-12
Work is currently being undertaken on replacing
CFC-12 with an alternative.

8
Preparartion of perfluoropolether diols
with high functionality

CFC-113 HFE-7100 is now used.

9 Production of cyclodime CTC Alternatives do not exist.
10 Bromination of a styrenic polymer BCM No information available.

11
Production of high modulus
polyethylene fibre

CFC-113 No information available.
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ての情報 

 様々な地域で利用可能な高効率の機器と MEPS との関係についての表形式の情報 

 規格に関する国際的及び地域的な協力が各国の規模の拡大、イノベーションの推進、及び価格の低減に

役立つ可能性があるというコンセプトの作成  

 エネルギー効率と新しい冷媒液を向上させるために利用可能なライセンス品または特許取得済みの技術

及び製造業から HCFC の利用を減少させる方法。 

 将来のプロジェクトが多国間基金によって資金提供されること 

 エネルギー効率化プロジェクトに利用可能な国際的及び二国間の資金調達に関する情報 

 ５条国及び非５条国において導入された、または導入されていた製品、特に非 HFC 冷媒を利用したセント

ラル空調システムに関する情報 

 HCFC または HFC を使用したシステムとのコスト比較を含む、現時点では利用可能性ではない技術、特に

空調の代替技術に関する追加情報 

 サービス業のエネルギー効率を改善する方法に関する情報 

 

議題 8. Linkages between hydrochlorofluorocarbons and hydrofluorocarbons in transitioning to low-global-warming-

potential alternatives 

 本議題は湾岸諸国からの要請により、再度延期が決定され、OEWG42 にて議論されることとなった。 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 クウェート：本議題は再度延期し OEWG42 回にて議論したい。 

 バーレーン：クウェートの提案を支持する。 

 オマーン：クウェートの提案を支持する。 

 サウジアラビア：クウェートの提案を支持する。 

 オゾン事務局：本議題は翌 2020 年の OEWG にて議論することとする。 

 

議題 9 .Safety standards  

 TEAP より別添資料「TEAP Progress Report OEWG41.pdf」のプレゼンテーションが実施され、安全基準に関する

アップデートが報告された。締約国からはアップデートした内容への一定の評価が表明された一方、締約国によ

る安全基準に関する追加情報の提供やより簡易なアクセスを目指したウェブサイトの更新等が要請された。

MOP31 において継続して議論が行われることとなった。 

 以下冷媒の安全基準に関する報告がされた RTOC によるプレゼンテーション「Refrigeration, Air Conditioning 

and Heat Pumps Technical Options Committee」の内容を報告する。 

 国際電気化学委員会（IEC）は改善を促し、すべての電気、電子及び関連技術の国際規格と適合性評価の

結果を公表している。 2019 年 5 月、IEC 小委員会（SC）である 61C（家庭用及び商業用冷凍機器の安全

性）は、「IEC 60335-2-89「家庭用及びこれに類する電気機器を改訂するための国際規格最終草案」（FDIS）

の公表を承認した。 現在の改訂された基準が最終版であり、公開されている。（2019 年 6 月） 

 以前のバージョンでは、可燃性のタイプ、即ち A2L、A2 または A3 に関係なく、商業用冷蔵機器の上限冷

媒充填量が 150g に制限された。 改訂された規格は、商業用冷蔵機器の可燃性冷媒の充電限度を、A3 で

は最大約 500g、A2 及び A2L 冷媒では最大 1200g まで引き上げた。この決定により、機器が「周囲濃度試

験“surrounding concentration test”」に合格した場合、150g を超える充填サイズが許容される。なお、IEC

規格への準拠は任意である。しかし、特定の国では、採用されている国内版（変更の有無にかかわらず）が
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必須である場合がある。 

 可燃性冷媒と安全基準に関する追加の文書と情報は以下の通り。：TEAP Report on “Safety Standards for 

Flammable Low Global-Warming-Potential (GWP) Refrigerants”.(Decision XXVIII/4). The Ozone 

Secretariat document, “Information on the tabular overview of safety standards for refrigeration, air-

conditioning and heat-pump systems and appliances”. (Decision XXIX/11) 

 また、可燃性冷媒の分類として新たに Mildly flammable（2L）が追加された。 

 

図 新規格における冷媒の可燃性分類 

 

出典 TEAP Progress Report OEWG41 

 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 EU：IEC60335289 は商標用冷媒における大きな進歩であると考えるが、エアコンとヒートポンプセクターはま

だ進展する余地があると考える。一層の発展のためにはすべての国からの追加情報が必要。オゾン事務局

に対してはよりアクセスしやすいウェブサイトの作成を求める。MOP31 までに更なるアップデートが必要であ

る。 

 中国：代替の選択肢が広がったことを歓迎する。 

 カナダ：安全基準に関する情報提供及び情報の更新に感謝する。締約国より新しい情報が提供された場

合、MOP31 までに情報をアップデート頂きたい。 

 コロンビア：EU の議論を支持し、特に空調に関する加盟国の情報提供が必要である。また、キャパシティビ

ルディングも重要である。 

 クウェート：各国によって事情が異なるため、この安全基準がどのように評価されたかに注意しなくてはいけ

ない。次回 MOP までにアップデートすることに賛成する。 

 アルゼンチン：本件はギガリ改正に関わる重要なポイントである。加盟国が任意で従うことを期待する。 

 ブルキナファソ：参照できるデータベースを持つことが非常に大切である。これまでもエネルギー効率につ

いて議論してきたが、安全基準についても確認する必要がある。 

 

議題 10. Review of the terms of reference, composition, balance, fields of expertise and workload of the Technology 
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and Economic Assessment Panel (decision XXX/15) 

 TEAP メンバーの構成要件について、５条国からは任命プロセスのける透明性の欠如や５条国と非５条国のバラ

ンス、地理的隔たり（特に HAT 地域の少なさ）等の問題が指摘される一方で、５条国からは TEAP メンバーには

専門性や技術的要件が求めるものの５条国と非５条国のバランスやジェンダーバランスに配慮している旨が表明

され、議論は平行線を辿った。本議題は MOP31 において継続的に議論されることとなった。以下の CRP6 が提

出された。 

CRP6：Terms of reference, code of conduct and disclosure and conflict of interest guidelines for the Technology and 

Economic Assessment Panel and its technical options committees and temporary subsidiary bodies 

アルゼンチン、バーレーン、インド、クウェート、ナイジェリア、オマーン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦による提案 

締約国が十分な情報に基づく決定に達するのを助けた、独立した技術的及び科学的評価の提供における、技

術経済評価パネル、その技術オプション委員会並びに一時的な補助機関の重要な役割を認識し、 

締約国によって採択された HFC の段階的削減に関する、オゾン層を破壊する物質についてのモントリオール議

定書のギガリ改正決定 XXVIII / 1 を想起すること並びに、エネルギー効率、気候的便益及び安全のようなキガリ改正の

実施に関連する今後の課題を認識し、 

締約国が技術経済評価パネル及びその技術オプション委員会並びに一時的な補助機関のための定めた、付託事項、

行動規範及び利益相反と開示に関するガイドラインを定めた、決定 XXIV / 8 を想起し、 

締約国が技術経済評価パネルの付託事項、構成、バランス、専門分野及び作業負荷の見直しを求めた、決定

XXX / 15 に留意すし、 

 

決定： 

1.パネルのメンバー及び共同議長の任命及び指名と技術オプション委員会と一時的な補助期間のメンバーの指名と

について、また同様に、関係国が国家的に注意しているポイントへの充分な考慮と合意をもって、年次報告書があ

る場合はそこで締約国の熟慮のために言及された制限と制約とを含む指名の終了と交代とについて具体的に言及

しつつ、決定 XXIV /8 の順守のためにとれた行動の要約を提供するよう、技術・経済評価委員会に要請すること。 

2.専門家の任命に関するガイドライン及び客観的基準を準備すること及び、パネル、その技術オプション委員会及び

一時的な補助機関において要求されている且つ利用可能な専門家の詳細なメトリクスを提供することによって、技

術・経済評価委員会及びその技術オプション委員会ならびに一時的な補助機関に対し、専門家の選定のための明

確かつ透明性の高い手続きを確保するように要請すること。また、締約国による適切な任命の提出を促進するため

に、エネルギー効率や安全基準、気候的便益のようなキガリ改正と関連する新たな諸問題取り組むために必要とさ

れる専門性に加えて、地理的・ジェンダー的なバランスを考慮に入れること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 サウジアラビア：TEAP の構成について、TEAP や事務局の誰がオーバービュープロセスを持っているか。

TEAP 専門家のクライテリアは昔からあるが、TEAP 専門家のメトリックを提示し、どのような専門家が必要か

明確にしてほしい。また、クライテリアがプロセスの透明性を保証するため、クライテリアを明確にする必要が

ある。エネルギー効率や安全基準の議論をするに辺り、地域性の考慮のためにも TOR を議論する必要が

ある。また、専門家の任期や交代のプロセスについても議論したいと考えている。 

 中国：サウジアラビアの専門家のクライテリアについての有益なコメントに応答し捕捉したい。５条国と非５条

国のバランスについて、現在は TEAP メンバーの 64%が非５条国から選出されており、将来的にはより多くの

専門家が５条国から選出され、政治的・経済的助言をすることが望ましいと考える。また、女性の割合が非

常に少ないため、ジェンダーバランスを変えた方がよい。さらに、５条国には HCFC と HFC という 2 重の壁

が存在しており、利用可能なテクノロジーが議定書のカギとなるが、５条国には技術的・財政的壁がある。

TEAP から技術情報の提供も必要である。 

 インド：サウジアラビアの提案を支持する。 

 バーレーン：サウジアラビア及び中国の見解を支持する。パネルのメンバー選定には新しいアプローチが

有益である。各国がパネルでの役割を持つべき。 

 クウェート：サウジアラビア、中国、インドの発言を支持する。リジェクションとセレクション過程の透明性が必
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要である。 

 ヨルダン：セレクションの透明性、特に専門家・候補者の専門性についての透明性が必要である。また、５条

国、非５条国のバランスも重要である。 

 ナイジェリア：サウジアラビア、中国、インドの発言を支持する。TEAP メンバーのセレクション過程を精査す

る必要がある。また、地域ごとのニーズがあるため、加盟国の多様な地域が考慮される必要がある。 

 アルゼンチン：５条国の割合が減少しているため、多くのレポートでは、TEAP は５条国の情報を欠いている。

セレクション過程の透明性、また地域性の考慮が必要。 

 アメリカ：国を代表するのではなく独立した専門家の努力に感謝する。サウジアラビアから質問があった

TEAP メンバーの任命過程について、TEAP は定期的に情報を提供している。また、専門家は特定の国や

会社ではなく、個人の見地から発言している点に留意すべき。 

 カナダ：サウジアラビアの包括的な説明に感謝する。我々は経済的・技術的に困難な課題に直面している。

TEAP は５条国と非５条国の割合について、50 対 50 を目指して努力を続けている。またジェンダーバランス

についても考慮している。TEAP は多くのレポートを提出しなくてはならず、シニアエキスパートの選出はこ

の点を考慮する必要がある。 

 EU：TOR を変更する必要はないと考えている。TEAP は昨年 41 本のレポートを提出しており、専門性、言

語スキル、IT スキルが必須である。 

 オーストラリア：TEAP のメンバーは毎年変更されており、確認が可能である。TEAP も変化も続けているがジ

ェンダーへの対応も必要である。また、TEAP は無給でヴォランタリーな活動であることに留意する必要があ

る。TOR を変更する大きな理由はないと考えているが、必要であれば CRP が提出されることを待つ。 

 UAE：サウジアラビアの発言を支持する。 

 サウジアラビア：コンタクトグループの設立を要請する。 

 オゾン事務局：コンタクトグループにて議論を継続するものとする。 

 

議題 11. Membership of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal 

Protocol 

 ExCom の構成国を巡り、アルメニアを始めとする東欧諸国から構成要件の変更（東欧諸国の用の議席数の拡大）

が要請された。本議題は MOP31 において継続的に議論されることとなった。以下の CRP2 が MOP31 にて提出

される予定である。 

CRP2：Review of the terms of reference, composition and balance of the Executive Committee of the Multilateral Fund 

for the Implementation of the Montreal Protocol and equitable representation of parties therein 

東欧及び中央アジア地域を代表して、アルメニア及びボスニアヘルツェゴビナによる提案 

第 31 回締約国会合に以下を提案する。 

モントリオール議定書の実施のための多数国間基金執行委員会の、締約国会合の決定 IX/16、XVI/38 及び

XIX/11 によって修正後の付託事項の第 1 項に従い、多数国間基金執行委員会は、財政機構に基づいて多数国間基

金の目的を実現するために、財源支出を含む個々の運営方針、指針及び行政協定を策定し、実行を監視するために

設置された旨に留意し、 

国連加盟国のすべての国連地域グループが、個々の運営方針、指針及び行政協定の策定及び実行の監視、

ならびに多数国間基金によって支援される活動の実施のためのプロジェクト適格性基準及び指針の策定に参加する公

平な権利を有する旨を認識し、 

第 16 回締約国会合の決定 XVI/38 で生み出された、東欧及び中央アジア地域の締約国が執行委員会に地域

代表として参加し、この地域の締約国が 4 年に 1 度輪番制で執行委員会の作業に参加することを可能にする公平な機

会に感謝し、 

決定 XVI/38 で規定された協定は、それでもなお東欧及び中央アジア地域の締約国に現実の公平な参加を提供する

ものではないことを認識し、  

第 9 回締約国会合の決定 IX/16 により修正された執行委員会の付託事項の第 2 項を以下のように改正するこ

とを決定する。 
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CRP2：Review of the terms of reference, composition and balance of the Executive Committee of the Multilateral Fund 

for the Implementation of the Montreal Protocol and equitable representation of parties therein 

「2. 執行委員会は、議定書第 5 条第 1 項適用国グループ中の 8 ヶ国、議定書第 5 条第 1 項非適用国グルー

プの 8 ヶ国で構成するものとする。各グループは、執行委員会の自らのメンバーを選出するものとする。議定書第 5 条

第 1 項適用国グループに配分された 8 ヶ国は、次のように配分するものとする。アフリカ地域の締約国中の 2 ヶ国、アジ

ア・太平洋地域の締約国中の 2 ヶ国、南米及びカリブ海地域の締約国中の 2 ヶ国、前述の地域の中から輪番制で 1 ヶ

国、東欧及び中央アジア地域の締約国中の 1 ヶ国。執行委員会のメンバーは、締約国会合で承認されるものとする。」 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議 題 12. Request by Azerbaijan to be included among the parties to which the phase-down schedule for 

hydrofluorocarbons, as set out in paragraphs 2 and 4 of Article 2J of the Montreal Protocol, applies 

 アゼルバイジャンより削減スケジュールのグループの変更が要請された。オゾン事務局より二国間協議が進言さ

れ、以下の CRP を基に修正された CRP が MOP31 に提出される予定である。 

CRP3：Request by Azerbaijan to be included among the parties to which the phasedown schedule for hydrofluorocarbons, 

as set out in paragraphs 2 and 4 of Article 2J of the Montreal Protocol, applies 

アゼルバイジャンによる提案  

第 31 回締約国会合に以下を提案する。 

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キガリ改正は、2019 年 1 月 1 日に発効した旨に留意し、 

決定 XXVIII/2 の 1 項は、改正第 I 条における第 2J 条の第 2 項及び第 4 項は、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連

邦、タジキスタン及びウズベキスタンに適用できることを規定している旨を喚起し、 

モントリオール議定書第 2J 条の第 2 項及び第 4 項で提示されているハイドロフルオロカーボンの段階的削減が適用さ

れる締約国に、アゼルバイジャンを含めるよう決定する。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 本会合における本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 オゾン事務局：二国間協議を推薦する。 

 アゼルバイジャン：いくつかの国と二国間協議を実施した。いくつかの課題が CRP に反映されないままであ

るが、11 月までにはリバイズされた CRP を提出する予定である。 

 

議題 13. Risk of non-compliance with hydrochlorofluorocarbon production and consumption reduction targets by the 

Democratic People’s Republic of Korea 

 日本、アメリカ、EU 等より、北朝鮮によって提出された本 CRP を受け入れることは出来ない旨が表明され採択は

されず、ミーティングレポートに記録されることとなった。なお、北朝鮮によって提出された CRP は以下の通りであ

る。 

CRP1：Risk of non-compliance with hydrochlorofluorocarbon reduction targets from 2019 by the Democratic People’s 

Republic of Korea 

朝鮮民主主義人民共和国による提案 

第 31 回締約国会合に以下を提案する。 

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第 5 条第 6 項に従った朝鮮民主主義人民共和国における 2019

年のハイドロクロロフルオロカーボン削減目標不遵守の恐れについての最新の朝鮮民主主義人民共和国の通知に留

意し、 

ハイドロクロロフルオロカーボン削減目標達成に向けての国家的努力にもかかわらず、モントリオール議定書第 10 条及

び第 10 条の A の不十分な実施により上記不遵守の恐れが生じた旨を認識し、 

モントリオール議定書第 5 条第 5 項に示されているとおり、同議定書第 5 条第 1 項の適用を受ける締約国による同議定

書の実施は、同議定書の第 10 条、第 10 条の A で規定される技術移転の効果的な実施に依存している旨を喚起し、 

以下を決定する。 

1. 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実施のための多数国間基金執行委員会に、同議定書

第 5 条第 1 項の適用を受ける締約国への支援を検討する際には、同議定書の実施とは無関係な条件または制

限を一切考慮しないことを要請すること。 

2. 朝鮮民主主義人民共和国がモントリオール議定書に基づくハイドロクロロフルオロカーボンの生産量及び消費量
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CRP1：Risk of non-compliance with hydrochlorofluorocarbon reduction targets from 2019 by the Democratic People’s 

Republic of Korea 

に関する義務を履行することが可能になるように、当該締約国に対して十分な資金的及び技術的支援を提供する

よう、多数国間基金執行委員会に要請すること。 

3. 当決定事項の第 2 項に示した支援の承認が与えられるまで、ハイドロクロロフルオロカーボンの生産量及び消費

量に関してモントリオール議定書で定められた限度枠を超過することを、朝鮮民主主義人民共和国に許可するこ

と。 

国連安全保障理事会決議第 1718 号（2006 年）に従って設立された安全保障理事会委員会と交渉し、朝鮮民主主義人

民共和国向け多数国間基金プロジェクトが安全保障理事会決議第 2321 号（2016 年）または安全保障理事会が採択す

る他の何らかの決議に抵触するかを明確化し、同プロジェクトの承認を進める方法についてのガイダンスを求めることを

多数国間基金執行委員会に要請すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 本会合における各国の主要な発言は以下の通り。 

 アメリカ：国連安全保障理事会による解決策が必要であり、ドラフトは受け入れられない。 

 日本：アメリカの発言を支持する。本 CRP を受け入れる用意はない。 

 EU：この CRP を支持することは出来ない。 

 オゾン事務局：コンセンサスがないためアジェンダを閉じて、ミーティングレポートに記録することとする。 

 

議題 14. Other matters 

 イタリアからローマでの MOP31 の準備状況について最新の情報が提供され、食料ロス削減を目指すモントリオ

ール議定書の貢献を議論するためのラウンドテーブルについての提言があった。本議題は二国間協議におい

て議論が継続され、MOP31 において宣言書草案（Roma Declaration）に関する議論が再開されることとなった。 

 

議題 15. Adoption of the report 

 特記事項なし。 

 

議題 16. Closure of the meeting 

 特記事項なし 

 

その他（Impcom62） 

 データ報告様式 

 オゾン事務局よりデータ報告量の推移と新しい報告様式について報告がされた。 

 ポーランドが、Table9 記載の ODP 量推移及びデータ齟齬の原因ついてオゾン事務局に質問した。 

 オゾン事務局は、Table9 は原料用途の排出量のみを対象とし、HFC 全体の排出量を示しているわけでは

ないと回答した。また物質ごとの輸出入数量の齟齬については、実際の輸出入取引をした関係国同士で解

決すべき問題であるとした。 

 その他、オゾン事務局からデータの更新提出方法及び「0」値の入力形式について質問があった。 

 議定書不遵守国について 

 各国の不遵守に対して以下の意見が提起された。基本的には次の事例の発生まで決断を差し控えるとし

た。全体としてみると、チリからは不遵守について国の状況など考慮されるべきではなく、制裁を課すべきと

の厳しい意見が提起される一方、オーストラリアから早急な判断は待つべきであるとの見解が示された。 

 Yemen はデータ未提出。オゾン事務局が 2019 年 9 月までに提出を求める。UNIDO によれば彼らが提出
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することは可能と考える。 

 カザフスタンはデータ未提出。UNDP によれば、彼らの不遵守には改善の余地がある。新しいプロジェクトも

開始される予定。 

 リビアはデータ未提出。2015 年から始まった輸出入規制がうまく機能していない。政権が不安定であること

もひとつの要因と考える。 

 ウクライナはデータ未提出。来年まで猶予期間を与えることが望ましい。 

 DRPK は新たな不遵守の事例発生まで待つべきとした。追加アクティビティとして HPMPⅡを 2014 年から開

始することを求めたが、禁止設備の存在により拒否された。コンサルタント派遣やトレーニング実施も認めら

れていない。今後 OEDR とセキュリティ委員会との間で妥協点について協議を進める必要があるが、早急

に結論を出す事は出来ない。 

 ノンコンプライアンスのリスクは常にある。現在のシステムの下、MOP を通じ、違法な ODS 取引・行為にどう

対処できるかについての情報・プロセスの確立が必要と考える。  
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(2)調整国間会合（IACM） 

(2)-1．開催概要 

開催概要 

日時  16 October 2019 - 18 October 2019 

場所  Secretariat office 

（1000 Rue de la Gauchetière O Montréal, QC H3B 4W5） 

参加機関/ 

参加国 

 Secretariat 

 実施機関（Implementing Agency）：World Bnak, UNEP, UNIDO 

 二国間機関（Bilateral agency ）：ドイツ（GIZ）、日本  

日本側参加者  経産省オゾン層保護等推進室：下京田課長補佐、三谷専門職員 

 野村総合研究所：日下 

 

(2)-2．実施機関との打合せ 

 本主張では IACM への参加に加えて、複数の実施機関と綿密なコミュニケーションを図る事が出来た。以下では

本出張における主な成果事項である、世界銀行とのプロジェクトの進捗確認、MLF とのプロジェクト進捗報告の

手続き。GIZ への情報交換依頼について報告する。 

 

(2)-3．多数国間基金（MLF）とのプログレスレポートの報告手続きについて 

 MLF の Balaji Natarajan（Senior Programme Management Officer）氏と 17 日朝からプログレスレポートの報告手

続きについて確認を行った。（プログレスレポートの形式は別添「Progress-report_Japan-2018PR.xlsx」を参照。） 

 プログレスレポートの内容については” First Disbursment Date”. “Planned Date of Completion”, “Date 

Completed (Actual)” 等、基本的に表題通りの内容を入力するという説明を受けた。表題通りではない項目とし

て、”Remarks”に遅延等のコメントを入力し、”Remarks (Latest information)” には 2018 年 12 月以降のイベント

を記載するという点、またステータス上、オペレーション上のクローズと財務的なクローズは区別する必要があり、

返金手続きの完了を以て財務的なクローズになるとのことであった。 

 ただし、基本的に日本政府として入力する項目はなく、適宜実施機関への入力を依頼する形で進めて行けばよ

く、また不明点があった場合は Balaji にコンタクトして構わないとのことである。Balaji 氏のコンタクト先を入手の上、

会合を終えた。 

 

(2)-4．GIZ との情報交換依頼について 

 GIZ の担当官である Bernhand Siegle 氏（Programme Manager）にドイツにおける HFC 破壊制度・ライフサイクル

マネジメントについて関心があり、NOU の担当官とコンタクトしたい旨を伝達した。現在コンタクトしている窓口か

ら返信がない場合には、こちらの窓口からコンタクトをとる事も可能である。Bernhand 氏のコンタクト先を入手の上、

会合を終えた。 

 

(2)-5. IACM 議事概要 

議題 1．Welcome by the Chief Officer. 

 特記事項なし 

 

議題 2. Adoption of the agenda. 
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 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/1」 

 議題 11 のギガリ改正についての討議が長引く可能性があるため、アジェンダを入れかえる案も発案され

たものの、Provisional Agenda の順序のまま議事は進行した。 

 ドキュメント「MLF-IACM-2019-2-01-Add.1(1).docx」の内容がアジェンダ 8(c)に追加された。 

 

議題 3. Secretariat activities 

 アジェンダ記載の通り、多国籍パフォーマンス評価機関ネットワークによる MLF への評価についての最新

情報の共有が行われた。 

 その他特記事項なし 

 

議題 4．Financial matters 

(a) Status of contributions and disbursements:  

 報告内容は会計報告及びドナー国からの要請に基づく追加要件への応答について報告された。 

 その他特記事項なし 

 

(b) Return of balances 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/2」 

 完了したプロジェクト及び中止になったプロジェクトの ExCom への残高返金が要請された。また、IA（実施

機関及び二国間実施機関）から各プロジェクトのステータスについて報告された。 

 その他特記事項なし 

 

(c) Final 2018 accounts and reconciliation of the 2018 accounts 

 会計より 2018 年度の最終会計報告に向けた報告された。 

 その他特記事項なし 

 

議題 5．Overview of the document on country programme (CP) data and prospects for compliance. 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/3」。 

 CP のデータ提出期限遵守に向けた取組について、５条国が報告義務に遅延する現状についてその理

由と対策、及び CP データフォーマットのアップデートについても協議された。（詳細は別添「MLF-IACM-

2019-2-03AnnexI-2.xls」を参照） 

 データフォーマットの追加事項は HFC が規制物質に加わったことによる変更内容についての周知であっ

た。 

 以下の意見が参加機関から提起された。 

 既に廃棄された物質まで報告する必要はないのでは。 

 HFC の削減はフェーズダウンであるためメトリックトンではない単位での報告が望ましいのでは。 

 実務上の観点から５条国ではサービスセクターの排出量を区別することは極めて困難である。 

 上記のような見解に対して事務局からはプロジェクトの関係上、また透明性のある情報公開の必要性等に

ついて言及された。具体的なフォーマットの変更等には至らなかったものと思われる。 

 

議題 6．Matters on evaluation: 
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(a) Evaluation of the pilot demonstration projects on ODS disposal and destruction 

 SMEO（The Senior Monitoring and Evaluation Officer）から、ODS 破壊プロジェクトの評価レポート及び、

評価レポートにおける推薦事項の内容について報告された。本レポートの内容が第 84 回 ExCom にて報

告される。 

 GIZ より評価（Evaluation）についてのプロジェクトを実施するため、サイドイベントにて報告したいとの発言

があった。 

 

(b) Evaluation of the sustainability of the Montreal Protocol achievements 

 SMEO のデスクトップ調査の結果が共有され、二国間機関及び実施機関との協議が実施された。 

 実施機関及び事務局から以下のような評価方法についての意見が出された。 

 どのようにシステム的に評価をしていくのか。プロジェクトレベルでの評価方法が必要であるか。イ

ンデペンデントな評価を続けてよいのか。 

 ドイツでは独立した評価機関を設置している。システム的に評価するものがあってもよいのでは。 

 個別プロジェクトを超えてセクターや国で評価する枠組みがあるとよい。 

 CP を誰もがアクセル出来るように全ての言語で全てのドキュメントを閲覧できるようにパブリックにし

ていく必要がある。 

 キャパシティビルディングを制度強化に組み込んでいく必要がある。 

 

(c) Evaluation of regional networks of national ozone officers   

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/4」 

 デスクトップ調査の背景と TOR について二国間機関及び実施機関との協議が実施された。 

 その他特記事項なし 

 

(d) Evaluation of energy efficiency in the servicing sector:  

 第 86 回の ExCom において提出予定のエネルギー効率に関するデスクトップ調査について TOR に基づ

き二国間機関及び実施機関との協議が実施された。 

 その他特記事項なし 

 

(e) Draft monitoring and evaluation work programme for 2020 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/5」 

 SMEO の 2020 年における監視及び評価のための活動についての協議。 

 ドキュメントに記載の以下の内容が報告された。 

 モントリオール議定書履行のための NOUs（national ozone units）及び PMUs（project management 

units）の役割について 

 national ozone officers の地域ネットワークについて 

 サービスセクターにおけるエネルギー効率の評価について。特に、サービスセクターにおいてエネ

ルギー効率を維持するためのベストプラクティス等についての調査 

 

議題 7. Matters on programme implementation 

(a) Progress reports as at 31 December 2018 
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 2018 年の進捗レポートのサマリーが事務局より提出され、各国プロジェクトの進捗及び成果について二国

間機関及び実施機関と協議が実施された。 

 各プロジェクトの進捗についての報告と各実施機関からの補足意見が出された。 

 その他特記事項なし 

 

(b) Projects with specific reporting requirements 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/6」。 

 特定の報告事項があるプロジェクト（第 84 回 ExCom までに最終レポートを提出しなければキャンセルとな

るプロジェクト、監視や報告に問題があるプロジェクト等）について協議が実施された。 

 該当プロジェクトはドキュメント「MLF/IACM.2019/2/6」の Annex1 に記載 

 

(c) Draft report on end-user incentive schemes funded under HPMPs 

 対象レポートはドキュメント「MLF/IACM.2019/2/7」 

 エンドユーザーのインセンティブプロジェクトについての課題と進捗について協議された。 

 実施機関及び事務局からは以下の意見が提起された。 

 Re-directed になっている 28 個のプロジェクトの理由を明示すべき。プロセスが非常に複雑であり

ため多くの国が参加できていないことが大きな課題。 

 ユーザーをどのようにこのプロセスに巻き込むかが重要。成功例からどのように成功したか、どのよ

うな効果があったかをまとめたガイドがあると良い。 

 プロジェクト選定の公平性・透明性が成功に必要。 

 ガイドラインは有益であるが、他にグランドルールの設定やプロジェクトカテゴリーを区別することが

重要。 

 デモンストレーションが実施できるだけのファンディングを考える必要がある。さもなければキガリ改

正の履行は５条国では極めて困難。 

 

(d) Project completion reports (PCRs)  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/8」 

 第 84 回 ExCom において完了予定のプロジェクトについて報告。完了報告を行いえないプロジェクトにつ

いてはその事由について協議が実施された。 

 その他特記事項なし 

 

(e) Inventory of enterprises and Inventory of approved projects databases  

 2 つのメインとなるデータベースの容量 inventory についての協議が継続された。 

 その他特記事項なし 

 

(f) Fact sheets for demonstration projects for low-GWP alternatives and feasibility studies for district cooling  

 追加されたプロジェクトについてのファクトシートが事務局より提出された。 

 その他特記事項なし 

 

(g) HFC phase-down activities 
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 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/9」及び「MLF/IACM.2019/2/10」 

 HFC フェーズダウンプロジェクトの進捗共有。討議事項はスケジュールの進捗確認、完了プロジェクトから

の内容共有、最終レポートの提出時期について報告された。 

 プロジェクトのリストは「MLF/IACM.2019/2/10」Annex1 に記載。 

 

議題 8. Business planning 

(a) Update on the status of implementation of the 2019-2021 consolidated business plan  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/11」 

 各プロジェクトの事業計画及び資金割当について協議が実施された。 

 実施機関及び事務局からは以下の意見が提起された。 

 中国関連の予算が 2017 年で 40%、2018 年度は 50%に達している。他のプロジェクト実施のための

予算がない。異なるカテゴリーへの予算の割当をすべきでは。 

 結論めいた議論はなく次回 ExCom にて議論が継続される模様。 

 

(b) Tranche submission delays 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/12)」 

 第 83 回 ExCom 提出予定であった、または第 84 回 ExCom にて提出される予定の HPMP のトランシュ提

出。 

 日本のトランシュ遅延について特に意見は求められなかった。 

 

(c) 2020-2022 business plan 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/13」 

 実施機関によって提出された 2020 年‐2022 年の事業計画に対する事務局からのレビュー 

 実施機関及び事務局からは以下の意見が提起された。 

 異なる実施機関（UNID, UNEP）のトランシュを同年に 2 つ出す場合、コンバインして提出したい。 

 

議題 9．Matters related to project proposals  

(a) Submissions to the 84th meeting  

 第 84 回 ExCom にて提出予定のプロジェクトプラグラムとコストの提出予定。また、下記事項について討

議された。 

(i) Key considerations for project submissions  

(ii) Submission deadlines and requirements (paragraphs 38 to 40 of the planning communication) and cut-

off date for comments and negotiations (paragraph 41 of the planning communication) 

(iii) Bilateral discussions between representatives of the bilateral and implementing agencies and the 

Secretariat (including matters relating to HCFC production sector) 

 特記事項なし 

 

(b) Guides and templates for project submissions 

 実施機関及び事務局からは以下の意見が提起された。 

 ガイドラインは有益。普段どのように使っているか教えてほしい。 
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 ガイドラインは有益であるが、精度をあげるためにアップデートが必要。 

 どのガイドをみたらよいか分からないため、ガイドダインのネットワーク（使い方のガイドライン）が欲

しい。 

(i) Guide for preparation of Stage I of HPMPs  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/14」 

 特記事項なし 

(ii) Guide for the presentation of tranches of HPMPs  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/15」 

 特記事項なし 

(iii) Guide for project preparation for Stage II of HPMPs  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/16」 

(iv) Guide for the presentation of Stage II of HPMPs 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/17」 

(v) Guide for the presentation of tranches of HCFC production sector phase-out management plans  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/18」 

(vi) Guide for the submission of institutional strengthening projects  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/19」 

(vii) Guide for the submission of stand-alone HFC investment projects  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/20」 

(viii) Guide for the submission of enabling activities  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/21」 

 

議題 10 Policy-related matters 

（a） Overview of current monitoring, reporting, verification and enforceable licensing and quota systems 

 事務局より第 84 回 ExCom 及び第 41 回 OEWG のサマリーが提出され、プロジェクト推進における実施

機関の役割及びモニタリング、レポーティング、認証等の取組について協議された。 

 実施機関及び事務局からは以下の意見が提起された。 

 CFC11 はモニタリング、コントロールを含むモントリオールシステム全体の問題であり、単独の活動

では非効果的。この問題は非常に重要だと認識している。 

 事務局はどのようにして各国が機能していることか把握・判断するのか。 

 ヴェリフィケーションを統一するように頑張った。（事務局） 

（b） Draft guidelines and the standard format used for verification of ODS production phase-out 

 ODS フェードアウトのドラフトガイドライン及び標準フォーマットについて協議された。（ベースとなるドキュ

メントは UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33)  

 詳細な内容は二国間で調整するとのこと。 

（c） Analysis of the implications of parallel or integrated implementation of HCFC phase-out and HFC phase-

down activities  

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/22」 

 HCFC フェードアウト、HFC フェードダウンプロジェクトに共通する活動と構成要素の特定について協議さ

れた。 
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 HFC の重要性が高い国（例：コスタリカ）においてどのように転換を進めるか。 

 HFC をマーケットに浸透させることが大変。テクノロジー、ロードマップ、ポリシーフレームワーク、マ

ーケット転換についてのストラテジーが必要。 

（d） Gender mainstreaming policy 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/23」 

 MLF プロジェクトにおけるジェンダーポリシーについて議論された。 

 その他特記事項なし 

（e） Review of funding of institutional strengthening projects 

 対象ドキュメントは「MLF/IACM.2019/2/24」 

 制度強化プロジェクトについてのレビュー。 

 特記事項なし 

 

議題 11 Matters related to the Kigali Amendment 

(a) Draft criteria for funding HFC phase-down in Article 5 countries 

 ドキュメント「UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48」Annex XIII, XIV 記載内容のサマリーが第 84 回 ExCom に

提出される予定。コストガイドラインの要素や追加事項について協議された。 

 その他特記事項なし 

(b) Energy efficiency 

 第 84 回 ExCom では 3 つのドキュメントが提出される予定。①デジジョン XXVIII/2 のパラグラフ 16 及び、

デジジョン XXX/5 のパラグラフ 2 を有効かさせるための方策、②エネルギー効率に関する TEAP レポー

トのサマリー。③第 83 回 ExCom 及び第 41 回 OEWG の内容のサマリー。 

 

デジジョン XXX/[ 5 ]: モントリオール議定書第 5 条第 1 項に基づく締約国による、冷凍、空調及びヒートポンプ部門に

おける省エネ技術へのアクセスについて 

モントリオール議定書キガリ改正は、2019 年 1 月 1 日をもって発効することを認識する 

 技術経済評価パネルによる 2018 年 5 月の報告書ならびに同年 9 月の同報告書改定版において、いくつか

のカテゴリーにおける権限付与は、省エネ推進に資する可能性があるとして、機会として提示されたことを認識する 

 より地球温暖化につながる可能性の低い冷媒への移行期間において、省エネ技術による冷凍・空調機器の

改良により、キガリ改正にある気候保護効果を倍増させる可能性があると示した 2018 年度オゾン層破壊に関する科学

的評価を認知する 

 決定 XXVIII/2 第 16 項ならびに第 22 項を認識する  

1. 多数国間基金執行委員会に、HFC 削減実現化活動を通じた経済的援助の枠組の中で、第 5 条第 1 項締約国のう

ち希望国は、この援助の一部を、省エネ政策及び訓練支援への活用を可能とするため、柔軟性を検討することを要

請する。それは以下のような規制物質のフェーズダウンにつながるものである:  

 非省エネ冷凍、空調、ヒートポンプ機器の市場への普及を避けるための政策及び規制の立案及び執

行 

 当該セクターにおける省エネ技術へのアクセスの推進  

 認証、安全基準、認知度向上やキャパシティビルディング省エネの維持及び推進を目指した、対象を

絞ったトレーニング 

2. 多数国間基金執行委員会に、決定 XXVIII/2 第 16 項の範囲内で、当該決定第 1 項の活動実施を援助するため

に、低消費国への資金供与増額の検討を要請する 

3. 技術経済評価パネル（ TEAP）に、省エネの維持・推進につながる低地球温暖化係数の 技術・機器、とりわけ、冷

凍・空調・ヒートポンプ分野（RACHP）のさまざまな分野、中でも家庭用空調や商業冷凍の分野を網羅した費用及び

有用性に関する報告書を、国や標高（HAT, height above terrain?）を含む地理的地域を考慮の上作成することを要

請する 

4. 第 5 条適用国の独自プロジェクトを執行委員会決定 79/45 に則り継続的に支援する 

5. 多数国間基金執行委員会に、先進事例、得た教訓や当該分野における省エネ維持につながるさらなる機会及び、

関連コストを明確化すべく、現在継続中の支援プロジェクトレビュー作業をさらに進めることを要請する  

6. 多数国間基金執行委員会に、ハイドロフルオロカーボンフェーズダウンにおける代替技術・機器の省エネの維持及
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デジジョン XXX/[ 5 ]: モントリオール議定書第 5 条第 1 項に基づく締約国による、冷凍、空調及びヒートポンプ部門に

おける省エネ技術へのアクセスについて 

び推進に関した費用ガイダンス作成するために、試行や独自プロジェクトから得られた情報を考慮することを要請す

る  

7. 多数国間基金執行委員会に、オゾン事務局との対話において、追加資金収集につき調査するため、その他基金や

財務機関と連携することや、適切であれば、HFCs フェーズダウンにおける省エネを維持し強化するための共同出

資手配などの協業手順を設定することを要請する 。また、第 5 条適用国のモントリオール議定書における責務履行

支援活動は、多数国間基金のガイドラインと決定に基づき今後も継続的に資金供与を受けることを認知する  

 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(c) Key aspects related to HFC-23 by-product control technologies 

 第 84 回 ExCom では、前回の ExCom の内容を踏まえ HFC-23 副生成物について、簡易なプレゼンテー

ションが実施される。 

 その他特記事項なし 

 

(d) Analysis of the level and modalities of funding for HFC phase-down in the refrigeration servicing sector 

(85th meeting) 

 冷凍サービス部門における HFC フェーズダウンについての協議が実施された。 

 その他特記事項なし 

 

議題 12 Other matters. 

 特記事項なし 

 

議題 13 Closure of meeting. 

 特記事項なし 
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(3)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第 31 回締約国会合（MOP31） 

(3)-1 会合概要 

日時 2019 年 11 月 4 日～11 月 8 日 

場所 イタリア・ローマ Food and Agriculture Organization（FAO） 

出席者（敬称略） 経済産業省オゾン層保護等推進室：下京田課長補佐、三谷専門職員 

株式会社 野村総合研究所：矢島、日下 

 

(3)-2 議事概要（プレナリー） 

議題1. Opening of the preparatory segment: 

(ア) Statement(s) by representative(s) of the Government of Italy; 

(イ) Statement(s) by representative(s) of the United Nations Environment Programme. 

 特記事項なし 

 

議題2. Organizational matters: 

(ア) Adoption of the agenda of the preparatory segment; 

 イタリア政府の要望によりローマ宣言が Other matter に追加された。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 イタリア：ローマ宣言を Other matter に追加することを提案する。Annex5 にローマ宣言の草稿が

ある。ローマ宣言では持続可能なコールドチェーンの構築を目指す。 

(イ) Organization of work 

 特記事項なし 

 

議題3. Administrative matters:  

(ア) Budget of the Trust Fund for the Montreal Protocol and financial reports. 

 議長より予算委員会に参加を希望する国の確認があり、予算の詳細は Budget Committee によって検

討する運びとなった。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

(イ) Consideration of the membership of Montreal Protocol bodies for 2020:  

(i) Members of the Implementation Committee; 

(ii) Members of the Executive Committee of the Multilateral Fund; 

(iii) Co-chairs of the Open-ended Working Group. 

 実施機関及び ExCom の構成国、OEWG の議長について事務局から提案された。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

議題4. Terms of reference for the study on the 2021–2023 replenishment of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol. 

 2020 年及び 2021 年度予算及びファクトシートの新しいフォーマットについて事務局より報告が行われ

た。詳細はコンタクトグループにて協議の上、改めてプレナリーにてデジジョンが採択される方針となっ

た。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 
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議題5. Potential areas of focus for the 2022 quadrennial assessment reports of the Scientific Assessment Panel, 

the Environmental Effects Assessment Panel and the Technology and Economic Assessment Panel. 

 SAP、EEAP、TEAP の 2022 年アセスメント・パネルの発行レポートの対象について議論が行われた。

詳細はコンタクトグループにて議論されることになった。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 EU：ドラフト・デジジョンを用意している。2022 年に向けて CTC や北極圏で発見された新物質な

ど、何にフォーカスすべきか検討したい。 

 日本：バンク破壊については日本も関心が高く、次期評価報告に含まれる必要があると考えてい

る。COP25 においてフロンのライフサイクルマネジメントについてのコアリションの立ち上げを予

定している。 

 中国：次期評価報告では、リプレイスメント技術、コストと技術の利用可能性、どのような状況でど

のようなリスクがあるかについての包括的な内容が取り込まれる必要がある。 

 オーストラリア：次期評価報告の内容では懸念すべき点は多く、少数のコンタクトグループにて協

議することが望ましいと考える。 

 アメリカ：オーストラリアの見解を支持する。コンタクトグループにて議論を継続したい。 

 ナイジェリア：バンク破壊の技術への関心は高い。コンタクトグループにて議論を継続したい。 

 メキシコ：新しく発見された物質の人体への影響について研究をつづける必要がある。 

 カナダ：EU の見解を支持する。 

 議長：EU 及びブルキナファソをコンタクトグループの議長にして協議を続ける。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

議題6. Unexpected emissions of trichlorofluoromethane (CFC-11). 

 中国による CFC-11 の排出について、OEWG 及び CC での協議の成果が報告された。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 中国：中国はウィーン条約に加盟したのが 30 年前、モントリオール議定書に加盟したのが 20 年

前であり、それ以来大きな貢献をしてきた。CFC-11 の予期せぬ排出について中国全土で調査

を実施し、厳しく違法製造への取り締まりを行った。中国の取組成果についてはサイドイベントに

おいても報告する。中国は最大の ODS 生産者であり消費者であり、議定書の順守のために多大

な努力を払ってきた。CFC-11 の違法製造の背後にある理由への理解が必要と考えている。中

国は各国とのコラボレーションに対して開かれており、モントリオール議定書のポジティブな側面

を残したいと考えている。 

 中国より CRP が提出され詳細はコンタクトグループにて協議が継続された。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

議題7. Ongoing reported emissions of carbon tetrachloride. 

 四塩化炭素の排出について報告が行われた。本会合中にインフォーマル・グループにおいて議論が

継続された。会合中に CRP は完成せずスイス作成の CRP はスイスの Statement として取り扱われるこ

ととなった。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 
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 スイス：この問題について十分な理解を得られていないと考えている。スイスが作成したドラフトで

はアセスメントへの情報提供と加盟国への任意での情報提供を要請している。コンタクトグループ

において議論を継続したい。他のアジェンダとも関係がある問題である。 

 ブルキナファソ：CTC についての正確な情報がないと必要なアクションが取れない。スイス

提案は重要と考えている。 

 EU：この問題にこのミーティングでどのように取り組むか。 

 議長：インフォーマル・グループにおいて議論を継続し、改めてプレナリーにおいて議論を

継続する。 

 スイス：関心国、TEAP と協議を継続した。CRP としてではなく本会合レポートの Annex に含まれ

る事を希望する。次回 OEWG にて議論を継続したい。 

 議長：CRP はフォーマルなドキュメントであるため、CRP をレポートに記載することは一般的

ではない。スイスの議論としてアタッチメントなしで掲載する。次回 OEWG にて議論を継続

する。 

 

議題8. Issues related to exemptions under Articles 2A–2I of the Montreal Protocol:  

(ア) Nominations for critical-use exemptions for methyl bromide for 2020 and 2021; 

 2020 年の臭化メチルの不可欠用途申請がアルゼンチン及び南アフリカ（５条国）から、2021 年の不可

欠用途申請はオーストラリア及びカナダ（非５条国）から提出された。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

(イ) Stocks of methyl bromide; 

 臭化メチルのストックについてコンタクトグループにて協議が継続されたものの、アメリカからの CRP へ

の強い反対を受けデジジョンは採択されず、次回 OEWG にて議論が継続されることとなった。 

 

(ウ) Development and availability of laboratory and analytical procedures that can be performed without 

using controlled substances under the Protocol; 

 第 41 回 OEWG の議論が継続される。前回の OEWG ではよりシンプルな申請形式について要望が

アメリカ、EU、カナダ、オーストラリア等の非 ５条国より提起されており要請された。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 EU：使用量は極めて少量であるためシンプルなフォーマットに変更すべきと考えている。インフォ

ーマル・グループにおいて議論すべき。 

 アメリカ：使用量が少ないためシンプルな管理にすべき。 

 以下のデジジョンが採択された。 

Decision XXXⅠ/[ x ]: Development and availability of laboratory and analytical procedures 

締約国会合が決定 VI/9 によって全世界における実験及び分析用途の適用除外を定めた旨を喚起し、 

締約国会合が決定 VII/11 によってオゾン破壊物質の実験及び分析用途の例の網羅的ではないリストを採択した旨も

喚起し、 

締約国会合が決定 VII/11 及び XXI/6 において、すべての締約国に対して、可能な場合にはモントリオール議定書の

オゾン破壊物質が使用されない実験及び分析の製品及びプロセスを採用することを目的として、オゾン層破壊物質

の使用が義務付けられる実験及び分析手続きの標準を特定しレビューするよう、各国国内の標準設定組織を奨励

することを要請した旨も喚起し、 
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Decision XXXⅠ/[ x ]: Development and availability of laboratory and analytical procedures 

締約国会合が決定 VII/11、XI/15 及び XIX/18 によって、実験及び分析用途の全世界的な適用除外から特定の用途

を除外した旨も喚起し、 

締約国会合が決定 XVIII/15 において臭化メチルの特定の実験及び分析用使用を承認した旨も喚起し、 

締約国会合が決定 XXVI/5 によって全世界的な実験及び分析用途の適用除外を 2021 年 12 月 31 日まで延長した旨

も喚起し、 

技術経済評価パネルの 2018 年 9 月の報告書「実験及び分析用途に関する決定 XXVI(5)(2)への回答」、ならびに医療

及び化学物質技術的オプション委員会の 2018 年評価報告書及びその提言に留意し、  

実験及び分析用途で消費されたオゾン層破壊物質が極めて少量であり、過去 4 年の全世界合計で 160 メートルトン未

満であった旨に留意し、 

締約国会合で決定 VI/9 に基づく全世界的適用除外から個別の実験及び分析用途を定期的に除外している現在の手

法が、実験及び分析用途のリストが網羅的ではないことから混乱を招く可能性があること、及び関連オゾン層破壊物

質の量を段階的に削減することによる環境上の利益とは釣り合わない一定水準の管理上の尽力を必然的に伴うこと

を認識し、 

1. 全世界的な実験及び分析用途の適用除外を 2021 年以降無期限に延長するが、将来の会合において締約国が

除外のレビューを行う可能性は排除しない。 

2. 締約国に提出される第 7 条のデータの年次報告に実験及び分析用途のオゾン層破壊物質の生産及び消費の推

移を含めるよう、事務局に要請する。 

3. 全世界的に適用が免除された実験及び分析用途の例の統合的なリスト、及び適用除外が終了したと締約国が合

意した用途のリストを、ウェブサイトを通じて締約国に利用可能にするよう、事務局に要請する。 

4. 医療及び化学物質技術的オプション委員会が技術経済評価パネルの 2018 年評価報告の中で提供した、オゾン

層破壊物質を使用せずに実行可能な用途に関する情報を、締約国が検討することを奨励する。   

5. 実験及び分析用途のためのオゾン破壊物質の生産及び消費は、実験及び分析のための絶対不可欠な用途に対

する除外から除かれていない用途に限定されることを締約国に再認識させる。 

6. 締約国による実験及び分析用途のオゾン層破壊物質の生産及び消費のさらなる削減を促し、オゾン層破壊物質

を必要としない実験標準の導入を促進する。 

7. 技術経済評価パネルに対し、4 年ごとの報告書の中で、締約国による実験及び分析用途のオゾン層破壊物質の

生産及び消費の削減、これらの用途についての新たな代替法、ならびにオゾン層破壊物質を使用することなく実

施可能な実験標準における進展を報告することを要請する。ただし、生産及び消費の著しい削減の機会を含め、

新たな興味深い情報が利用可能になった場合は、同パネルの年次進捗報告書で報告されるべき旨が前提である

こと。 

8. 本決定の第 7 項は、決定 XXX/15 第 4 項における実験及び分析用途に関連する技術・評価パネルへの要請に

取って代わるものである。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(エ) Process agents. 

 第 41 回 OEWG と同様に、第 30 回 MOP において決定された利用可能な物質及び代替技術の比

較表（Comparison）についての議論が継続された。 

 以下のデジジョンが採択された。 

Decision XXXⅠ/[ x ]: Process agents 

技術経済評価パネルの 2018 年及び 2019 年進捗報告の特にプロセスエージェントに関する部分に感謝と共に留意

し、 

決定 X/14 のプロセスエージェントに関する表 A 及び B が決定 XV/6、XVII/7、XIX/15、XXI/3、XXII/8、XXIII/7 及

び XXIX/7 を通じて改訂された旨を喚起し、31 

大半の締約国が決定 XXIII/7 の表 B に規定された補給量または消費量を大幅に下回る補給量または消費量を報告し

た旨に感謝と共に留意し、 

決定 IV/12 がプロセスエージェントとして使用されるオゾン破壊物質の排出を最小化するために、かかる排出の発生の

回避や実用的な制御技術、工程変更、密閉化または破壊を使用したかかる排出の削減の措置などの措置を締約

国が講じることを要請している旨を喚起し、 

決定 X/14 で要求されている報告の重要性に留意し、また、締約国が決定 XXIX/7 に対応して提供する情報の重要性

に留意し、 

                                              
31 決定 XV/6、XVII/7、XIX/15 および XXIX/7 では表 A のみが改訂された。 
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2018 年進捗報告において技術経済評価パネルが、決定 XXI/3 に従って締約国から提供された情報を考慮に入れる

ための決定 XXIX/7 で改訂後の決定 X/14 の表 A での 2 件の修正、ならびに決定 XXIII/7 の表 B の改訂を提言

し、2019 年進捗報告ではそれ以上の提言が行われなかった旨に留意し、 

1. 本決定の附属書に示されているとおり、決定 X/14 の表 A 及び B を改定すること。  

2. 決定 X/14 で要求している報告の重要性を締約国に再認識させること。 

3. 技術経済評価パネルに、4 年ごとの報告書において、規制物質のプロセスエージェントとしての使用及び排出に

おける締約国の進展、ならびに新生産工程及び排出量削減技法を含むかかる使用に対する代替法を報告するよ

う要請すること。ただし、新たな興味深い情報が利用可能になった場合は、同パネルの年次報告書で報告される

べき旨が前提であること。 

 

決定 XXXI/[ ]の附属書 

表 A プロセスエージェントとして使用される規制物質のリスト 

No. Process agent application Substance Permitted parties 

1 Elimination of NCl3 in chlor-alkali 

production  

CTC European Union, Israel, 

United States of America 

2 Recovery of chlorine by tail gas 

absorption from chlor-alkali 

production 

CTC United States of America 

3 Production of chlorinated rubber CTC European Union 

4 Production of chlorosulfonated 

polyolefin (CSM)  

CTC China 

5 Production of aramid polymer (PPTA)  CTC European Union 

6 Production of synthetic fibre sheet  CFC-11 United States of America 

7 Photochemical synthesis of 

perfluoropolyetherpolyperoxide 

precursors of Z-perfluoropolyethers 

and difunctional derivatives 

CFC-12 European Union 

8 Production of cyclodime CTC European Union 

9 Bromination of a styrenic polymer BCM United States of America 

10 Production of high modulus polyethylene 

fibre 

CFC-113 United States of America 

略語：BCM – ブロモクロロメタン、CFC – クロロフルオロカーボン、CTC – 四塩化炭素  

 

表 B  プロセスエージェントとしての使用限度（単位はすべてメートルトン/年） 

Party  Make-up or consumption Maximum emissions 

China  1 103.0 313 

European Union 921.0 15 

Israel 3.5 0 

United States of America  2 300.0 181 

Total  4 327.5 509 
 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題9. Access of parties operating under paragraph 1 of Article 5 of the Montreal Protocol to energy-efficient 

technologies in the refrigeration, air-conditioning and heat-pump sectors. 

 第 41 回 OEWG においては、５条国からはエネルギー効率の高い設備及び技術についての追加情

報及びこれらの設備を利用するためのトレーニングの必要性、導入支援のためのプロジェクト実施等

が要請されていた。 

 上記の要請を受け、TEAP のタスクフォースよりアップデート・レポートが報告された。（対象ドキュメン

ト：「September 2019 report of the Technology and Economic Assessment Panel, Volume 3: Decision 

XXX/5 Task Force Report on Cost and Availability of Low-GWP Technologies/Equipment that 

Maintain/Enhance Energy Efficiency」） 

 報告内容の要旨は下記の通り。 
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 MOP30 の決定を受け EETF は EE の高い技術及び機器の利用可能性（技術の成熟度）とコスト

の状況について調査を行った。調査の対象はエアコン（AC）及び商標用冷媒（CR）である。新冷

媒技術の R&D は継続的に研究されている。インセンティブ設計はこれらの技術及び機器の導入

に重要であり、一部の地域では効果を上げている。 

 GWP が中・低レベルの冷媒は「利用可能」でありこれらの導入は AC 市場の需要を制限するもの

ではない。しかしこれらの技術は多くが HCFC を用いたものであり一層 EE の高い機器の研究は

HCFC の段階的削減計画との関係から進んでいない。 

 エアコン設備については、高 GWP の AC はどの国でも利用可能であるものの、HCFC ベースの

AC の EE は低く、RD も進んでいない。また中低レベルの AC 機器は多くの国で利用可能である

者の、US・HAT 地域においては未だ「新技術」の位置づけとなっている。 

 エアコンの構成器具としてはコンプレッサーと熱交換器であるが、ロータリーコンプレッサー、可

変速コンプレッサー（インバーターの可用性は限定的。（MEPS の導入によって増加）熱交換器

は、依然として主に「フィンとチューブ」タイプが主流であるが、より小さな管径とマイクロチャネル

交換器への移行が必要。 

 商業用冷媒装置はについて、自給式の商業用冷凍装置（SCCRE）ユニットは、設計、構造、機能

が多様である。また、生鮮食品が含まれていることが多いため、高い信頼性が必要である。機器

の設計（垂直対水平ドア）が熱負荷に影響する。 

 CR で使用される冷媒は、以前は HCFC-22、R-404A、及び HFC-134a に限定されていたが、現

在は CO2、HFC-600a 及び HC-290 を使用する炭化水素ユニット、及び HFO ブレンド（HFO ベ

ー1234yf）多くの国で導入されている。 

 商業用冷凍コンポーネントについて、可変速コンプレッサーと最新の制御技術、キャビネット設

計、ドアまたはカーテの組み込みの組み合わせが必要。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 クウェート：一般的なコメントを述べたい。プラハプロジェクトの経験から効果的なコンプレッサーと

コンデンサーの使用は極めて重要である。これらは US と HAT 地域では「新しい技術」と位置付

けられているが、何故同じ技術で区分が異なるのか。 

 ミクロネシア：個別の質問の前にプロセスについて確認したい。TF の提供した利用可能性とは、

各国や地域によってどのように測定したか。ダンピング等の様々なリスクがあると考えている。 

 バーレーン：HAT 地域では代替可能物質が利用できない。他の安全かつ低 GWP 代替技術へ

のアクセスを模索している。 

 ヨルダン：エネルギー効率の高さとメンテナンスとコストの関係については検討しないのか。CFC

と HCFC の代替物質、冷媒セクターにおけるエネルギー効率について、安全かつサステイナブ

ルな技術が必要である。 

 TEAP 回答： 

 クウェートのプラハプロジェクトについて、プラハプロジェクトは１と２に区別されるが、プロジ

ェクト１で利用したコンプレッサーはもう利用することができない。技術の「利用可能性」につ

いての定義は、一国一サプライヤー以上がいることを「利用可能」としている。コンプレッサ

ーの効果については他の類似プロジェクトと比較し効果を確認した。 
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 バーレーンの質問について、マイクロチャネルへの移行は容易と考えている。少なくともエジ

プト地域で 1 つの工場が生産している。コンプレッサーも中東で 1 つのプロジェクトを実施し

た。デザインの変更や生産ラインの変更は必要になる。 

 ヨルダンの質問について、異なった冷媒（アンモニア等）への転換についても多くの成功事

例が出てきており、将来的にもっと利用可能な代替物質は増えると考えている。 

 ミクロネシアの質問について、利用可能性とアクセス可能性の評価は難しい。アクセスビリテ

ィは、製品が市場に急に出てくるが急速に消えることもあり計測しにくく、トップダウンの分

析・評価は難しい。技術者の不足、HCFC22 を転換するインセンティブの不足、安全基準の

不足、ギガリ改正への提供を促すポリシーの不足、マーケットシグナルの不足等、様々な障

害がある。 

 ベナン：新しい技術を私の国は利用できない。コスト、ライフサイクル、エネルギーバランスについ

ての情報がほしい。 

 シリア：他の代替技術へ移行するためのファンド、安全基準についての情報提供が必要。 

 アメリカ：HCFC「設備」では技術革新が起こっていない。HCFC 設備の新しい技術へフォーカス

する必要がある。 

 イラク：クウェートとバーレーン同様に、イラクは夏では気温 50 度になる。HAT 地域で HCFC の

代替物はない。また、代替技術は安全、効率的、低価格でなくてはならない。 

 ルワンダ：コントロール、オペレーション、モニタリングについての言及がなかった。ダンピングの

脅威をどうするか。ダンピングのインパクトを計測するデータは利用可能か。 

 クウェート：AC 要素技術のコンポーネントは、GCC での利用可能性は限定的である。また、可燃

性の有無も重要な問題である。この点をレポートでクリアにされる必要がある。エネルギー効率・

ギガリ改正を重要視するのか、モントリオール議定書の順守を重要視するのかの問題と考える。 

 バーレーン：エネルギー効率はどの国にとっても重要であるが、５条国、特に HAT 地域の国々に

とっては極めて重要な問題である。 

 以下のデジジョンが採択された。 

Decision XXXⅠ/[ x ]: Energy Efficiency 

エネルギー効率及びハイドロフルオロカーボンの段階的削減に関連した決定 XXVIII/2、XXVIII/3、XXIX/10 及び

XXX/5 を喚起し、 

決定 XXVIII/3、XXIX/10 及び XXX/5 に対応し、特にハイドロフルオロカーボンを段階的に削減する間のエネルギー

効率、ならびに地球温暖化係数が低くかつエネルギー効率を維持または向上させる技術及び機器のコスト及び利

用可能性に関する項目を取り上げた技術経済評価パネルの報告に留意し、  

- 技術経済評価パネルに、キガリ改正の実施に関連して、冷却・空調・ヒートポンプ部門におけるエネルギー効率の高

い技術のベストプラクティス、供給可能性、利用可能性及びコストに関する新たな進展を取り上げて、第 32 回締約

国会合での審議のための報告書の作成を要請すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題10. Terms of reference, composition, balance, fields of expertise and workload of the Technology and 

Economic Assessment Panel. 

 2019 年で任期が切れる TEAP メンバーの任命及び TEAP の任命・選定手続きについて議論が行わ

れた。日本からは TEAP のサブグループである MCTOC の議長に AGC 大西氏が選出された。 

 コンタクトグループではギガリ改正に対応するために専門家マトリックスの更新及びこれまでの５条国か

らの意見を踏まえ、専門家の要件に地理的特性、ジェンダーバランス等の文言が追加された。さらに５
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条国から要請された透明性に対応するため、選定結果についてのサマリーを TEAP のアニュアルレポ

ートに含めることが明記された。 

 以下のデジジョンが採択された。 

Decision XXXⅠ/[ x ]: Terms of reference, composition, balance, fields of expertise and workload of the Technology 

and Economic Assessment Panel. 

締約国が十分な情報に基づいた意思決定に到達できるよう支援する、独立した立場からの技術的及び科学的評価の

提供における技術経済評価パネルならびにその技術的オプション委員会及び暫定補助部機関の重要な役割を認

識し、 

締約国が、ハイドロフルオロカーボンの段階的削減に関する、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

キガリ改正を採択した決定 XXVIII/1 を喚起し、キガリ改正の実施に関連して今後に発生する、エネルギー効率、気

候の恩恵及び安全性などの課題を認識し、 

締約国が技術経済評価パネルならびにその技術的オプション委員会及び暫定補助機関の付託事項、行動規範及び

開示、ならびに利害相反に関するガイドラインを定めた決定 XXIV/8 を喚起し、 

締約国が技術経済評価パネルの付託事項、構成、バランス、専門分野及び作業負荷のレビューを求めた決定

XXX/15 に留意し、 

また、締約国が、技術経済評価パネルへの選任推薦を行う前に、同パネルの付託事項を理解し、同パネルの共同議長

と協議し、必要専門知識マトリクスを参照することを強く求められた決定 XXX/16 に留意し、 

1. 技術経済評価パネルの付託事項、及び推薦のガイドラインに関連した決定 XXIV/8 の特に附属書のセクション 2.9

の重要性をあらためて表明し、また、必要専門知識マトリクスに含めるべき要件と情報を定めた附属書の重要性もあ

らためて表明する。 

2. 技術経済評価パネルに対して、年次評価報告の一環として、パネル及びその技術的オプション委員会が、(a) 必要

な専門知識及びすでに利用可能な専門知識のマトリクスを考慮に入れた推薦プロセス、(b) 推薦案と推薦の決定、

(c) 推薦の終了、及び (d) 交代に関連して、焦点を絞った十分な協議を含め、付託事項に沿った明確かつ透明性

のある手続きを通じてパネルの付託事項の遵守を確実にするために実施する手続きの概要を記載した要約を要請

する。 

3. 締約国に対して、専門家を技術経済評価パネル、技術的オプション委員会または暫定補助機関に推薦する際に、

エネルギー効率、安全基準や気候への恩恵などのキガリ改正に関連した新たな事項に対処するために必要な専門

知識に加えて、必要専門知識のマトリクス、地理的及び性別のバランスを考慮に入れて、締約国からの適切な推薦

の提出を容易にするために、パネルの推薦様式及び関連するガイドラインを使用するよう要請する。 

4. オゾン事務局に対して、技術経済評価パネルの委員への推薦様式を事務局のウェブサイトで入手可能にし、推薦

についての締約国によるレビュー及び締約国間での議論を容易にするために、締約国が提出したパネルの委員へ

の推薦様式が会合ポータルで閲覧可能となるよう要請する。 

決定 XXX/16 に沿って、締約国に対して、技術経済評価パネルへの任命推薦を行う前に、技術経済評価パネルの付

託事項を理解し、パネルの共同議長と協議し、必要専門知識マトリクスを参照することを強く要請する。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題11. Membership of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the 

Montreal Protocol.  

 第 41 回 OEWG において、アルメニアを始めとする東欧諸国から ExCom の構成要件の変更（東欧諸

国の用の議席数の拡大）が要請された件についての議論が継続された。 

 アルメニアからは５条国・非５条国をそれぞれ 8 ヶ国に拡大し、５条国の公正をアフリカ地域 2 ヶ国、ア

ジア・太平洋地域 2 ヶ国、南米及びカリブ海地域 2 ヶ国、前述の地域の中から輪番制で 1 ヶ国、東欧

及び中央アジア地域で 1 ヶ国にする案が提案されたものの、各国からの賛同は得られずインフォーマ

ル・グループにおいて議論が継続された。最終日まで議論は平行線を辿り、次回 OEWG にてコンタク

トグループが設置される運びとなった。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 オーストラリア：既に５条国、非５条国という分類があり、新しい区分を設けることは混乱を招く。 

 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ：アルメニアの見解を支持する。共同で CRP を提出している。 

 議長：インフォーマル・グループにて議論を継続する。 
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 アルメニア、ヨルダン、モザンビーク、アゼルバイジャンからはフォーマル・グループでの協

議が必要として、コンタクトグループの設立が要請されたものの、今後のフォーマル・グルー

プ設立の可能性を妨げるものではないとしてインフォーマル・グループでの議論が継続され

ることとなった。 

 アルメニア：各国がインフォーマル・グループに参加することを求める。我々のプロポーザルに反

対することで、国連が定める平等の原則が侵害されている。モントリオール議定書に定める規則

に則りコンタクトグループの設立を求める。 

 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ：このコミュニケーションには開かれている。平等な代表を何度も求め

る。 

 議長：コンセンサスはみられないため、来年の OEWG に議論を延期することを提案する。バイラ

テラル・ベースで議論を続ける必要性をレポートで明記する。次回の OEWG にてコンタクトグル

ープを設立する。 

 

議題12. Request by Azerbaijan to be included among the parties to which the phase-down schedule for 

hydrofluorocarbons, as set out in paragraphs 2 and 4 of Article 2J of the Montreal Protocol, applies.  

 HFC 段階的削減スケジュールのグループ分けについて、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、タジ

キスタン及びウズベキスタンが規定されているグループにアゼルバイジャンを含める要請について協

議された。 

 

議題13. Safety standards.  

 第 41 回 OEWG の議論が継続される。前回 OEWG での議論並びに RTOC の報告事項は、商業用

冷機器の冷媒充填量の変更及び可燃性冷媒の安全基準に「僅かに可燃性有（Mildly Flammable）」の

A2L 規格（HFO-1234yf）が追加された点であった。また、安全基準を掲載している UNEP のウェブサ

イドの更新内容についても報告された。 

 HFC32 について言及はされなかったものの、中国からは可燃性基準について慎重な検討が必要との

発言があった。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 EU：低 GWP 対応に非常に重要である。安全基準のシェアとアップデートを求める。国家、地域

の枠組みを考慮する必要がある。サイドイベントにて EU の取組を紹介したい。 

 中国：代替物質は非常に重要。国際基準は注入基準を規制しており、これはマーケットへのイン

パクトに制限をかけている。また可燃性基準については慎重な検討が必要。 

 

議題14. Initial assessment by the Scientific Assessment Panel and the Technology and Economic Assessment 

Panel of five volatile fluoroorganic and related compounds found in the Arctic.  

 北極圏で発見された 5 つの揮発性フルオロオーガニックについて、TEAP 及び SAP から初期アセスメ

ント結果が報告された。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

議題15. Consideration of nominations to the assessment panels.  
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 新しい評価パネルの任命について議論された。専門技能マトリクスは「UNEP/OzL.Pro.31/2/E, 

AnnexⅢ」に 2019 年に任期が切れる TEAP メンバーのリストは「UNEP/OzL.Pro.31/2/E, AnnexⅣ」に

掲載されている。 

 以下のデジジョンが採択された。 

XXXⅠ/[ x ]: Consideration of nominations to the assessment panels 

1. 環境影響評価パネルの傑出した作業に感謝し、パネルの各共同議長及び各委員の傑出したサービス及び献身に

感謝する。 

2. 環境影響評価パネルの共同議長としての役割を果たした Mr. Min Shao （中国）及び Mr. Nigel D. Paul （グレート

ブリテン及び北アイルランド連合王国）の長期にわたる傑出したモントリオール議定書へのサービスに感謝する。 

3. Mr. Krishna K. Pandey （インド）及び Mr. Paul Barnes （アメリカ合衆国）を 4 年間の任期で環境影響評価パネルの

新任共同議長として任命することを承認する。 

4. 技術経済評価パネルの傑出した報告に感謝し、パネルの各共同議長及び各委員の傑出したサービス及び献身に

感謝する。 

5. Mr. Jianjun Zhang （中国）をさらに 4 年間の任期で医療及び化学物質技術的オプション委員会の共同議長として

任命することを承認する。  

6. Mr. Omar Abdelaziz （エジプト）を 4 年間の任期で冷凍・空調・ヒートポンプ技術的オプション委員会の共同議長と

して任命することを承認する。  

7. Mr. Keiichi Ohnishi （日本）をさらに 4 年間の任期で医療及び化学物質技術的オプション委員会の共同議長として

任命することを承認する。  

8. Mr. Sidi Menad Si Ahmed （アルジェリア）をさらに 1 年間の任期で技術経済評価パネルの上級専門家として任命す

ることを承認する。  

9. Ms. Suely Carvalho (Brazil) をさらに 4 年間の任期で技術経済評価パネルの上級専門家として任命することを承認

する。  

10. 締約国に対して、パネルへの任命推薦を行う前に、技術経済評価パネルの付託事項を理解し、パネルの共同議長

と協議し、必要専門知識マトリクスを参照することを強く要請する。 

 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題16. Compliance and data reporting issues: the work and recommended decisions of the Implementation 

Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol.  

 第 62 回、第 63 回の Impcom の成果及び不遵守国への対応について Impcom 委員長（President）よ

り報告が行われた。 

 

議題17. Risk of non-compliance with hydrochlorofluorocarbon reduction targets for 2019 by the Democratic 

People’s Republic of Korea.  

 北朝鮮の 2019 年の HFC 削減スケジュールの不履行のリスクについて協議される。なお北朝鮮は続く

第 41 回 OEWG において議定書スケジュール履行のための資金及び技術的な支援を要請し CRP を

提出しているが、これはアメリカ、EU、日本の反対によって採択されていない。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

議題18. Status of ratification of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.  

 各国よりギガリ改正の批准状況についてのアップデートが共有された。現在の加盟国は 88 か国となっ

た。 

 各国の発言要旨は下記の通り。 

 メキシコ：未加盟国への加盟を要請する。 

 アルメニア：東欧は 3 か国が新しく加盟した。他の国も加盟手続きを進めている。 
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 ケニア：批准に向けた行政手続きが進行中。 

 タンザニア：批准に向けた行政手続きが進行中。 

 マレーシア：批准に向け国内承認が完了した。 

 ブラジル：批准に向けた最終手続き中である。 

 チュニジア：批准向けた全ての手続きが完了しており、今月末に議会に提出する。HFC の輸出

入の法的枠組みを整備している。 

 スーダン：批准の準備中。批准プロセスを加速させるため UNEP ワークショップに参加した。 

 ドミニカ：2 つの議会の内、1 つは通過し、今月末には手続きが完了できる予定。 

 デジジョン全文については文末の Annex を参照。 

 

議題19. Other matters.  

 イタリア政府からの要請で、持続的なコールドチェーンとフードロスの削減を目指すローマ宣言のドラ

フトが提出された。これは「モントリオール議定書がサステイナブルなコールドチェーンとフードロスの

削減への貢献することを宣言し、モントリオール議定書が SDGs が掲げているゼロ・ハンガー、エネル

ギー効率、気候変動への対応に貢献する」ことを目指すものである。会合中に既に多くの国から賛意

が表明された。正式なサインメントは次回の MOP にて行われる。 

 ローマ宣言の詳細について文末の Annex を参照。 

 

(3)-3 議事概要（ハイレベル・セグメント） 

1. Opening of the high-level segment: 

(a) Statement(s) by representative(s) of the Government of Italy; 

(b) Statement(s) by representative(s) of the United Nations Environment Programme; 

(c) Statement by the President of the Thirtieth Meeting of the Parties to the Montreal 

Protocol; 

(d) Opening statement by Pope Francis. 

 イタリア政府代表、UNEP、ローマ教皇より開会の挨拶が述べられた。 

 その他特記事項なし 

 

2. Organizational matters: 

(a) Election of officers for the Thirty-First Meeting of the Parties to the Montreal Protocol; 

(b) Adoption of the agenda of the high-level segment of the Thirty-First Meeting of the Parties to the Montreal 

Protocol; 

(c) Organization of work; 

(d) Credentials of representatives. 

 組織事項について報告された。 

 その他特記事項なし 

 

3. Presentations by the assessment panels on their synthesis of the 2018 quadrennial assessments. 

 アセスメント・パネルより 4 年次評価が報告された。 

 その他特記事項なし 
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4. Presentation by the Chair of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the 

Montreal Protocol on the work of the Executive Committee, the Multilateral Fund secretariat and the Fund’s 

implementing agencies. 

 各機関より報告が行われた。 

 その他特記事項なし 

 

5. Statements by heads of delegation and discussion on key topics. 

 各国代表より Statement が宣言された。 

 その他特記事項なし 

 

6. Report by the co-chairs of the preparatory segment and consideration of the decisions recommended for adoption 

by the Thirty-First Meeting of the Parties. 

 全 MOP 議長より Preparatory segment の内容が報告された。 

 その他特記事項なし 

 

7. Dates and venue for the Thirty-Second Meeting of the Parties to the Montreal Protocol. 

 第 32 回 MOP は 2020 年 11 月 8 日からウズベキスタンにて開催されることとなった。 

 その他特記事項なし 

 

8. Other matters. 

 特記事項なし 

 

9. Adoption of decisions by the Thirty-First Meeting of the Parties to the Montreal Protocol. 

 本会合中に協議されたデジジョンが採択された。 

 その他特記事項なし 

 

10. Adoption of the report. 

 本会合のレポートが採択された。 

 アメリカよりパラグラフ 34 の文言の修正が要求された。 

 アメリカよりパラグラフ 52 の文言の修正が要求された。 

 EU よりパラグラフ 63 の文言の修正が要求された。 

 EU よりパラグラフ 86 の文言の修正が要求された。 

 アルメニアよりパラグラフ 121 の文言の修正が要求された 

 アメリカよりパラグラフ 157 の文言の修正が要求された。 

 イタリアよりパラグラフ 163 の文言の修正が要求された。 

 

11. Closure of the meeting. 

 特記事項なし 
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(3)-4 サイドイベント 

イベントタイトル: Facing the Challenge, China in Action 

日時: 2019 年 11 月 4 日 13:00-15:00 

主催: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China 

概要： 

 100 以上の取組を 31 以上の部門で実施し、28 万トンの ODS を削減 

 1172 会社に対して全国一斉に操作を行い、内 394 企業に対してサンプルテストを実施した。結果、6 社にお

いて CFC-11 の違法使用を摘発した。また、2 つの地下工場で CFC-11 の違法製造を摘発した。これらの取

組により、177 トンの ODS を破壊。 

 モントリオール議定書の履行ために以下の施策を講じた。 

 モントリオール議定書関連の法体系をレビュー。ODS のライフサイクルマネジメントの観点からの法規制

内容の見直し 

 修正した罰則規定を市場へのメッセージとして発信 

 執行形態の強化。CFC011 の違法仕様に対する取締りを強化 

 キャパシティ・ビルディングの実施。ODS 法のテクニカル・ガイドラインの策定、業界の自主規制の強化

（ホットラインと表彰制度の設置） 

 中国の取組みからの共有事項 

 インサイダー情報なしに ODS の違法製造を発見することは困難 

 HCFC22 利用企業が CFC11 に転換するインセンティブはない 

 HCFC-141b と比較した場合 CFC-11 に転換するメリットは存在する 

 CTC（CFC-11 の原料となる）のモニタリングが最も効果的 

 法規制及び ODS 輸出入についてのワークショップを実施 

 JUHUA 社の取組の紹介 

 行政、地域自体との連携や HCFC のオンライン報告システムを整備 

 技術的レビューだけではなくファイナンシャルレビューも行う。両方のデータを突合し判断している。 

 会場：ODS モニタリングに利用したデータの共有は可能か。 

中国：可能。ただし、モニタリングには国のデータを利用しておりすぐに共有できる方法がない。会合が終わり次第

対応できる思うため、コンタクトをとってほしい。 
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イベントタイトル: UNDP and GIZ Side Event : Sound ODS/HFC waste management and disposal 

日時: 2019 年 11 月 4 日 13:00-15:00 

主催: UNDP and GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 

概要： 

 Environmentally sound management（ESM）という考えが重要となってくる。但し、何のための ESM をやるの

か、その意義が重要となってくる。 

 Bank として、途上国の CFC-12 も 2025 年には無くなる、問題は、フォーム。今後の問題は、フォームの

CFC-11 と HFC 冷媒となる。 

 現状で途上国は先進国の半分のバンク、将来、この量が先進国以上となる可能性がある。 

 バンク管理の難しい点は、少ない量が広大なエリアに散らばっている、という点にある。 

 ODS の破壊に加えて、PoPs の破壊について、GEF SAP ガイドラインが用意されている。 

 ドイツ政府がファンディングした、Pilot ODS disposal projects に係る報告書が 2018 年 11 月に公表されてい

る。 

 EOL の処理及び ODS の回収及び破壊を進めるためには、途上国は、MLF/GEF からのインフラ支援を受け

る必要があり、先進国は PPP や EPR という考え方に基づき、取組を進める必要がある。HFC の場合、GHG と

なり、carbon finance を活用することも考えられる。個人的には、小規模で環境に優しい破壊技術が開発され

ることを望む。 

 欧州でも回収が問題、CFC も HFC も量的にはそれほど多くはない。さらに、HFC の破壊の多くが副生成

HFC-23 となっている。欧州でもフォームの問題が大きい。 

 EU レベルで廃棄物に係る規定が設けられているものの、最終的には加盟国自身が決めることが多く、各国が

経済性等を踏まえ、仕組みを導入している。但し、WEEE は冷媒使用機器であり、他の廃棄物と分けて処理

することは義務づけられている。 

 ドイツでは、WEEE の処理は、メーカーから委託されている登録団体が実施している。生産者及び輸入業者

に義務が課せられている。オーストリアでは、許可を得た業者がビジネスとして行っている。EU は国毎に異な

る。 

 ドイツの支援を受けて、コロンビアにおける EOL の回収に係る実証が行われた。 

 コンセプトとして、R&R&R strategy（recover, recycle, reclaim and reuse the refrigerant）を掲げ、RAC につい

て取組を実施した。 

 11 の都市で 18 カ所に回収拠点、5 つの施設で再生を行った。UNDP が実施機関に。取組の大きなポイント

は、タックスインセンティブを設けた点にある。新規に購入する RAC について、古い機器を回収する場合、

VAT を 19%から 5％に下げた。このプロジェクトは、NAMA プロジェクトと呼ばれ、結果的に 30 万機器の代替

に成功した。 

 Challenge は、キャパシティビルディングと、いかに民間の廃棄物業者を巻き込むか、である。プロジェクトで

は、廃棄物業者に資金提供を行い、処理施設等の導入を進めた。何らかの公的支援がなければ、民間レベ

ルで進む取組ではない。ファイナンスを含めた統合的な国家戦略が必要となる。 
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イベントタイトル: EPEE Side Event : New tools to deliver sustainable cooling 

日時: 2019 年 11 月 5 日 13:00-15:00 

主催: EPEE (the European Partnership for Energy and the Environment)  

概要： 

 気候変動の影響や食品物流に係る需要の伸びを受け、冷凍空調の重要性が年々高まっている。 

 家庭用エアコンの普及は急激であり、2030 年には現在の倍以上の機器が設置されると考えられている。 

 冷凍空調のみならず、データセンターでの空調も急激に伸びており、2020 年に EU において、エネルギー使

用量の 4%を占めるに至るとの報告もある。 

 途上国では、EU 以上に冷凍空調に関する需要の拡大が進むと考えられており、その管理が極めて重要とな

る。 

 欧州の場合、2025 年に、生活の 90%が室内で行われ、80%が都市部で生活すると考えられており、空調需要

が益々ふくれあがると考えられている。 

 世界のフードロスは 20%程度とされており、冷凍冷蔵の重要性はこの削減にある。 

 持続可能な冷凍空調という考え方は、例えば、分散型のシステムを導入することで、電力供給網の整備に係

る費用を減らし、停電等のリスクを避けることも可能になると考えられている。これは政策担当者、ユーザー、

機器メーカー、金融機関、電力供給者など、関係主体が協力して取り組まなければ実現しない事柄である。 

 この実現に EPEE は、5 ステップアプローチを提案する。 

 ステップ 1 として、冷凍空調の必要性の最適化がある。例えば、ビルの設計において熱損失の削減は 54%以

上のエネルギー削減に結びつくとの報告もある。いつ、どこで、どのような冷凍空調が必要か、厳格に設計す

ることが求められる。 

 ステップ 2 として、冷凍空調機器の効率化にある。デザイン、サイズ、管理/運営、メンテナンス、パフォーマン

スのモニタリングの各分野での効率化は必須である。さらに機器の廃棄を考慮することで、機器のライフサイク

ル全般に亘る持続可能性が担保される。 

 ステップ 3 として、使用する冷媒の環境への影響を考慮しなければならない。高い GWP を有する冷媒を使用

してエネルギー効率を下げるのか、低い GWP の冷媒を使用して、エネルギー効率を落とすか、冷媒の回収

やキガリ改正に伴う冷媒調達の可能性も視野に入れ、ライフサイクル全体を考慮した選択が必要となる。 

 ステップ 4 として、投資対効果の考慮がある。初期投資額のみならず、長期に亘るエネルギー利用も考慮した

ライフサイクルコストによる判断が求められる。 

 ステップ 5 として、電源の再生可能化がある。大きなビルにおける熱源の一括管理や太陽光を活用したヒート

ポンプからなる分散型システム、オンサイトでのエネルギー貯蔵など、冷凍空調に供給するエネルギーや熱に

ついて、持続性や再生可能性を考慮した導入設計を図ることが求められる。 

 HFC Outlook は、国や地域を対象とした HFC 需要の予測を行うシステムであり、地域データを入力すること

で、政策担当者に必要な、HFC 需要に係るデータを算出するものである。 

 （細かいシステムの活用方法等に説明がなされた） 
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イベントタイトル: The transition to alternative technology; The European Experience 

日時: 2019 年 11 月 6 日 8:30-10:00 

主催: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China 

概要： 

 欧州の HFC 管理は 2006 年から始められ、2014 年には、世界に先駆けて HFC のフェーズダウンを盛り込ん

だ規制を導入した。 

 この動きにより、低 GWP であると共にエネルギー効率に優れる技術の導入が進められた。 

 一方、低 GEP 冷媒の導入は、一部、取扱に危険な物質の導入にもつながり、労働環境を含めた、厳格な管

理の必要性が増している。また、規制される HFC の価格上昇も見られている。 

 また、フェーズダウンの導入は、東欧やトルコを経由した違法なフロン類の輸入につながってしまった。現在、

輸入、輸出業者のライセンスシステムの導入がキガリ改正に基づき進められているが、この強化により、違法な

輸出入を抑制する事が重要と考えており、これは、EU だけの課題ではなく、世界的な取組が求められるもの

と考えている。 

 キガリ改正は、オゾン層保護に加え、温室効果ガスの供給削減をモントリオールに持ち込み、それは、エネル

ギーの効率的利用という側面を含め、もはや冷媒や発泡剤などという測定の製品のみを対象とするものでは

なく、気候変動全体を考えなければならない規制となっている。 

 特に、電力を使う冷凍空調機器は、どのような電源を使うか、という点も重要となってくる。これは冷媒の選択

に、エネルギー効率を考慮することが求められることである。 

 発電サイドには、電力というエネルギーと共に熱というエネルギーを発生させるものがある。この熱をどのように

使うかによって、冷凍空調機器のエネルギー効率が変わってくる。 

 天然ガスを使ったボイラーとヒートポンプを比較した場合、最終的な熱供給という場面でヒートポンプの方が熱

効率に優れるというデータもある。 

 欧州では、製品に対してエネルギー効率等を考慮することが義務づけられるエコデザイン指令もあるが、冷凍

空調分野では十分とは言えない状況にある。今後、ますます冷凍空調の重要性が高まる中で、F ガス規制と

このエコデザイン指令のハーモナイズも重要となってくる。 

 EU では、関係業界と連携して、F ガス規制の運用を進めている。特に、代替冷媒を取り扱う技術者の育成を

重視している。技術者の育成は基本、加盟各国に任されているが、欧州全体で技術者の質の向上を図ること

が重要と考えており、この意味で、国を横断する業界団体が果たす役割は大きいものと考えている。この育成

について、欧州は多言語地域であり、各言語に対応したプログラム作りが進められている。多言語で開発する

からこそ、世界展開に向けた準備が同時に進められるという利点もある。 

 欧州エアコン冷蔵協会（AREA）は UNEP と協同して、技術者向けの代替冷媒の取扱に係る UNICERSITY 

TRAINING KIT を開発した（キットの詳しい内容の説明があった。）。 
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イベントタイトル: European commission side event: latest developments on refrigeration standards at international 

and European level 

日時: 2019 年 11 月 6 日 13:00-15:00 

主催: European Committee 

概要： 

 CFC からスタートして、低 GWP や HFO は第四世代冷媒と呼べるが、第五世代冷媒と呼ぶことが出来る人工

の物質は、現状では存在していない。 

 ASHRAS/ISO817 による分類で、今後、A2、A2L、A3 の冷媒を使用しなければならない状況になる。 

 可燃性があったとしても、COP でみると二酸化炭素や炭化水素は高い傾向にある。 

 今後の冷媒選択の方向性は明らかであり、可燃性を踏まえた上での機器設計が可能となる冷媒が選ばれる

べきであり、そのための規格作りが重要となる。 

 現在、M/555 という名称にて、CEN と CENELEC からの求めにより基準作りが進められており、これは、A3 に

分類される冷媒の使用を可能とする基準である。 

 27 ヶ月かけて規格が検討される。技術的な検討は 8 ヶ月で終了する。そこから、CEN としての規格化に向け

た検討が進められ、認定を受けて、さらに各国の言語に翻訳される。 

 規格は 80 人規模で検討されている。 

 アセスメントレポートは、6 つの指令、20 の既存の安全基準、15 の可燃性ガス、25 の既存の可燃性に係る規

定が参照されている。 

 今後、トレーニングで言及すべき事項、世界的な基準との整合、冷媒の輸送時の基準作り等の検討が進めら

れる。 

 IEC60335-2-89 については、2014 年 11 月に東京で WG４が開催されたところから始まっている。この WG の

タスクは、150g 以上の可燃性冷媒の基準を策定するところにある。 

 この 6 月に規格は公表されている。 

 この規格では、1.2kg までの可燃性冷媒の使用が規格化され、一方で徹底的な気密化や最小室内面積の公

表などが求められている。 

 IEC では、新たに 150g 以上の可燃性冷媒を使用するための、環境や対策が示されている。 

 この規格は、一体型ショーケースやリーチンインショーケース、冷凍冷蔵庫等に活用できる。 

 欧州レベルでの基準化が進み、今後、米国や日本の基準への適用も検討されていく。 

 A2 及び A3 冷媒活用のための IEC-60335-2-40 の改正も進められている。 

 A2L では 77 頁で済んだ規格が、改正により倍以上の頁を必要になる計画である。これは、発火源など、規格

を定める事項が増えることによる。 

 検討では、新たな計算手法も開発されている。例えば、気体の流れを定義する計算手法であり、充填リミットと

室内の面積を明確とすることに役立っている。また、どの程度まで漏えいしても良いかという基準を示す計算

手法の開発が現在、進められているところである。漏えい速度の問題もある。A2L の漏えいは 30 秒で検知さ

れれば良いが、A2 や A3 になると、20 秒以内に検知できなければならなくなる。 

 Decision XXXIX/11 Safety standards (29 MOP, 2017) は Decision XXVIII/4 として 2020 にアップデートされ

ることが予定されている。 
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イベントタイトル: United4Efficiency Side event: Accelerating the switch to climate-friendly refrigerators and ACs 

through model regulation guidelines 

日時: 2019 年 11 月 7 日 08:30-10:00 

主催: United4Efficiency 

概要： 

 気候変動の進展に伴い、ますます冷凍空調機器の重要性が高まっている。 

 現状のエネルギー効率基準に対して、低 GWP 冷媒を使ってこれを達成、もしくはこれよりも高い効率をいか

に達成させるかが、現在のチャレンジとなっている。これは、世界的に取り組むべき事項であり、その上で規制

ガイドラインの策定は重要となってくる。 

 ガイドラインに並行していくつかのツールを www.united4efficiency.org に公開している。 

 ガイドラインに従い、規制が導入され、上市される製品にラベルが賦されるが、基準を設けそれを下回る新製

品については、明確に適さないことを示すべきであり、機器毎に明確に順位付けすることが重要と考えてい

る。 

 その意味で、ガイドラインでは、Minimum Energy Performance Requirements を示している。これは、途上国を

中心に最低限の性能が得られていない機器の上市を抑制する効果がある。また、これは製品の世界市場化

を推進することができると考えている。 

 世界的には多くの国で、すでに電化製品に対する省エネラベルは導入されているが、冷媒×効率性という観

点から、世界的に共通のガイドラインを制定することの効果を考えている。当然、気候が各国で異なることから

全て共通というわけにはいかない。ガイドラインはあくまでガイドラインであり、気候の状況を踏まえつつ、同じ

考えでラベリング等が行われることを目指す。 

 対応言語については、英語に加え、スペイン語、フランス後、中国語が用意される予定となっている。 

 この取組は、COP25 でも紹介され、2020 年には ASHRAE Winter Meeting をはじめとする各機関の会合にて

紹介していく。なお、普及のターゲットは、現在、制度が定着していないアフリカやカリブ諸国等としている。セ

ネガルは、このガイドラインに従い制度を導入した最初の国となっている。 

 ガイドラインの対象は、エアコンと冷凍冷蔵機器（業務用冷蔵庫、チラー、フリーザー）となる。 

 冷凍冷蔵機器は、IEC62552:2015(part1,2,3),ISO5191:2017、エアコンは、ISO16358-1,2,3:2014、ISO16358-

1:2013/Amd１：2019 がそれぞれ参照されている。 

 ガイドラインは冷蔵機器で GWP20 以下、空調で、スプリットが 750 以下、一体型が 150 以下を推奨する。 

 ガイドラインの導入により世界中で省エネと CO2 排出が削減されると考えている。U４E Country saving に詳細

が記載されている。 
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イベントタイトル: THE FOOD COLD CHAIN: SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE COMMERCIAL 

REFRIGERATION 

日時: 2019 年 11 月 7 日 13:30-15:00 

主催: ANIMA / ASSOCOLD 

概要： 

 気候変動への取組に対する子どもたちのアクションが起こっているように、世界的に注目を集めている状況に

ある。 

 EIA は法的取引のマネジメントも担当している。今回は気候及び冷媒にフォーカスする。 

 EIA はリサイクリング、リカバリー、破壊に渡るフロンのライフサイクルマネジメントを実施している。 

 US の規制はナショナルレベルと連邦レベルに区分される。ナショナルレベルの SNAP 規制は、オゾン層や地

球温暖化の影響、可燃性、有毒性の観点から評価し、使用可能なものと使用不可の物質のリストが作成され

ている。 

 またこれとはナショナルレベルのとは別に、SLCPs イニシアティブや企業行動を規定する 23 のサブナショナ

ル（連邦）レベルの取組を確認している。 

 EU の F ガス規制は計画 HFCs の削減段階をトラックしている。HFC の違法取引が問題になっており、2018

年に市場に流れた HFC の最大 20%が違法取引によるものと予測されている。自然冷媒の技術者及びエンジ

ニアの不足が課題となっている。 

 セーフティースタンダードの制定と制定過程における透明性の確保が必要である。 

 また、代替冷媒を使用する冷凍機器は、エネルギー効率がよくサステイナブルなデザインを目指す必要があ

る。機器単体ではなくライフサイクルを踏まえたシステムの構築が必要である。 

 コールドチェーンの不足によって 23%のフードロスが発生している。途上国におけるコールドチェーンの整備

が急速に進んでおり、HFC 消費量の増加とエンドユーザーへの浸透は議定書の履行にネガティブな影響を

与える可能性がある。そのためエネルギー効率が高く HFC-free な冷媒の導入が必要とされている。 

 イタリアの事例紹介。EU の F ガス規制は F ガス総量の規制、代替がある設備における F ガス利用の禁止、

既存設備からの F ガス排出抑制を目的にしている。エコデザイン及びエネルギー・ラベリングシステムは多く

の設備に及んでいる。これはエネルギー効率に応じてクラスが A から G までで設備のエコデザインレベルを

区分するものである。 

 CO2 冷媒システムについて。CO2 冷媒システムとして、LED ライト、Passive doors、Adaptive resistor control、

High efficiency EC fans、EC fans at condenser、Electronic expansion valves、Compressors with capacity 

control といった設備を活用している。 
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イベントタイトル: GIZ side event: Increase in CFC-11: Uncertainties related to CFC banks and emissions 

日時: 2019 年 11 月 7 日 13:30-15:00 

主催: ANIMA / ASSOCOLD 

概要： 

 TEAP のタスクフォースとして、CFC-11 emissions が検討された。 

 CFC-11 の大気中濃度の上昇により、CFC-11 のフェーズアウト後の生産が疑われることとなった。これは、新

たな生産に起因するものなのか、それとも、チラーのバンクからの排出か、断熱材の廃棄に伴う排出か、など

が検討された。 

 また、その発生源については、気象予測に基づき、中国であることが予測された。 

 最終的な結論としては、2010 年以降、クローズセルの断熱材が CFC-11 から生産され、その生産に使用され

た年間 4 万トンから７万トン程度が排出源になり、また、そのバンクから長期の排出が起こった、と考えられた。 

 この問題を契機として、CFC-11/12 のバンクに係る検討が進められることとなった。 

 バンクの検討は、ドイツ政府の資金が活用され GIZ により実施されており、2020 年の 10 月に終了することと

なっている。 

 対象は、家庭用冷蔵庫、家庭用エアコン、断熱材として、基本的なデータは、Art7 のレポートを活用してい

る。 

 結果として、ドイツ国内について、2022 年には CFC のバンクは消失すると推計された。その後、2030 年以降

は、HFC のバンクが伸びることも併せて予測された。但し、断熱材については、継続的な使用も想定され、推

計の対象外とされた。 

 ドイツに加え、オーストリア、米国についてバンクの推計が行われた。対象は、家庭用冷蔵庫と断熱材である。 

 ドイツは、断熱材に 100K トン程度、バンクとして存在していると推計された(2009)。1994 年に生産は終了して

いる。なお、廃棄された断熱材の処理は、ドイツのサーキュラーエコノミー法や EU の廃棄物指令で、完全に

焼却することが求められている。 

 オーストリアは、22k トン程度（2010）で、1994 年に生産が終了したのはドイツと同じ。廃棄については、建材リ

サイクル法に基づき、ドイツ同様、焼却することが求められている。 

 アメリカについては、詳細な分析に足る情報を収集することができなかった。米国の場合、廃断熱材は埋め立

てとなっている。 

 世界全体では、2020 年に 8.5Gt-CO2 に相当する量が断熱材にバンクとして存在することが推計され、排出

については、2020 年に 162Mt-CO2 に相当する量として推計された。 
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(3)-5 Annex：MOP31Decisions 

第 31 回 MPO の決定事項を以下に訳出した。 

※対象ファイルは「MOP-31-9-Add-1E」、「MOP-31-L2-Add2-Draft_Decisions-Addendum.En.docx」。 

 

第 31 回締約国会合（ローマ、2019 年 11 月 4 日～11 月 8 日） 

決定 タイトル 

XXXI/1 モントリオール議定書の多数国間基金（MLF）の 2021－2023 年分の補充の調査に関する付託

事項 

XXXI/2 科学評価パネル（SAP）、環境影響評価パネル（EEAP）及び技術経済評価パネル（TEAP）の

2022 年の 4 年ごとの報告書における潜在的な重点分野 

XXXI/3 CFC-11 の予期せぬ排出及びモントリオール議定書の有効な実施及び法的強制を強化するた

めに改善されるべき制度上のプロセス 

XXXI/4 2020 年及び 2021 年のクリティカルユースの適用除外申請 

XXXI/5 実験及び分析用途 

XXXI/6 プロセスエージェント 

XXXI/7 エネルギー効率が高くかつ地球温暖化係数が低い技術に関する情報の継続的提供 

XXXI/8 技術経済評価パネルならびにその技術的オプション委員会及び暫定補助機関の付託事項－

推薦に関連する手続き 

XXXI/9 モントリオール議定書第 7 条に従って締約国によって提供されるデータ及び情報  

XXXI/10 モントリオール議定書第 4 条の B 第 2 項の 2 に基づくライセンス制度の確立 

XXXI/11 モントリオール議定書キガリ改正の批准状況 

XXXI/12 環境影響評価パネルと技術経済評価パネルのメンバー変更 

XXXI/13 執行委員会（ExCom）の委員 

XXXI/14 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）の委員 

XXXI/15 モントリオール議定書締約国の公開作業部会（OEWG）の共同議長 

XXXI/16 モントリオール議定書第 32 回締約国会合（MOP） 

XXXI/17 モントリオール議定書の財務報告及び予算 

 

附属書 タイトル 

Ⅰ プロセスエージェントとして使用される規制物質のリスト 

Ⅱ プロセスエージェントとしての使用限度 
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決定 XXXI/1：モントリオール議定書の多数国間基金（MLF）の 2021－2023 年分の補充の調査に関する付託事項 

モントリオール議定書の実施のための多数国間基金（MLF）の補充の調査に関する以前の付託事項についての

締約国の決定を喚起し、 

多数国間基金（MLF）の以前の補充に関する締約国の決定も喚起し、 

1. 技術経済評価パネルに対し、第 32 回締約国会合で多数国間基金（MLF）の 2021 年－2023 年分

の補充の適切な水準についての決定を採択することが可能となるように、第 32 回締約国会合

（MOP）に提出する報告書を作成し、同報告書を、第 42 回公開作業部会を通じて提出することを要

請する。 

2. 本決定の第 1 項で言及した報告書の作成の際、パネルは、特に以下の事項を考慮に入れるべき

である。  

(a) モントリオール議定書締約国及び多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）によって合意

されたすべての規制措置及び関連する決定。これには決定が 2021 年から 2023 年の間の

多数国間基金（MLF）からの支出を必然的に伴うものである範囲において、決定 XXVIII/2

及び第 31 回締約国会合（MOP）における決定、ならびに第 85 回までの執行委員会会合に

おける決定が含まれる。 

(b) 低消費国及び極低消費国の特別なニーズを考慮する必要性。 

(c) すべてのモントリオール議定書第 5 条第 1 項適用締約国（第 5 条締約国）が、モントリオー

ル議定書第 2A 条から 2J 条の遵守の達成もしくは維持、またはその両方を実現することが

可能となるように資源を配分する必要性。この際に締約国会合の決定 XIX/6 ならびに承認

された HCFC 段階的削減計画及び決定 XXVIII/2 の下での第 5 条締約国による削減及び

延長後の確約を考慮に入れ、また、技術経済評価パネル（TEAP）が補助報告書において資

源の配分に関連した締約国から要請された情報／説明を提供することに留意する。 

(d) 執行委員会（ExCom）の第 85 回会合までのすべての会合で合意された投資プロジェクト及

び非投資プロジェクトへの資金供与の適格性を判定するための決定、規則及びガイドライ

ン。 

(e) 第 5 条国が、HFC 消費の高率での増加に対応することによってキガリ改正を遵守するため

の、サービス及びエンドユーザー部門における早期活動を含む HFC の段階的削減計画の

策定及び必要な場合には実施を含め、キガリ改正を遵守するために資源を配分する必要

性。 

(f) 執行委員会（ExCom）の関連する決定に沿って、地球温暖化係数がゼロまたは低く、エネル

ギー効率を維持できる HFC 代替品のサービス／エンドユーザー部門への導入のために、

資源を低消費国に配分する必要性。 

(g) HFC の段階的削減のための資金提供要求を推計する際の、キガリ改正の批准の異なった

水準を表す 3 つのシナリオ。 

3.  技術経済評価パネル（TEAP）は、地球温暖化係数、エネルギー使用、安全性及びその他の関連

要素を考慮に入れて、HCFC の段階的削減のために、第 5 条国による HCFC から地球温暖化係

数が低いまたはゼロの代替品への直接的移行を可能にすることに伴い得る、必要な推定資金供与

の資源の数値の素案を提供するべきである。この素案の数値は、低消費国、小規模製造国及び中

規模製造国を含む、一連の代表的なシナリオについて提供されるべきである。 
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4.  決定 XXX/5 第 4 項に従った限定された数の個別の HFC からの移行プロジェクトを支援する費

用。 

5.   当該報告書を作成する際に、技術経済評価パネル（TEAP）は、有用とみなされるすべての関連

する人物、組織及びその他の関連する情報源を含め、広範な協議を行うべきである。 

6.   技術経済評価パネル（TEAP）は、公開作業部会（OEWG）の第 42 回会合の 2 ヶ月前にすべて

の締約国に配布することが可能になるように、報告書を早めに完成させるよう努力するべきである。 

技術経済評価パネル（TEAP）は、2024 年から 2026 年の期間及び 2027 年から 2029 年の期間について、素案と

なる数値を提供するべきである。これらの数値は資金供与の安定的かつ十分な水準を支えるものであり、今後の補

充に関する調査で更新されるという理解に基づくべきである。 

 

決定 XXXI/2: 科学評価パネル（SAP）、環境影響評価パネル（EEAP）及び技術経済評価パネル（TEAP）の 2022

年の 4 年ごとの報告書における潜在的な重点分野 

2018 年評価報告書の科学評価パネル（SAP）、環境影響評価パネル（EEAP）及び技術経済評価パネル（TEAP）

の委員ならびに全世界の協力者による卓越し、非常に有用な成果の、特に大量の関連情報を政策立案者による

利用を容易にした、簡潔かつ理解しやすい形式に要約するための取組みを多大な感謝と共に評価し、 

1. 科学評価パネル（SAP）、環境影響評価パネル（EEAP）及び技術経済評価パネル（TEAP）に対し、4

年ごとの評価報告書を作成し、2023 年における公開作業部会及び締約国会合による審議のために

2022 年 12 月 31 日までに事務局に提出すること、ならびに統合報告を 2023 年 4 月 30 日までに提

示することを要請する。各パネルは、重複を避け、モントリオール議定書締約国に包括的な情報を

提供するために、それぞれの報告書の作成の間、引き続き情報交換を行うべきであることに留意す

る。 

2. 各評価パネルに対して、決定 IV/13 に従って、評価パネルの意見で告知に値すると考えられる顕

著な動向を締約国に告知することを要請する。 

3. 各評価パネルに対して、報告書の作成において、性別及び地域別のバランスを推進することを目

的に、可能な限り第 5 条国の関連科学者を密接に関与させることを奨励する。 

4. 環境影響評価パネル（EEAP）に対して、2022 年評価報告書の作成において、オゾン層及び紫外

線の変化ならびにこれらの気候システムとの相互作用の影響、ならびに規制物質及びその代替物

の分解産物が以下に及ぼす影響を評価するために、最新の科学情報ならびに将来の予測及びシ

ナリオに特段の注意を払うことを要請する。 

(a) 生物圏、生物学的多様性及び生態系の健全性で、生物地球科学プロセス及び全球循環への

影響を含む。 

(b) 人類の健康 

(c) 生態系サービス、農業、ならびに建設、輸送、太陽光発電用途及びマイクロプラスチック用資

材の損傷 

5. 科学評価パネル（SAP）の 2022 年報告書には、以下が含まれるべきである。 

(a) オゾン層の状況評価及び将来の展開。 

(b) 全球的及び極地のオゾン評価で、南極オゾンホール及び北極の冬季／春季オゾン破壊ならび

にこれらの現象の予測される変化を含む。 
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(c) 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に適合する、特に規制物質及びオゾン

層に対して重要なその他の物質の微量ガスのトップダウン的に発生した排出量、存在量及び

大気中における運命の推移の評価で、これには、未確認の排出源ならびに報告された排出量

と観測された大気中の濃度との差異に対処するために、かかる排出量のボトムアップ的及びト

ップダウン的推定の比較が含まれるべきである。 

(d) これらの物質の報告された生産量と消費量との整合性の評価、ならびにオゾン層の状況への

起こり得る影響で、気候システムとの相互作用を含む。 

(e) 成層圏のオゾン層の変化と気候システムの変化の相互作用の評価で、オゾン層の破壊及び気

候への影響に関連する起こり得る将来シナリオを含む。 

(f) 可能な場合、オゾン層保護のためのウィーン条約及びモントリオール議定書の目的と整合的

な、オゾン層及び気候システムに対して重要なその他の問題の早期の特定及び定量化。  

(g) 太陽放射管理及びその成層圏オゾン層に対する潜在的な影響に関する情報及び研究の評

価。 

(h) モントリオール議定書に適合する新たに検知された物質に関する関連情報。 

6. 技術経済評価パネル（TEAP）は、2022 年の報告書に以下の項目の査定・評価を含めるべきであ

る。 

(a) 生産及び消費部門における、すべての部門での規制物質の使用を最小化または削減する、技

術的及び経済的に実現可能で持続可能な代替法及び実務への移行における技術的進歩。 

(b) 規制物質のバンク及び在庫の状況、ならびに大気への排出を回避するためのこれらの管理に

利用可能な選択肢。 

(c) モントリオール議定書のすべての締約国がモントリオール議定書による義務を履行する際、及

び特に代替品及び代替技術に関してすでに達成した段階的削減を維持する際に直面する困

難な課題で、原材料使用及び副産物に関連して排出を防止するための締約国にとっての困難

な課題、ならびにこれらの課題に対峙するための技術的及び経済的に実現可能な潜在的選

択肢を含む。 

(d) 規制対象オゾン層破壊物質（ODS）の段階的削減及び HFC の段階的削減が持続可能な発展

に与える影響。 

(e) 特にエネルギー効率及び安全性に関連して、気温の高い国での使用に適した HFC 代替品の

開発における技術的進歩。 

 

決定 XXXI/3:  CFC-11 の予期せぬ排出及びモントリオール議定書の有効な実施及び法的強制を強化するた

めに改善されるべき制度上のプロセス 

トリクロロフルオロメタン（CFC-11）の予期せぬ排出に関する決定 XXX/3 の、特にその中での 2020 年までにこ

の件に関する追加情報を提供する旨の科学評価パネルへの負託を喚起し、 

オゾン層破壊物質（ODS）の取引の監視及びオゾン層破壊物質の違法取引の防止に関し、第 7 項において締約

国が違法取引に関する情報をオゾン事務局に報告することが要請されている決定 XIV/7 を喚起し、  

技術経済評価パネル（TEAP）及び科学評価パネル（SAP）によって提供された CFC-11 の排出及びその推定され

る源泉に関する情報、ならびにこれらの排出がオゾン層に与える影響に対して締約国が懸念している旨を考慮し、 
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2019 年 3 月に開催されたオゾン層を破壊する CFC-11 排出の予期せぬ増加に関する国際シンポジウムの報告

に留意し、  

多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）が検討のために締約国に示した、最新の監視、報告、検証及び法

的強制力のあるライセンス及び割当制度に関する UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38 文書に留意し、 

予期せぬ CFC-11 の排出の更なる分析を支援するために、締約国が技術経済評価パネル（TEAP）に提供した情

報、公開作業部会（OEWG）にその第 41 回会合で提供した情報、及び第 31 回締約国会合（MOP）に提供した

情報の、特に UNEP/OzL.Pro.31/INF/9 文書に含まれる情報に感謝を表明し 

モントリオール議定書の不遵守手続きの下での執行委員会（ExCom）の第 63 回会合における報告に付属する

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4 文書に留意し、 

1. 締約国が CFC-11 の生産または消費の最大許容水準を超過したことを示す CFC-11 の排出に関する

情報に気付いた当該締約国は、妥当な期間内に、予期せぬ CFC-11 に排出の原因とみなす具体的な

状況の記述を事務局に提出するよう要請する。 

2. 新しいデータに気付いた場合、第 7 条に従った報告書を更新することを締約国に再認識させる。 

3. 議定書第 3 条に従った規制物質の生産及び消費を可能にするために、決定 XXII/20 第 1 項に従っ

て、締約国が、意図の有無とは無関係に、すべての規制物質の生産を報告することを再確認する。 

4. 締約国が、原材料用に生産された規制物質が原材料以外の目的または CFC-11 の違法な生産に振り

向けられないことを確実にするための措置を講じることを奨励する。 

5. すべての締約国が、以下によって規制物質の違法な生産、輸入、輸出及び消費を発見し、防止するた

めの措置を講じることを奨励する。 

(a) 規制物質の違法な生産の発見及び防止に効果的な方法でモントリオール議定書の義務を履行す

る。 

(b) 規制物質の段階的削減の前後のいずれかで、必要に応じて規制物質の全国的な禁止を検討する。  

(c) 情報交換を促進するために、十分に証明された規制物質の違法取引の事例をオゾン事務局に報告

する。  

(d) 情報交換を促進するために、違法な生産、輸入、輸出または消費の重大な事例に対してどのように

対処したか、及び知り得た限りのその原因について、オゾン事務局に報告する。 

6. 原料用及び適用除外用途の規制物質のあらゆる輸入及び輸出がライセンス制度に含められていること

を確実にすることを締約国に再認識させる 

7. 決定 XXX/3 第 2 項に従って提供された情報の最新情報を締約国に提供すること、及びそれに関する

報告を、利用可能となった新たな興味深い情報に加えて以下についての情報を提供し、第 32 回締約

国会合に提出することを技術経済評価パネルに要請する。 

(a) CFC-11 のバンクの、所在地別、市場部門別の内訳 

(b) 無水フッ化水素及び四塩化炭素の生産水準と CFC-11 の予期せぬ排出との関連 

(c) CFC 製品の種類、CFC 製品の廃棄、ならびに CFC 製品を検知し CFC-11 を回収するための機会

及び方法に関する情報 

(d) CFC-11 の違法な生産及び取引を引き起こすと考えられる要因の特定で、技術的及び経済的に実

現可能な CFC-11 及び HCFC-141b の代替品の利用可能性やその有効性の持続性など。 

8. 2020 年のオゾン調査責任者の会合でオゾン調査責任者と協働し、規制物質の全球的な大気中モニタ

リングの欠落部を特定し、2020 年に第 32 回モントリオール議定書締約国会合（MOP）及び第 12 回ウィ

ーン条約締約国会合で審議するために、このモニタリングを強化する方法についての選択肢を提供す
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ることに加えて、規制物質の予期せぬ排出を示す予備的情報を締約国に伝えるための選択肢を調査

することを科学評価パネルに要請する。 

9. 締約国が可能な限り速やかに、予期せぬ CFC-11 の排出に関連した入手可能な CFC-11 の大気中モ

ニタリング・データを事務局に提出することを奨励し、オゾン事務局にこのデータを締約国が利用可能と

なるよう要請する。 

  

決定 XXXI/4： 2020 年及び 2021 年のクリティカルユースの適用除外申請 

技術経済評価パネル（TEAP）及びその臭化メチル技術的オプション委員会による作業を感謝と共に評価し、 

多数のセクターで代替手段への実効的な移行が行われた旨、ならびに実質的にすべての臭化メチルの非検疫

処理用途及び出荷前処理用途について技術的及び経済的に実現可能な代替法が特定されている旨に留意し、 

多数の締約国による臭化メチルのクリティカルユース申請の著しい削減を認識し、 

2006 年及び 2007 年の臭化メチルのクリティカルユース適用除外に関する決定 XVII/9 第 1 項を喚起し、 

クリティカルユースの適用除外を申請する締約国は第 16 回締約国会合で合意された会計の枠組みを使用して臭

化メチルの在庫を報告することが要請される旨を喚起し、 

クリティカルユース向けの臭化メチルの生産及び消費は、貯蔵またはリサイクルされた臭化メチルの既存の在庫

から入手可能な臭化メチルの量及び質が十分ではない場合にのみ許可されるべきである旨を認識し、 

クリティカルユース適用除外の適用を受ける締約国は、クリティカルユース向けの臭化メチルの生産及び消費の

ライセンス付与、許可または承認を行う際に、貯蔵または再利用された臭化メチルの既存の在庫からは十分な質と

量の臭化メチルが入手可能である範囲を考慮するべきである旨を認識し、 

クリティカルユース適用除外を受ける締約国に、年次会計枠組み及び国家管理戦略を提出することを求めた決

定 Ex.I/4 を喚起し、 

オーストラリアの苺のランナー業界の調査プログラムの下での進展、ならびにオーストラリアでは 2018 年、2019

年及び 2020 年に実施される試験が成功し、代替手段の登録が完了することを条件に、当該代替手段への移行を

計画している旨に留意し、 

2021 年に代替手段が利用可能で使用のための登録が完了した場合には、必要な量の臭化メチルしか承認しない

旨のオーストラリア政府の確約に留意し、 

また、カナダがクリティカルユース向けの臭化メチルの生産及び消費を許可または承認する際に、実現可能な範

囲において、利用可能な在庫を考慮する旨に留意し、 

カナダの研究プログラムの下での達成された進展、及びカナダが 2020 年もその研究プログラムを継続すること

を確約している旨に留意し、  

また、アルゼンチンの研究プログラムが臭化メチルの代替手段の開発という目的を引き続き追求している旨に留

意し、 

さらに、南アフリカ政府が建造物及び木材加工向けに登録済の代替手段を段階的に導入することを確約してい

る旨に留意し、  

一部の締約国がすでにクリティカルユース適用除外の要請を取りやめていること、ならびに、引き続き適用除外

を申請している締約国による代替手段及び代替品を開発する取組みが同様の結果の達成を目的としている旨を

認識し、 

1. 各締約国に対して、本決定に付属する表 A に示された 2020 年及び 2021 年について合意されたク

リティカルユース・カテゴリーについて、本決定及び決定 Ex.I/4 に示されている条件に則り、これら



 

99 

の条件が適用される範囲において、本決定に付属する表 B に示された 2020 年及び 2021 年のクリ

ティカルユースを充足するために必要な生産及び消費の水準を認める。追加的な生産及び消費な

らびに用途のカテゴリーは、臭化メチルのクリティカルユースの適用除外に関する決定 IX/6 に従っ

て、締約国会合で承認され得ると理解する。 

2. 当該締約国は、本決定に付属する表 A に明記されたクリティカルユースの臭化メチルの量のライセ

ンス付与、許可、承認または配分に努める。 

3. クリティカルユースの適用除外に同意した各締約国は、決定 IX/6 第 1 項の規準の特に決定 IX/6

第 1 項 (b)(ii)号に定める規準が、臭化メチルのクリティカルユースのライセンス付与、許可または承

認において確実に適用されることの確約を更新するものとし、各締約国が本規定の実施について、

本決定が適用される各年の 2 月 1 日までに事務局まで報告することを要請する。 

4. 今後の臭化メチルのクリティカルユースを申請する締約国は、決定 IX/6 第 1 項 (b)(iii)号の規定を

遵守するものとし、モントリオール議定書第 5 条第 1 項非適用国は、臭化メチルの代替手段や代替

品を開発する研究プログラムが実施中である旨を明示するものとする。  

5. クリティカルユース適用除外を申請する議定書第 5 条第 1 項適用国に対し、決定 Ex.I/4 第 3 項に

従った国家管理戦略の提出を要求する。 

 

決定 XXXI/5: 実験及び分析用途 

締約国会合（MOP）が決定 VI/9 によって全世界における実験及び分析用途の適用除外を定めた旨を喚起し、 

締約国会合（MOP）が決定 VII/11 によってオゾン破壊物質（ODS）の実験及び分析用途の例の網羅的ではないリ

ストを採択した旨も喚起し、 

締約国会合（MOP）が決定 VII/11 及び XXI/6 において、すべての締約国に対して、可能な場合にはモントリオ

ール議定書のオゾン破壊物質（ODS）が使用されない実験及び分析の製品及びプロセスを採用することを目的とし

て、オゾン層破壊物質（ODS）の使用が義務付けられる実験及び分析手続きの標準を特定しレビューするよう、各 

国国内の標準設定組織を奨励することを要請した旨も喚起し、 

締約国会合（MOP）が決定 VII/11、XI/15 及び XIX/18 によって、実験及び分析用途の全世界的な適用除外か

ら特定の用途を除外した旨も喚起し、 

締約国会合（MOP）が決定 XVIII/15 において臭化メチルの特定の実験及び分析用使用を承認した旨も喚起

し、 

締約国会合（MOP）が決定 XXVI/5 によって全世界的な実験及び分析用途の適用除外を 2021 年 12 月 31 日まで

延長した旨も喚起し、 

技術経済評価パネル（TEAP）の 2018 年 9 月の報告書「実験及び分析用途に関する決定 XXVI(5)(2)への回

答」、ならびに医療及び化学物質技術的オプション委員会の 2018 年評価報告書及びその提言に留意し、  

実験及び分析用途で消費されたオゾン層破壊物質（ODS）が極めて少量であり、過去 4 年の全世界合計で 160

メートルトン未満であった旨に留意し、 

締約国会合（MOP）で決定 VI/9 に基づく全世界的適用除外から個別の実験及び分析用途を定期的に除外し

ている現在の手法が、実験及び分析用途のリストが網羅的ではないことから混乱を招く可能性があること、及び関

連オゾン層破壊物質（ODS）の量を段階的に削減することによる環境上の利益とは釣り合わない一定水準の管理

上の尽力を必然的に伴うことを認識し、 
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1. 全世界的な実験及び分析用途の適用除外を 2021 年以降無期限に延長するが、将来の会合において締

約国が除外のレビューを行う可能性は排除しない。 

2. 締約国に提出される第 7 条のデータの年次報告に実験及び分析用途のオゾン層破壊物質（ODS）の生

産及び消費の推移を含めるよう、事務局に要請する。 

3. 全世界的に適用が免除された実験及び分析用途の例の統合的なリスト、及び適用除外が終了したと締約

国が合意した用途のリストを、ウェブサイトを通じて締約国に利用可能にするよう、事務局に要請する。 

4. 医療及び化学物質技術的オプション委員会が技術経済評価パネル（TEAP）の 2018 年評価報告の中で

提供した、オゾン層破壊物質（ODS）を使用せずに実行可能な用途に関する情報を、締約国が検討するこ

とを奨励する。   

5. 実験及び分析用途のためのオゾン破壊物質（ODS）の生産及び消費は、実験及び分析のための絶対不

可欠な用途に対する除外から除かれていない用途に限定されることを締約国に再認識させる。 

6. 締約国による実験及び分析用途のオゾン層破壊物質（ODS）の生産及び消費のさらなる削減を促し、オゾ

ン層破壊物質（ODS）を必要としない実験標準の導入を促進する。 

7. 技術経済評価パネル（TEAP）に対し、4 年ごとの報告書の中で、締約国による実験及び分析用途のオゾ

ン層破壊物質（ODS）の生産及び消費の削減、これらの用途についての新たな代替法、ならびにオゾン層

破壊物質（ODS）を使用することなく実施可能な実験標準における進展を報告することを要請する。ただ

し、生産及び消費の著しい削減の機会を含め、新たな興味深い情報が利用可能になった場合は、同パネ

ルの年次進捗報告書で報告されるべき旨が前提であること。 

本決定の第 7 項は、決定 XXX/15 第 4 項における実験及び分析用途に関連する技術経済評価パネル（TEAP）

への要請に取って代わるものである。 

 

決定 XXXI/6: プロセスエージェント 

技術経済評価パネル（TEAP）の 2018 年及び 2019 年進捗報告の特にプロセスエージェントに関する部分に感

謝と共に留意し、 

決定 X/14 のプロセスエージェントに関する表 A 及び B が決定 XV/6、XVII/7、XIX/15、XXI/3、XXII/8、

XXIII/7 及び XXIX/7 を通じて改訂された旨を喚起し、32 

大半の締約国が決定 XXIII/7 の表 B に規定された補給量または消費量を大幅に下回る補給量または消費量を報

告した旨に感謝と共に留意し、 

決定 IV/12 がプロセスエージェントとして使用されるオゾン破壊物質（ODS）の排出を最小化するために、かかる

排出の発生の回避や実用的な制御技術、工程変更、密閉化または破壊を使用したかかる排出の削減の措置など

の措置を締約国が講じることを要請している旨を喚起し、 

決定 X/14 で要求されている報告の重要性に留意し、また、締約国が決定 XXIX/7 に対応して提供する情報の

重要性に留意し、 

2018 年進捗報告において技術経済評価パネル（TEAP）が、決定 XXI/3 に従って締約国から提供された情報を

考慮に入れるための決定 XXIX/7 で改訂後の決定 X/14 の表 A での 2 件の修正、ならびに決定 XXIII/7 の表 B

の改訂を提言し、2019 年進捗報告ではそれ以上の提言が行われなかった旨に留意し、 

1. 本決定の附属書に示されているとおり、決定 X/14 の表 A 及び B を改定すること。  

2. 決定 X/14 で要求している報告の重要性を締約国に再認識させること。 

                                              
32 決定 XV/6、XVII/7、XIX/15 および XXIX/7 では表 A のみが改訂された。 
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3. 技術経済評価パネル（TEAP）に、4 年ごとの報告書において、規制物質のプロセスエージェントとしての使

用及び排出における締約国の進展、ならびに新生産工程及び排出量削減技法を含むかかる使用に対す

る代替法を報告するよう要請すること。ただし、新たな興味深い情報が利用可能になった場合は、同パネル

の年次報告書で報告されるべき旨が前提であること。 

 

附属書 

表 A プロセスエージェントとして使用される規制物質のリスト 

番号 プロセスエージェント用途 物質 許可される締約国 

1 塩素アルカリ生産における NCl3 の除

去 

CTC 欧州連合、イスラエル、ア

メリカ合衆国 

2 塩素アルカリ生産からの排ガス吸収

による塩素の回収 

CTC アメリカ合衆国 

3 塩化ゴムの生産 CTC 欧州連合 

4 クロロスルホン化ポリエチレン（CSM）

の生産  

CTC 中国 

5 アラミドポリマー（PPTA）の生産  CTC 欧州連合 

6 合成繊維シートの生産  CFC-11 アメリカ合衆国 

7 Z ペルフルオロポリエーテルのペル

フルオロポリエーテルポリペロキシド

前駆物質と二官能性誘導体の光化

学的合成 

CFC-12 欧州連合 

8 シクロジエンの生産 CTC 欧州連合 

9 スチレン重合体の臭素化 BCM アメリカ合衆国 

10 高弾性ポリエチレン繊維の生産 CFC-113 アメリカ合衆国 

略語：BCM – ブロモクロロメタン、CFC – クロロフルオロカーボン、CTC – 四塩化炭素  

表 B  プロセスエージェントとしての使用限度（単位はすべてメートルトン/年） 

締約国  仕込量または消費量 最大排出量 

中国  1 103.0 313 

欧州連合 921.0 15 

イスラエル 3.5 0 

アメリカ合衆国  2 300.0 181 

合計  4 327.5 509 
 

 

決定 XXXI/7: エネルギー効率が高くかつ地球温暖化係数が低い技術に関する情報の継続的提供 

エネルギー効率及びハイドロフルオロカーボンの段階的削減に関連した決定 XXVIII/2、XXVIII/3、XXIX/10 及

び XXX/5 を喚起し、 

決定 XXVIII/3、XXIX/10 及び XXX/5 に対応し、特にハイドロフルオロカーボンを段階的に削減する間のエネ

ルギー効率、ならびに地球温暖化係数が低くかつエネルギー効率を維持または向上させる技術及び機器のコスト

及び利用可能性に関する項目を取り上げた技術経済評価パネル（TEAP）の報告に留意し、  
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技術経済評価パネル（TEAP）に、キガリ改正の実施に関連して、冷却・空調・ヒートポンプ部門におけるエネルギ

ー効率の高い技術のベストプラクティス、供給可能性、利用可能性及びコストに関する新たな進展を取り上げて、

第 32 回締約国会合（MOP）での審議のための報告書の作成を要請すること。 

 

決定 XXXI/8: 技術経済評価パネル（TEAP）ならびにその技術的オプション委員会及び暫定補助機関の付託事

項－推薦に関連する手続き 

締約国が十分な情報に基づいた意思決定に到達できるよう支援する、独立した立場からの技術的及び科学的

評価の提供における技術経済評価パネル（TEAP）ならびにその技術的オプション委員会及び暫定補助部機関の

重要な役割を認識し、 

締約国が、ハイドロフルオロカーボンの段階的削減に関する、オゾン層破壊物質（ODS）に関するモントリオール

議定書キガリ改正を採択した決定 XXVIII/1 を喚起し、キガリ改正の実施に関連して今後に発生する、エネルギー

効率、気候の恩恵及び安全性などの課題を認識し、 

締約国が技術経済評価パネル（TEAP）ならびにその技術的オプション委員会及び暫定補助機関の付託事項、

行動規範及び開示、ならびに利害相反に関するガイドラインを定めた決定 XXIV/8 を喚起し、 

締約国が技術経済評価パネル（TEAP）の付託事項、構成、バランス、専門分野及び作業負荷のレビューを求めた

決定 XXX/15 に留意し、 

また、締約国が、技術経済評価パネル（TEAP）への選任推薦を行う前に、同パネルの付託事項を理解し、同パ

ネルの共同議長と協議し、必要専門知識マトリクスを参照することを強く求められた決定 XXX/16 に留意し、 

1. 技術経済評価パネル（TEAP）の付託事項、及び推薦のガイドラインに関連した決定 XXIV/8 の特に

附属書のセクション 2.9 の重要性をあらためて表明し、また、必要専門知識マトリクスに含めるべき要

件と情報を定めた附属書の重要性もあらためて表明する。 

2. 技術経済評価パネル（TEAP）に対して、年次評価報告の一環として、パネル及びその技術的オプ

ション委員会が、(a) 必要な専門知識及びすでに利用可能な専門知識のマトリクスを考慮に入れた

推薦プロセス、(b) 推薦案と推薦の決定、(c) 推薦の終了、及び (d) 交代に関連して、焦点を絞っ

た十分な協議を含め、付託事項に沿った明確かつ透明性のある手続きを通じてパネルの付託事項

の遵守を確実にするために実施する手続きの概要を記載した要約を要請する。 

3. 締約国に対して、専門家を技術経済評価パネル（TEAP）、技術的オプション委員会または暫定補

助機関に推薦する際に、エネルギー効率、安全基準や気候への恩恵などのキガリ改正に関連した

新たな事項に対処するために必要な専門知識に加えて、必要専門知識のマトリクス、地理的及び性

別のバランスを考慮に入れて、締約国からの適切な推薦の提出を容易にするために、パネルの推

薦様式及び関連するガイドラインを使用するよう要請する。 

4. オゾン事務局に対して、技術経済評価パネル（TEAP）の委員への推薦様式を事務局のウェブサイト

で入手可能にし、推薦についての締約国によるレビュー及び締約国間での議論を容易にするため

に、締約国が提出したパネルの委員への推薦様式が会合ポータルで閲覧可能となるよう要請する。 

5. 決定 XXX/16 に沿って、締約国に対して、技術経済評価パネル（TEAP）への任命推薦を行う前に、

技術経済評価パネル（TEAP）の付託事項を理解し、パネルの共同議長と協議し、必要専門知識マ

トリクスを参照することを強く要請する。 

 

決定 XXXI/9: モントリオール議定書第 7 条に従って締約国によって提供されるデータ及び情報  
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1. モントリオール議定書第 7 条に従って現在までにデータを報告するべきであったすべての締約国は、そ

の通りにデータ提供を行い、このうち 169 の締約国はモントリオール議定書第 7 条第 3 項の下で要求さ

れているように、2019 年 9 月 30 日までに報告している旨を書き留める。 

2. このうち、103 の締約国は決定 XV/15 における推奨に従って 2019 年 6 月 30 日までにデータを報告した

旨を感謝と共に書き留め、各年の 6 月 30 日までにデータ報告を行うことによって執行委員会（ExCom）及

び締約国会合（MOP）の作業が大幅に促進される旨を指摘する。 

3. 締約国は、引き続き消費及び生産に関するデータを数値が入手可能になり次第速やかに、そして望まし

くは決定 XV/15 で合意されたように各年 6 月 30 日までに報告することを推奨される。 

 

決定 XXXI/10: モントリオール議定書第 4 条の B 第 2 項の 2 に基づくライセンス制度の確立 

モントリオール議定書第 4 条の B 第 3 項は、締約国に対して、議定書の附属書 F に掲げられた物質の未使

用、使用済み、再利用目的及び再生済の物質の輸入及び輸出についてのライセンス制度を導入した日から 3 ヶ

月以内に、その制度を確立したこと及びその運用に関して事務局に報告することを求めている旨に留意し、 

また、議定書のキガリ改正を批准、承認または受諾し、2019 年 1 月 1 日までにライセンス制度を確立し運用する

状況にないと決定した議定書第 5 条第 1 項適用締約国は、これらの措置の実施を 2021 年 1 月 1 日まで遅らせる

ことが認められる旨に留意し、 

議定書のキガリ改正を批准、承認または受諾した[40]の議定書締約国が現在までに、キガリ改正の下で要求さ

れるように議定書の附属書 F の下での規制物質の輸出入ライセンス制度の確立を報告していること旨を感謝と共

に評価し、 

また、キガリ改正を批准、承認、受託していない[5]の議定書締約国が、規制物質についての輸出入ライセンス

制度の確立を報告していることも、感謝と共に評価し、 

ライセンス制度が規制物質の輸出入の監視を提供し、違法取引を防止し、データ収集を可能にすることを認識

し、 

1. キガリ改正を批准、承認または受諾し、かつモントリオール議定書の附属書 F の下での規制物質のライセ

ンス制度をすでに運用しているすべての議定書締約国に対して、こうしたライセンス制度が、議定書第 4

条の B 第 2 項の 2 に準拠して、未使用、使用済み、再利用目的及び再生済の物質の輸入及び輸出を

含むこと、ならびに同制度が実効的に実施され、法的に強制されることを確実にするよう強く要請する。 

2. 議定書のキガリ改正を批准、承認または受諾している全議定書締約国及びまだ批准、承認、受諾を行っ

ていない全議定書締約国に対し、議定書の附属書 F に掲げられた規制物質について、第 4 条の B 第 2

項の 2 に従った輸出入ラインセンス制度を確立して実施することを再認識させる。  

3. キガリ改正を批准、承認または受諾している全議定書締約国は、議定書第 4 条の B 第 2 項の 2 で要求

されているように、議定書の附属書 F に基づく規制物質について輸出入ライセンス制度を確立・実施して

いる状況を定期的にレビューする。 

 

決定 XXXI/11: モントリオール議定書キガリ改正の批准状況  

1. 2019 年 11 月 8 日現在、88 の締約国がモントリオール議定書キガリ改正を批准、承認または受諾してい

る旨を書き留める。 

2. キガリ改正への広範な参加と目標の達成を確実にするために、キガリ改正をまだ批准、承認、受諾してい

ない締約国に対して、批准、承認または受諾することを強く要請する。  
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決定 XXXI/12：環境影響評価パネルと技術経済評価パネルのメンバー変更 

1. 環境影響評価パネル（EEAP）による優れた仕事に感謝し、同パネルの共同議長及びメンバー各人による

優れた貢献・献身に感謝する。 

2. 環境影響評価パネル（EEAP）の共同議長を務める Mr. Min Shao（中国）と Mr. Nigel D. Paul（グレートブリ

テン及び北部アイルランド連合王国）によるモントリオール議定書への長期にわたる優れた貢献に感謝す

る。 

3. Mr. Krishna K. Pandey（インド）と Mr. Paul Barnes（アメリカ合衆国）を任期 4 年で環境影響評価パネル

（EEAP）の新しい共同議長に任命することを支持する。 

4. 技術経済評価パネル（TEAP）による優れた報告に感謝し、同パネルの共同議長及びメンバー各人による

優れた貢献・献身に感謝する。 

5. Mr. Jianjun Zhang（中国）をさらに任期 4 年で医療化学技術的オプション委員会の共同議長に任命するこ

とを支持する。Mr. Omar Abdelaziz（エジプト）を任期 4 年で空調ヒートポンプ技術的オプション委員会の

新しい共同議長に任命することを支持する。 

6. Mr. Keiichi Ohnishi（日本）をさらに任期 4 年で医療化学技術的オプション委員会の共同議長に任命する

ことを支持する。  

7. Mr. Sidi Menad Si Ahmed（アルジェリア）をさらに任期 1 年で技術経済評価パネルのシニア・エキスパート

に任命することを支持する。 

8. Ms. Suely Carvalho（ブラジル）をさらに任期 4 年で技術経済評価パネル（TEAP）のシニアエキスパートに

任命することを支持する。 

9. 締約国に対し、技術経済評価パネル（TEAP）の委任事項に従うとともに、同パネルの共同議長と協議し、

一連の必要な専門知識を参照したうえで、パネルへの任命の推薦を行うよう促す。 

 

 

 

決定 XXXI/13: 執行委員会の委員 

1. モントリオール議定書の不遵守手続きの下での執行委員会が 2019 年に遂行した作業を感謝と共に評価す

る。  

2. 執行委員会（ExCom）の委員としてさらに 1 年間の任期で欧州連合、ギニアビサウ、パラグアイ、サウジアラビ

ア及びトルコの地位を確認し、オーストラリア、中国、ニカラグア、ポーランド及びウガンダを 2020 年 1 月 1

日より開始される 2 年間を任期として、執行委員会（ExCOｍ）の委員に選任する。 

3. 2020 年 1 月 1 日に開始される 1 年間について、Mr, Maryam Al-Dabbagh （サウジアラビア）を委員会の委

員長、Mr. Cornelius Rhein（欧州連合）を副委員長兼報告者に選任する。 

 

決定 XXXI/14: 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）の委員  

1. モントリオール議定書の実施のための多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）が基金事務局の支援を得

て 2019 年に遂行した作業を感謝と共に評価する。  

2. 2020 年 1 月 1 日に開始される 1 年間について、バーレーン、バングラデシュ、チリ、ジブチ、インド、ルワン

ダ及びスリナムを、議定書第 5 条第 1 項適用締約国を代表する執行委員会（ExCom）の委員に選任し、
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オーストラリア、ベルギー、チェコ共和国、日本、スイス、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国なら

びにアメリカ合衆国を第 5 条第 1 項非適用締約国を代表する委員に選任することを承認する。  

3. 2020 年 1 月 1 日に開始される 1 年間について、Mr. Juliet Kabera（ルワンダ）を執行委員会の委員長、Mr. 

Alain Wilmart （ベルギー）を副委員長に選任する。 

 

決定 XXXI/15：モントリオール議定書締約国の公開作業部会（OEWG）の共同議長  

2020 年のモントリオール議定書締約国の公開作業部会（OEWG）の共同議長として、Mr. Alain Wilmart （ベル

ギー）及び Mr. Obed Baloyi （南アフリカ）を選出することを承認する。 

 

決定 XXXI/16: モントリオール議定書第 32 回締約国会合 

第 32 回モントリオール議定書締約国会合（MOP）を、ウズベキスタン タシケントにおいて 2020 年 11 月に開催

する。 

 

決定 XXXI/17 : モントリオール議定書の財務報告及び予算 

オゾン層破壊物質（ODS）に関するモントリオール議定書の財務報告及び予算に関する決定 XXX/20 を喚起し、 

オゾン層破壊物質（ODS）に関するモントリオール議定書信託基金の 2018 年度の財務報告に留意し、33 

締約国による自発的拠出金がモントリオール議定書の効果的な実施を補完する必要不可欠な要素であることを認

識し、 

事務局によってモントリオール議定書信託基金の財政が引き続き効率的に管理されていることを歓迎し、  

特に追加情報としてファクトシートを作成して、予算の提示様式の透明性を高めた事務局の業績を感謝と共に歓

迎し、 

1. 2020 年の予算 5,322,308 ドルを承認し、第 31 回モントリオール議定書締約国会合の報告書の附属書

に示され、第 32 回締約国会合（MOP）でさらに審議される 2021 年予算素案に留意する。34 

2.  例外的に、現金残高が運転資本準備金を下回らないことを条件に、事務総長が 2020 年の利用可能な

現金残高を、366,346 ドルを上限として附属書に列記されている特別活動に使用することを承認する。 

3. 2020 年の締約国による拠出金 5,322,308 ドルを承認し、第 31 回締約国会合（MOP）の報告書の附属書 

[--] に示された 2021 年の拠出金に留意する。 

4. 当該 2020 年の個別の締約国の拠出金及び 2021 年度の拠出金素案は、第 31 回締約国会合（MOP）の

報告書の附属書 [--] に示されたとおりとする。 

5. 運転資本準備金は、信託基金の下での最終支出を賄うために年間予算の 15%の水準を維持するものと

することを再確認し、運転資本準備金は既存の現金残高とは別個に管理するものとすることに留意する。  

6. 締約国及びその他の利害関係者が、3 つの評価パネル及びその補助機関の委員が引き続きモントリオ

ール議定書の下での評価活動に確実に参加できるよう支援するために、財政面及びその他の手段によって

貢献を行うことを奨励する。 

7. 多数の締約国が 2019 年分及び過年度分の拠出金を支払ったことに感謝を表明し、拠出金をまだ支払

っていない締約国に対して、未払の拠出金及び将来の拠出金の全額かつ速やかな支払いを強く要請する。 

                                              
33 UNEP/OzL.Pro.31/5. 

34 UNEP/OzL.Pro.31/[--]. 
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8. 事務総長に対し、2 年以上拠出金が未払いになっている締約国と前向きな解決策を模索するための協

議を開始し、この事項への対応策を締約国がさらに審議できるよう第 32 回締約国会合（MOP）でかかる協議

の結果を報告することを要請する。 

9. 事務総長に対し、引き続き割り当てられた拠出金についての通常の情報を提供し、適当な場合は、モン

トリオール議定書信託基金の実際の収入と費用に関する透明性を高めるために、その情報を信託基金の予

算案に含めることを要請する。 

10. また、事務総長に対し、将来の予算の提示においても、引き続きファクトシートを作成することを要請す

る。 

11. 事務局に対し、2020 年及びそれ以降に利用可能なプログラム支援費を最大限に活用することを確実に

し、可能な場合にはこれらの費用を承認された予算の事務費項目と相殺することを要請する。 

12. また、事務局に対し、今後の信託基金の財務報告において、手許現金の金額と信託基金への拠出の状

況を記載することを要請する。 

13. 事務総長に対し、2021 年及び 2022 年の予算と作業プログラムを、以下の 2 つの予算シナリオとプロジェ

クトの必要性に基づいた作業プラグラムを表示して、作成することを要請する。 

(a) 名目ゼロ成長シナリオ 

(b) 上記シナリオに推奨される調整及び関連する追加の費用または節減を加味したシナリオ 

14. 拠出金を含め、持続的かつ安定的な資金及び現金残高の確保に役立つために、予算案が現実的なも

のであり、締約国の合意された優先事項を表していることを引き続き確実にする必要性を強く主張する。 

 

承認された 2020 年予算及び留意された 2021 年予算  

（単位：米ドル） 
 費用カテゴリー  2020 年承認  2021 年提案  2021 年ゼロ名目成長  

1100 従業員の給料・手当・給付 1 523 780  1 554 260  1 554 260  
1200 コンサルタント 85 000  85 000  85 000       
1300 会合費     

1321 公開作業部会会合  690 000  717 790  717 790  

1322 
会合サービス費：準備会合及び締約国会
合  

505 310  505 310  505 310  

1323 
第 5 条評価パネルメンバーの通信費及び
パネル会合の開催費用 

55 000  55 000  55 000  

1324 会合サービス費：事務局会合  25 000  25 000  25 000  
1325 会合サービス費：実施委員会会合 125 000  125 000  125 000  
5401 接待費 25 000  25 000  25 000  

小計： 会合費 1 425 310  1 453 100  1 453 100  
     
3300 第 5 条締約国・専門家の出張    

3301 第 5 条締約国の出張：評価パネル会合 350 000  350 000  350 000  

3302 
第 5 条締約国の出張：準備会合及び締約
国会合 

400 000  400 000  400 000  

3303 第 5 条締約国の出張：公開作業部会会合 365 000  365 000  365 000  
3304 第 5 条締約国の出張：事務局会合 15 000  15 000  15 000  
3305 第 5 条締約国の出張：実施委員会会合 65 000  65 000  65 000  

小計： 第 5 条締約国・専門家の出張 1 195 000  1 195 000  1 195 000  
     
1600 公務出張    

1601 スタッフの公務出張 195 000  195 000  195 000  
1602 会合サービススタッフの公務出張 15 000  15 000  15 000  

小計： 公務出張 210 000  210 000  210 000  
     
4100–
5300 

その他の運営費     
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4100 消耗品 18 000  15 000  10 000  
 費用カテゴリー 2021 年提案 2021 年提案 2021 年ゼロ名目成長 

 
4200 

 
非消耗品 25 000  

              
22 000  

              
10 000  

4300 施設レンタル料 27 917  28 475  28 475  
5100 設備の運転・維持 20 000  22 000  15 000  
5200 報告費 70 000  70 000  52 500  
5300 雑費 30 000  25 000  15 000  

小計： その他の運営費  190 917  182 475  130 975  
     
5201 宣伝・通信費 80 000  110 000  85 578  
 直接費合計  4 710 007  4 789 835  4 713 913  
 プログラム支援費 612 301  622 679  612 809  
 総計 5 322 308  5 412 514  5 326 722       
追加的活動    

1110 臨時 P4（差額費用） 29 200    

5210 ウィーン条約記念 50 000    

デジタルプレゼンスの向上（ウェブサイト、モバイルアプリ、会合ポータル） 
5407 臨時ポスト（P-3） 150 000  -  -  
5408 モバイルアプリ/データセンター  40 000    

5409 コンタクトマネジメントシステム 45 000    

5410 ブレンドツール 10 000      
 直接費合計―追加的活動 324 200  -  -  
 プログラム支援費 42 146      

  追加的活動合計 366 346  -  -  

 総計 5 688 654  5 412 514  5 326 722  

 

オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書信託基金の 2020 年及び 2021 年予算に対する注記 

費用カテゴリー  予算項目 注記 

従業員の給料・
手当・給付 

1100 (i) このカテゴリーの 2020 年と 2021 年の概算は、インフレを考慮
するために、それぞれ 2019 年成立予算、2020 年予算案よりも
2％増 額されている。 

(ii) 事務局の活動を支援する国連ボランティアの 2019 年承認費用
が含まれている。 

コンサルタント  1200 コンサルタントの 2020 年と 2021 年の概算は、2019 年予算の水準と変わっ
ていない。 

会合費 1300 
1321 

このカテゴリーには、会場、文書の編集・翻訳、会合での通訳にかかる費用
が含まれる。会合サービススタッフの時間費用と旅費は、このカテゴリーに入
る。 
公開作業部会（OEWG）会合： 

(i) 第 42 回 OEWG 会合の概算は下記に基づく。（a）2020 年 7 月
13～17 日に会合が開催される予定の国際民間航空機関本部
の会合サービス部による会場費用の見積もり、及び、（b）ナイロ
ビ国連事務所の会合サービス部による文書作成費用の見積も
り 

(ii) 2021 年 7 月に予定されており、バンコクの国連アジア太平洋経
済社会委員会本部での開催が暫定的に計画されている第 43
回 OEWG 会合の会合サービス費は、第 41 回会合の推定費用
にインフレ調整分を上乗せした金額に基づいて予算を組んであ
る。 

 1322 準備会合及び締約国会合： 
(i) ある国の政府が会合を主催するが、まだ確認が取れていないと

いう想定のもとで、この予算は両年とも 2019 年予算と同水準で
ある。 

(ii) 2020 年は合同 COP/MOP の年であり、ウィーン条約信託基金
に基づく COP の成立予算で第 32 回締約国会合の予算を補う
予定で、節約分は 2020 年の他の活動に割り当てることができ
る。 
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 1323 評価パネル、対応する技術的オプション委員会及び下部組織の通信・会合
費は両年とも同じであり、2019 年と同水準に維持されている。 

 1324 各年に 1 回の事務局会合が予定されており、事務局のメンバー構成に応じ
て、適切な言語への通訳及び文書翻訳に備えている。翻訳・通訳の必要性
が不確実であるため、予算額は 2019 年と同水準に維持されている。  

 1325 2020 年と 2021 年の実施委員会会合の予算案には、2 回の会合、公開作業
部会会合と連続して開催される 1 回の会合、締約国会合と連続して開催され
る 1 回の会合が含まれる。 通訳の必要性が不確実であるため、予算額は
2019 年と同水準に維持されている。  

 5401 接待費は、公開作業部会会合と締約国会合のレセプションを対象としてお
り、2019 年の水準に維持されている。 

第 5 条参加者
の出張 

3300 さまざまなモントリオール議定書会合で第 5 条第 1 項に基づいて活動する締
約国代表の参加費は、予算編成に利用される平均費用である会合 1 回・代
表 1 人当たり 5,000 ドルで予算を組んである。 5,000 ドルの標準費用は、最
も適切で有利なエコノミークラス料金と国連の 1 日当たり特別手当を用いて
計算してある。 

 3301 2020 年［及び 2021 年］はいずれも評価年ではないため、評価パネル会合に
かかる専門家の旅費は 2019 年よりも減額されている。 

 3302 2020 年と 2021 年の費用は、2019 年の水準から増額されている。 
 3303 2020 年と 2021 年の費用は、2019 年の水準から増額されている。 
 3304 第 5 条事務局メンバーが事務局会合と締約国会合に参加するための旅費

（2019 年予算から減額）が含まれる。 
 3305 (i) 第 5 条実施委員会メンバーが 2 回の実施委員会会合、公開作

業部会会合及び締約国会合に参加するための旅費が含まれ
る。 

  (ii) 2020 年と 2021 年の予算は、2019 年と比べて減額されている。  
公務出張 1600 この予算には、事務局スタッフがモントリオール議定書会合及びその他の関

連会合（実質的な支援を提供するためにオゾン行動計画地域ネットワークの
もとで開かれるオゾン担当官会合、締約国の決定や要請を実施するための
事務局の継続的活動にとって重要な会合など）を組織したり、それらの会合
に参加したりするための旅費が含まれる。 

 1601 - 1602 この予算は 2019 年と同水準に維持されている。 
その他の運営
費： 

4100-5400 このセクションには、消耗品/非消耗品費、事務所施設レンタル料、報告費、
雑費、宣伝・通信費が含まれる。 

 4100  この予算には、ソフトウェアライセンス、文房具、事務用品及び消耗品の費用
が含まれる。 2020 年と 2021 年の費用は、2019 年と同水準に維持されてい
る。 

 4200 この予算項目は、コンピューター、周辺機器及び備品の費用に備えるもので
ある。2020 年と 2021 年の費用は、2019 年と同水準に維持されている。 

 4300 ナイロビ事務局オフィスのレンタル料は、インフレに備えるために増額されて
いる。 

 5100 この予算には、設備の運転・維持のために、プリンタとコピー機のサービス内
容合意書、ナイロビの国連事務所による IT サポート、設備の保険が含まれ
る。2020 年の費用は 2019 年と同水準だが、2021 年の費用は増額されてい
る。 

 5200 2019 年と同水準に維持されており、報告費には下記が含まれる。（i）公開作
業部会会合と締約国会合での IISD 報告・報道、（ii）評価パネルの報告、
（iii）会合に関係のない文書の臨時の翻訳・編集、（iv）出版物。 
 

 5300  両年とも 2019 年と同水準で、雑費には（i）通信費、（ii）輸送費、（iii）訓練費
が含まれる。 
 

 5201 2020 年と 2021 年の宣伝・通信予算項目には、（i）国際オゾン層保護デーの
祝賀、（ii）視覚資料、（iii）ウェブホスティング及びメンテナンス、（iv）コミュニケ
ーション・キャンペーンが含まれる。 

 

追加的活動に関する注記 
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費用カテゴリー  予算項目 コメント 
従業員の給料・手当・給付 1110 コミュニケーション担当者ポストの P3 から P4 への格上げに対応す

るための費用は、2020 年の予算だけに含まれる。 
ウィーン条約記念 
 
 
デジタルプレゼンスの向上  
 

5210 この予算は、2020 年のウィーン条約 35 周年を記念するためのも
のである。これはウィーン条約信託基金に基づいて承認された宣
伝活動予算によって補足される。 
 
この予算カテゴリーは、ウェブサイトや会合ポータル、モバイルア
プリなど、事務局のデジタルプレゼンスの向上・安定に備えるもの
である。  

 5407 デジタルプレゼンス向上活動を実施するために雇われた P3 レベ
ルの臨時プログラム担当者 

 5408 - 
5410 

これにはデジタルプレゼンスの構成要素、必要な関連ソフトウェ
ア、すなわち（i）コンタクトマネジメントシステム、（ii）データセンター
用モバイルアプリ及び（iii）ブレンドツールの開発・維持が含まれ
る。 

 

オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書信託基金への締約国拠出金（単位：米ドル） 

1. （最大分担率を 22%とした 2018 年 12 月 22 日付国連総会決議 73/271） 

 

 締約国名 
最大評価率を 22%
とした調整後国連
総会スケール 

締 約 国 に よ る
2020 年の拠出
金   

予 算 案 に 相 当
する 2021 年の
締約国拠出金  

ゼロ名目成長予
算 に 相 当 す る
2021 年の締約
国拠出金 

1 アフガニスタン -  -  -  -  
2 アルバニア -  -  -  -  
3 アルジェリア 0.138  7 321.00  7 446.00  7 328.00  
4 アンドラ -  -  -  -  
5 アンゴラ -  -  -  -  

6 
アンティグア・バーブー
ダ 

-  -  -  -  

7 アルゼンチン 0.912  48 545.00  49 367.00  48 585.00  
8 アルメニア -  -  -  -  
9 オーストラリア 2.203  117 249.00  119 236.00  117 346.00  
10 オーストリア 0.675  35 917.00  36 526.00  35 947.00  
11 アゼルバイジャン -  -  -  -  
12 バハマ -  -  -  -  
13 バーレーン -  -  -  -  
14 バングラデシュ -  -  -  -  
15 バルバドス -  -  -  -  
16 ベラルーシ -  -  -  -  
17 ベルギー 0.818  43 557.00  44 296.00  43 593.00  
18 ベリーズ -  -  -  -  
19 ベナン -  -  -  -  
20 ブータン -  -  -  -  
21 ボリビア（多民族国） -  -  -  -  

22 
ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ 

-  -  -  -  

23 ボツワナ -  -  -  -  
24 ブラジル 2.939  156 402.00  159 052.00  156 531.00  
25 ブルネイ・ダルサラーム -  -  -  -  
26 ブルガリア -  -  -  -  
27 ブルキナファソ -  -  -  -  
28 ブルンジ -  -  -  -  
29 カーボベルデ -  -  -  -  
30 カンボジア -  -  -  -  
31 カメルーン -  -  -  -  
32 カナダ 2.725  145 048.00  147 507.00  145 169.00  
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33 中央アフリカ共和国 -  -  -  -  
34 チャド -  -  -  -  
35 チリ 0.406  21 593.00  21 959.00  21 611.00  
36 中国 11.967  636 911.00  647 706.00  637 440.00  
37 コロンビア 0.287  15 280.00 15 539.00  15 293.00  
38 コモロ -  - -  -  
39 コンゴ -  - -  -  
40 クック諸島 -  - -  -  
41 コスタリカ -  - -  -  
42 コートジボアール -  - -  -  
43 クロアチア -  - -  -  
44 キューバ -  - -  -  
45 キプロス -  - -  -  
46 チェコ 0.310  16 500.00 16 780.00  16 514.00  

47 
朝鮮民主主義人民共
和国 

-  - -  -  

48 コンゴ民主共和国 -  - -  -  
49 デンマーク 0.552  29 392.00 29 890.00  29 416.00  
50 ジブチ -  - -  -  
51 ドミニカ -  - -  -  
52 ドミニカ共和国 -  - -  -  
53 エクアドル -  - -  -  
54 エジプト 0.185  9 868.00 10 036.00  9 877.00  
55 エルサルバドル -  - -  -  
56 赤道ギニア -  - -  -  
57 エリトリア -  - -  -  
58 エストニア -  - -  -  
59 エスワティニ -  - -  -  
60 エチオピア -  - -  -  
61 欧州連合 2.492  132 635.00 134 883.00  132 745.00  
62 フィジー -  - -  -  
63 フィンランド 0.420  22 336.00 22 714.00  22 354.00  
64 フランス 4.413  234 868.00 238 849.00  235 063.00  
65 ガボン -  - -  -  
66 ガンビア -  - -  -  
67 ジョージア -  - -  -  
68 ドイツ 6.071  323 098.00 328 574.00  323 366.00  
69 ガーナ -  - -  -  
70 ギリシャ 0.365  19 417.00 19 746.00  19 434.00  
71 グレナダ -  - -  -  
72 グアテマラ -  - -  -  
73 ギニア -  - -  -  
74 ギニアビサウ -  - -  -  
75 ガイアナ -  - -  -  
76 ハイチ -  - -  -  
77 バチカン市国 -  - -  -  
78 ホンジュラス -  - -  -  
79 ハンガリー 0.205  10 929.00 11 114.00  10 938.00  
80 アイスランド -  - -  -  
81 インド 0.831  44 247.00 44 997.00  44 284.00  
82 インドネシア 0.541  28 809.00 29 297.00  28 832.00  

83 
イラン（・イスラム共和
国） 

0.397  21 116.00 21 474.00  21 133.00  

84 イラク 0.129  6 844.00 6 960.00  6 850.00  
85 アイルランド 0.370  19 683.00  20 017.00  19 699.00  
86 イスラエル 0.488  25 996.00  26 ,437.00  26 018.00  
87 イタリア 3.296  175 450.00  178 423.00  175 595.00  
88 ジャマイカ -  -  -  -  
89 日本 8.537  454 353.00  462 054.00  454 730.00  
90 ヨルダン -  -  -  -  
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91 カザフスタン 0.177  9 443.00  9 603.00  9 451.00  
92 ケニア -  -  -  -  
93 キリバス -  -  -  -  
94 クウェート 0.251  13 370.00  13 596.00  13 381.00  
95 キルギスタン -  -  -  -  
96 ラオス人民民主共和国 -  -  -  -  
97 ラトビア -  -  -  -  
98 レバノン -  -  -  -  
99 レソト -  -  -  -  
100 リベリア -  -  -  -  
101 リビア -  -  -  -  
102 リヒテンシュタイン -  -  -  -  
103 リトアニア -  -  -  -  
104 ルクセンブルク -  -  -  -  
105 マダガスカル -  -  -  -  
106 マラウィ -  -  -  -  
107 マレーシア 0.340  18 092.00  18 398.00  18 106.00  
108 モルジブ -  -  -  -  
109 マリ -  -  -  -  
110 マルタ -  -  -  -  
111 マーシャル諸島 -  -  -  -  
112 モーリタニア -  -  -  -  
113 モーリシャス -  -  -  -  
114 メキシコ 1.288  68 546.00  69 708.00  68 603.00  
115 ミクロネシア（連邦） -  -  -  -  
116 モナコ -  -  -  -  
117 モンゴル -  -  -  -  
118 モンテネグロ -  -  -  -  
119 モロッコ -  -  -  -  
120 モザンビーク -  -  -  -  
121 ミャンマー -  -  -  -  
122 ナミビア -  -  -  -  
123 ナウル -  -  -  -  
124 ネパール -  -  -  -  
125 オランダ 1.352  71 941.00  73 160.00  72 000.00  
126 ニュージーランド 0.290  15 439.00  15 700.00  15 451.00  
127 ニカラグア -  -  -  -  
128 ニジェール -  -  -  -  
129 ナイジェリア 0.249  13 263.00  13 488.00  13 274.00  
130 ニウエ -  -  -  -  
131 北マケドニア -  -  -  -  
132 ノルウェー 0.752  40 003.00  40 681.00  40 036.00  
133 オマーン 0.115  6 101.00  6 205.00  6 106.00  
134 パキスタン 0.115  6 101.00  6 205.00  6 106.00  
135 パラオ -  -  -  -  
136 パナマ -  -  -  -  
137 パプアニューギニア -  -  -  -  
138 パラグアイ -  -  -  -  
139 ペルー 0.152  8 063.00  8 200.00  8 070.00  
140 フィリピン 0.204  10 876.00  11 060.00  10 885.00  
141 ポーランド 0.799  42 549.00  43 270.00  42 584.00  
142 ポルトガル 0.349  18 569.00  18 883.00  18 584.00  
143 カタール 0.281  14 962.00  15 215.00  14 974.00  
144 韓国 2.260  120 274.00  122 312.00  120 373.00  
145 モルドバ共和国 -  -  -  -  
146 ルーマニア 0.197  10 504.00  10 682.00  10 513.00  
147 ロシア連邦 2.397  127 595.00  129 757.00  127 701.00  
148 ルワンダ -  -  -  -  

149 
セントクリストファー・ネ
イビス 

-  -  -  -  
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150 セントルシア -  -  -  -  

151 
セントビンセント・グレナ
ディーン  

-  -  -  -  

152 サモア -  -  -  -  
153 サン・マリノ -  -  -  -  
154 サントメプリンシペ -  -  -  -  
155 サウジアラビア 1.168  62 179.00  63 233.00  62 231.00  
156 セネガル -  -  -  -  
157 セルビア -  -  -  -  
158 セイシェル -  -  -  -  
159 シエラレオネ -  -  -  -  
160 シンガポール 0.483  25 731.00  26 168.00  25 753.00  
161 スロバキア 0.153  8 117.00  8 255.00  8 124.00  
162 スロベニア -  -  -  -  
163 ソロモン諸島 -  -  -  -  
164 ソマリア -  -  -  -  
165 南アフリカ 0.271  14 430.00  14 675.00  14 442.00  
166 南スーダン -  -  -  -  
167 スペイン 2.139  113 854.00  115 783.00  113 948.00  
168 スリランカ -  -  -  -  
169 パレスチナ -  -  -  -  
170 スーダン -  -  -  -  
171 スリナム -  -  -  -  
172 スウェーデン 0.903  48 067.00  48 882.00  48 107.00  
173 スイス 1.147  61 065.00  62 100.00  61 115.00  
174 シリア・アラブ共和国 -  -  -  -  
175 タジキスタン -  -  -  -  
176 タイ 0.306  16 287.00  16 563.00  16 301.00  
177 東ティモール -  -  -  -  
178 トーゴ -  -  -  -  
179 トンガ -  -  -  -  
180 トリニダード・トバゴ -  -  -  -  
181 チュニジア -  -  -  -  
182 トルコ 1.367  72 736.00  73 969.00  72 797.00  
183 トルクメニスタン -  -  -  -  
184 ツバル -  -  -  -  
185 ウガンダ -  -  -  -  
186 ウクライナ -  -  -  -  
187 アラブ首長国連邦 0.614  32 682.00  33 235.00  32 709.00  

188 
グレートブリテン及び北
部アイルランド連合王
国  

4.552  242 297.00  246 404.00  242 498.00  

189 タンザニア連合共和国 -  -  -  -  
190 アメリカ合衆国 21.930  1 167 185.00  1186 967.00  1 168 153.00  
191 ウルグアイ -  -  -  -  
192 ウズベキスタン -  -  -  -  
193 バヌアツ -  -  -  -  

194 
ベネズエラ（・ボリバル
共和国） 

0.726  38 623.00  39278.00  38 655.00  

195 ベトナム -  -  -  -  
196 イエメン -  -  -  -  
197 ザンビア -  -  -  -  
198 ジンバブエ -  -  -  -  
 合計 100.000  5 322 308.00   5 412 514.00  5 326 722.00 

 

 

 

決定 XXXI/[ ]: 環境影響評価パネル及び技術経済評価パネルの委員の交替 
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1. 環境影響評価パネル（EEAP）の傑出した作業に感謝し、パネルの各共同議長及び各委員の傑出したサービ

ス及び献身に感謝する。 

2. 環境影響評価パネル（EEAP）の共同議長としての役割を果たした Mr. Min Shao （中国）及び Mr. Nigel D. 

Paul （グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）の長期にわたる傑出したモントリオール議定書へのサー

ビスに感謝する。 

3. Mr. Krishna K. Pandey （インド）及び Mr. Paul Barnes （アメリカ合衆国）を 4 年間の任期で環境影響評価パ

ネル（EEAP）の新任共同議長として任命することを承認する。 

4. 技術経済評価パネル（TEAP）の傑出した報告に感謝し、パネルの各共同議長及び各委員の傑出したサービ

ス及び献身に感謝する。 

5. Mr. Jianjun Zhang （中国）をさらに 4 年間の任期で医療及び化学物質技術的オプション委員会の共同議長と

して任命することを承認する。  

6. Mr. Omar Abdelaziz （エジプト）を 4 年間の任期で冷凍・空調・ヒートポンプ技術的オプション委員会の共同議

長として任命することを承認する。  

7. Mr. Keiichi Ohnishi （日本）をさらに 4 年間の任期で医療及び化学物質技術的オプション委員会の共同議長

として任命することを承認する。  

8. Mr. Sidi Menad Si Ahmed （アルジェリア）をさらに 1 年間の任期で技術経済評価パネル（TEAP）の上級専門

家として任命することを承認する。  

9. Ms. Suely Carvalho (Brazil) をさらに 4 年間の任期で技術経済評価パネル（TEAP）の上級専門家として任命

することを承認する。  

10. 締約国に対して、パネルへの任命推薦を行う前に、技術経済評価パネル（TEAP）の付託事項を理解し、パネ

ルの共同議長と協議し、必要専門知識マトリクスを参照することを強く要請する。 

 

※「MOP-31-L1-Annex-Rome_Declaration.En.docx」より NRI 訳出 

持続可能なコールドチェーンの開発を通じたフードロスへのモントリオール議定書の貢献についてのローマ宣言 

以下の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締約国であるアンゴラ、アルゼンチン、オーストラ

リア、オーストリア、バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルキナファソ、

ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、チェコ共和国、デンマー

ク、エクアドル、エルサルバドル、エストニア、欧州連合、フィジー、フィンランド、フランス、ガンビア共和国、ドイツ、

グレナダ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イラン・イスラム共和国、ヨルダン、キルギスタン、リベリア、リビア、ルク

センブルク、モルディブ、ミクロネシア連邦、モンテネグロ、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジ

ェール、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、カタール、モルドバ共和国、ルワンダ、セントルシ

ア、セネガル、スロバキア、ソロモン諸島、南スーダン、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイ

ス、シリア・アラブ共和国、チュニジア、ウガンダ、アメリカ合衆国、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ・ボリバル

共和国、ベトナムの代表者及び代表団長は、 

フードロスの削減に重要な役割を果たす国際連合食糧農業機関の本部で開催された第 31 回モントリオール議

定書締約国会合（MOP）のハイレベル・セグメントのラウンドテーブルにおける議論を考慮し、 

全世界で人類による消費のために生産されている食料の約 3 分の 1 が失われるあるいは廃棄され、農業従事者

の所得ならびに土地、水及びエネルギーなどの貴重な資源に深刻な影響を及ぼし、温室効果ガスを発生させてい

る旨を喚起し、 
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モントリオール議定書の実施における締約国間の協力を再確認し、モントリオール議定書及びそのキガリ改正

が、冷却及び空調部門が、食料保存のためのコールドチェーンへの取組みを含む、将来の冷却需要を満たすた

めの持続的かつ効率的な解決策を開発する必要性に対する認識を高めたことを評価し、 

とりわけ、飢餓及び貧困への終止符、食料保全、栄養摂取の向上、気候変動対策、持続可能な農業及び漁業、

健康及び福祉に関連した、持続可能な開発のための 2030 アジェンダ及び持続可能な開発目標の実施における

コールドチェーンの重要な役割を認識し、 

1. フードロスを削減するための持続可能かつ環境負荷の低い冷凍の使用を含むコールドチェーンの

開発を促進するための各国の行動及び国際協力の追求の重要性を強く主張する。 

2. 持続可能な開発目標に対するコールドチェーンの貢献に関する情報交換の促進が持つ多重的な

利益を強調し、これに向けてのモントリオール議定書に基づく作業の継続を推奨する。 

3. 各国政府、モントリオール議定書の機関、国連専門機関、既存の民間及び公的な取組み、ならび

にすべての関連利害関係者間で、コールドチェーンの開発、そしてそれによるフードロスや食料廃棄の削減への

貢献において、モントリオール議定書で規制されている物質の使用を削減するエネルギー効率の高いソリューショ

ン及び技術の知識を共有し、イノベーションを促進するために協力及び協調を強化することを要請する。 

ローマ、2019 年 11 月 7 日、8 日 
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(3)-6 Annex：MOP30Decisions 

第 30 回 MPO の決定事項を以下に訳出した。 

※対象ファイルは「MOP30-compilation-of-decisions.docx」。 

 

第 30 回締約国会合（MOP）（キト、2018 年 11 月 5 日～11 月 9 日） 

決定 タイトル 

XXX/1 モントリオール議定書キガリ改正の批准状況 

XXX/2 モントリオール議定書の修正 

XXX/3 予期せぬトリクロロフルオロメタン(CFC-11)排出について 

XXX/4 ハイドロフルオロカーボンフェーズダウンのための資金調達ガイドライン策定における多数国間

基金（MLF）執行委員会（ExCom）の進捗状況 

XXX/5 モントリオール議定書第 5 条第 1 項に基づく締約国による、冷凍、空調及びヒートポンプ部門に

おける省エネ技術へのアクセスについて 

XXX/6 規制物質の破壊技術 

XXX/7 ハロンの将来的供給及び代替 

XXX/8 グローバルな実験と分析的用途への適用除外に関するアップデート 

XXX/9 2019 年、2020 年における臭化メチルのクリティカルユースの適用除外 

XXX/10 HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141、HCFC-142 のデータ報告書と地球温暖化係数の改定 

XXX/11 モントリオール議定書第 5 条第 1 項適用国に対する代替フロン（HFC）のベースラインデータ

報告予定 

XXX/12 オゾン層破壊物質（ODS）の輸入における、輸出仕向国及び輸入仕出国に関する情報の報告 

XXX/13 モントリオール議定書 第 7 条に基づき締約国から提供されるデータ及び情報 

XXX/14 第 7 条データ報告書のゼロ値の報告について 

XXX/15 TEAP の参照条件、構成、バランス、専門分野、及び作業負荷のレビュー 

XXX/16 TEAP のメンバーシップ  

XXX/17 執行委員会（ExCom）の会員について 

XXX/18 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）会員について 

XXX/19 モントリオール議定書締約国公開作業部会（OEWG）の共同議長について 

XXX/20 モントリオール議定書の財務レポート及び予算 

XXX/21 第 31 回モントリオール議定書締約国会合（MOP）について 

 

附属書 タイトル 

Ⅰ 規制物質の破壊技術 

Ⅱ 同意されたクリティカルユースのカテゴリー 

Ⅲ 生産及び消費の許容限度 
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決定 XXX/ 1 : モントリオール議定書キガリ改正の批准状況 

1. 2018 年 11 月 9 日現在、59 の国がモントリオール議定書キガリ改正を批准、承認、または受諾している 

2.すべての未承認の締約国に対し、参加の拡大と改正の目的達成のため、キガリ改正の批准、承認、または受

諾の検討を強く要請する 

 

決定 XXX/ 2 : モントリオール議定書の修正 

第 2 条締約国に関しては 2015 年までに、第 5 条締約国に関しては 2020 年までに、必須の免除の可能性また

は必要性に取り組むことに合意した決定 XIX / 6 パラグラフ 12 を想起する。 

また、2015 年に第 3 項に規定されるサービスの 0.5％の必要性を検討し、2025 年にパラグラフで規定されるサー

ビスの年間平均 2.5％の必要性を検討することに合意した Decision XIX / 6 パラグラフ 13 を想起する 

2018 年の技術・経済評価委員会（TEAP）の報告書によれば、議定書第 2 条に基づいて活動する締約国当事者

のために、2020 年以降の研究用及び分析用の附属書 C、グループ I 物質の継続的な必要性、ならびに防火設

備、消防設備、その他ニッチな設備のための附属書 C、グループ I 物質の継続的な必要性が強調された。 

第 5 条第 1 項に従う締約国は、第 2 条 F 項 6 に記載されているのと同様の設備について附属書 C、グループ I

物質が必要であり、その必要性は決定 XIX / 6 のパラグラフ 12 及び 13 に従って見直される。   

附属書 C、グループ I 物質の代替物質の開発と使用とを促進する締約国の努力の重要性を認識する。 

ハイドロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンの削減スケジュール、及び技術的に証明され経済

的に実行可能な代替案がない場合に柔軟性を提供すること、そして決定書 XXVIII / 2 パラグラフ 26〜37 にある高

温締約国への例外規定に留意すること。 

1. モントリオール議定書第 2 条パラグラフ 9 に記載された手順に従って、附属書 C に定める規制物質の生産

と消費の修正を採用する 

2. 当該物質の非サービス部門での使用を削減、中止するために、第 2F 条第 6 項（a）（iii）項及び第 6 項（a）

（iv）項及び第 6（b）項に記載されている非サービス用途において、附属書 C 代替案の開発及び使用を奨励

する 

3. 附属書 C、グループ I の物質の生産と消費を削減するために、附属書 C、グループ I の物質の回収、リサイ

クルと再生、利用可能かつ適切な場合は、ストックと代替物質の使用を奨励する 

4. 技術経済評価委員会に、2023 年の第 33 回締約国会合（MOP）と 2027 年の第 39 回締約国会合（MOP）に

附属書 C の可用性に関する情報を提供するための 4 年毎の報告書を提供するよう要請する。 

5. キガリ改正案に沿った HCFC のスケジュール修正の柔軟性を検討する  

 

決定 XXX/ 3 : 予期せぬトリクロロフルオロメタン(CFC-11)排出について 

近年の科学的発見により、世界的なトリクロロフルオロメタンの排出量について、モントリオール議定書のもと設定

された消費及び生産の段階的削減期日以降、2012 年より予期せぬ上昇が示されたと認識する 

当該情報の提供につき、科学的コミュニティの努力に感謝する  

近年の予期せぬ相当量の CFC-11 の排出につき、深刻な懸念を表する  

1. 科学評価パネルに、締約国に対し、CFC-11 排出量の予期せぬ増加についての要約報告書を提供するよ

う要請する。それは 4 年ごとの評価を補完するもので、大気監視とモデリングに関する追加の情報、及び本

件排出の根底にある仮定を含むものである。予備報告は公開作業部会（OEWG）の第 41 回会合にて提出、

更新版が第 31 回締約国会合（MOP）にて、最終版が第 32 回締約国会合（MOP）にて提出されるものとする 
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2. 技術経済評価パネル（TEAP）に、締約国に対し、CFC-11 及び関連規制対象物質の、関連諸国における予

期せぬ CFC-11 の排出量増加に至った生産・使途・貯蔵における想定排出源に関する情報の提供を要請

する。予備報告は公開作業部会（OEWG）の第 41 回会合にて提出、最終版が第 31 回締約国会合（MOP）

にて提出されるものとする 

3. 締約国に、上記第 1 項及び第 2 項に掲げる科学評価パネル（SAP）及び技術経済評価パネル（TEAP）の報

告書に資する可能性がある関連科学技術情報を、事務局に 2019 年 3 月 1 日までに提供するよう要請する 

4. 締約国に、できる限り適切かつ実現可能な範囲で、近年の CFC-11 の予期せぬ排出に関する更なる研究

のため、環境測定を含む科学的試みを援助することを奨励する 

5. 関連科学・大気研究機関に、上記第 1 項に述べられた評価に貢献する見地から、CFC-11 排出に関し更な

る研究をし、現時点での発見事項を彼らの権限の適切な範囲内で詳述することを奨励する 

6. 事務局に、「モントリオール議定書の実施のための多数国間基金（MLF）」事務局の助言のもと、締約国に対

し、議定書及び基金に基づく、規制対象物質に関する手順をアウトラインした概要を提供するよう要請する。

それにより締約国は、監視・報告・確認を含む、議定書の義務及び基金の合意条件の継続的な遵守を確認

し確実にする。これは公開作業部会（OEWG）の第 41 回会合にて報告を提出し、第 31 回締約国会合

（MOP）にて最終版を提出するものである 

7. すべての締約国に以下を要請する 

(a) CFC-11 の段階的削減が効果的に維持され、議定書に基づく義務に則り執行されていることを確実にする

ため、適切な手段をとること 

(b) 予期せぬ CFC-11 の排出量増につながった可能性のある潜在的な遵守からの逸脱を事務局に周知する

こと  

 

決定 XXX/ 4 : ハイドロフルオロカーボンフェーズダウンのための資金調達ガイドライン策定における多数国間基

金執行委員会の進捗状況 

決定 XXVIII/2、とりわけ、多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）は、キガリ改正採択から 2 年以内に、費

用対効果の上限値を含めたハイドロフルオロカーボン消費・製造のフェーズダウンのための資金調達ガイドライン

を策定し、執行委員会による最終化に先立ち、締約国の見解や知見を得るため、締約国会合に当該ガイドライン

を提示するよう要請されたことを想起する。 

第 30 回締約国会合（MOP）において、執行委員会（ExCom）議長は、ハイドロフルオロカーボンフェーズダウン

のための資金調達ガイドライン策定の進捗に関する、多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）による報告書を

提出したことを、認識する 

ハイドロフルオロカーボン消費・製造のフェーズダウンのための資金調達ガイドライン草稿は、第 30 回締約国会

合（MOP）において締約国の見解や知見を得るため、提示されたことを認識する 

多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、ハイドロフルオロカーボン消費・製造のフェーズダウンのための

資金調達ガイドライン策定作業を継続し、内容につき、締約国会合（MOP）での執行委員会（ExCom）年次報告の

一部として進捗状況の報告を要請する 

多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、執行委員会（ExCom）による最終化に先立ち、締約国の見解や

知見を得るため、締約国会合に当該ガイドラインを提示するよう要請する 

 

決定 XXX/ 5 : モントリオール議定書第 5 条第 1 項に基づく締約国による、冷凍、空調及びヒートポンプ部門に
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おける省エネ技術へのアクセスについて 

モントリオール議定書キガリ改正は、2019 年 1 月 1 日をもって発効することを認識する 

技術経済評価パネル（TEAP）による 2018 年 5 月の報告書ならびに同年 9 月の同報告書改定版において、いく

つかのカテゴリーにおける権限付与は、省エネ推進に資する可能性があるとして、機会として提示されたことを認識

する 

より地球温暖化につながる可能性の低い冷媒への移行期間において、省エネ技術による冷凍・空調機器の改

良により、キガリ改正にある気候保護効果を倍増させる可能性があると示した 2018 年度オゾン層破壊に関する科

学的評価を認知する 

決定 XXVIII/2 第 16 項ならびに第 22 項を認識する  

1. 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、HFC 削減実現化活動を通じた経済的援助の枠組の中で、

第 5 条第 1 項締約国のうち希望国は、この援助の一部を、省エネ政策及び訓練支援への活用を可能とする

ため、柔軟性を検討することを要請する。それは以下のような規制物質のフェーズダウンにつながるものであ

る:  

 非省エネ冷凍、空調、ヒートポンプ機器の市場への普及を避けるための政策及び規制の立案及び執

行 

 当該セクターにおける省エネ技術へのアクセスの推進  

 認証、安全基準、認知度向上やキャパシティビルディング省エネの維持及び推進を目指した、対象を

絞ったトレーニング 

2.  多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、決定 XXVIII/2 第 16 項の範囲内で、当該決定第 1 項の活

動実施を援助するために、低消費国への資金供与増額の検討を要請する 

3. 技術経済評価パネル（ TEAP）に、省エネの維持・推進につながる低地球温暖化係数の 技術・機器、とりわ

け、冷凍・空調・ヒートポンプ分野（RACHP）のさまざまな分野、中でも家庭用空調や商業冷凍の分野を網羅

した費用及び有用性に関する報告書を、国や標高（HAT, height above terrain?）を含む地理的地域を考慮

の上作成することを要請する 

4. 第 5 条適用国の独自プロジェクトを執行委員会決定 79/45 に則り継続的に支援する 

5. 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、先進事例、得た教訓や当該分野における省エネ維持につ

ながるさらなる機会及び、関連コストを明確化すべく、現在継続中の支援プロジェクトレビュー作業をさらに

進めることを要請する  

6. 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、ハイドロフルオロカーボンフェーズダウンにおける代替技

術・機器の省エネの維持及び推進に関した費用ガイダンス作成するために、試行や独自プロジェクトから得

られた情報を考慮することを要請する  

7. 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）に、オゾン事務局との対話において、追加資金収集につき調査

するため、その他基金や財務機関と連携することや、適切であれば、HFCs フェーズダウンにおける省エネを

維持し強化するための共同出資手配などの協業手順を設定することを要請する 。また、第 5 条適用国のモン

トリオール議定書における責務履行支援活動は、多数国間基金（MLF）のガイドラインと決定に基づき今後も

継続的に資金供与を受けることを認知する 

 

 

決定 XXX/ 6 : 規制物質の破壊技術 
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技術経済評価パネル（TEAP）設立のタスクフォースによる、規制物質の破壊技術に関する決定 XXIX/4 に基づ

くレポートを評価する 

破壊技術の認可に際しては、破壊・除去の効率性が基準となると認識する 

規制以外の物質の排出量に関するパネルの助言を評価するとともに、締約国に自国の規制作成・実施におい

て、この情報を考慮することを提案する 

決定 XV/9 の第 6 項にもとづき、第 15 回締約国会合（MOP）報告書附属書Ⅲに設定された維持管理手順は、

適切な取扱、輸送、監視及び破壊施設の評価について、同様またはより厳格な手順が国内に存在せず、包括的

な確認のためのフレームワークも提供されていない場合に、地域レベルの管理に役立つ指針を提供すると認識す

る 

1. 下記の破壊技術を、モントリオール議定書第 1 条第 5 項及び附属書 F のグループⅡの物質について、ま

た第 2J 条第 6 項及び第 7 項の目的に関して承認する。これは第 4 回締約国会合（MOP）報告書附属書 VI 

に記載され、V/26、 VII/35 及び XIV/6 の決定により変更され、本決定の附属書に反映された技術に追加

となるものである 

(a) 附属書 F グループ Ⅰの物質: セメント炉、気体・ヒューム酸化、液体注入焼却、多孔質熱増殖炉、反

応装置によるクラッキング、回転炉による焼却、アルゴン・プラズマ・アーク、窒素プラズマ・アーク、ポー

タブルプラズマアーク、H2 及び CO2 化学反応、気相触媒脱ハロゲン、過熱蒸気反応器   

(b) 附属書 F グループ Ⅱの物質: 気体・ヒューム酸化、液体注入焼却、反応装置によるクラッキング、回

転炉による焼却、アルゴン・プラズマ・アーク、窒素プラズマ・アーク、H2 及び CO2化学反応、過熱蒸気

反応器 

(c) 附属書 E の物質: 臭化メチルの熱崩壊 

(d) 附属書 F グループⅠ希釈ソース : 自治体による固体廃棄物焼却、回転炉による焼却 

2. 技術経済評価パネル（TEAP）に、本決定の附属書に記載された未承認または未定義の破壊技術及びその

他の技術を評価し、第 33 回締約国会合（MOP）に先立って公開作業部会（OEWG）にて報告することを要請

する。そしてもし締約国から、特に附属書 F のグループⅡの物質のセメント炉による破壊に関し更なる情報

が提供されれば、パネルは、公開作業部会（OEWG）の先の会合において報告するものとする 

3. 締約国に対し、本決定の第 2 項に関した情報を事務局に提出することを依頼する 
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附属書 規制物質の破壊技術 

Technology 

Applicability 
Concentrated Sources Dilute Sources 
Annex A Annex B Annex C Annex E Annex F  Annex F 
Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 Group 3 Group 1 Group 1 Group 1 Group 2  Group 1 

Primary 
CFCs 

Halons Other 
CFCs 

Carbon 
Tetrachlorid
e 

Methyl 
Chloroform 

HCFCs Methyl 
Bromide 

HFCs HFC-23 ODS HFCs 

DRE* 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 95% 95% 

Cement Kilns Approved 
Not 
Approved 

Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Not determined   

Gaseous/Fume 
Oxidation Approved 

Not 
Determined 

Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved   

Liquid Injection 
Incineration Approved Approved Approved Approved Approved Approved 

Not 
Determined 

Approved Approved   

Municipal Solid Waste 
Incineration          Approved Approved  

Porous Thermal Reactor Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 

Determined 
Approved Not determined   

Reactor Cracking Approved 
Not 
Approved 

Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved   

Rotary Kiln Incineration Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved Approved Approved 

Argon Plasma Arc Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved   

Inductively coupled 
radio frequency plasma 

Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Not 
Determined 

Not Determined   

Microwave Plasma Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 

Determined 

Not 

Determined 
Not Determined   

Nitrogen Plasma Arc Approved 
Not 

Determined 
Approved Approved Approved Approved 

Not 

Determined 
Approved Approved   

Portable Plasma Arc Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Not Determined   

Chemical Reaction with 
H2 and CO2 

Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved   

Gas Phase Catalytic De-
halogenation 

Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Not determined   

Superheated steam 
reactor 

Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved Approved Approved 
Not 
Determined 

Approved Approved   

Thermal Reaction with 
Methane 

Approved Approved Approved Approved Approved Approved 
Not 

Determined 

Not 

Determined 
Not Determined   

Thermal Decay of Methyl 
Bromide 

Not 

Determined 

Not 

Determined 

Not 

Determined 
Not Determined Not Determined 

Not 

Determined 
Approved 

Not 

Determined 
Not Determined   
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決定 XXX/ 7 : ハロンの将来的供給及び代替 

技術経済評価パネル（TEAP）が国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の助言とともに作

成した予測に基づき、今日生産されている航空機の修理に使用する民間航空業界向けのハロンが、今後数十年

で不足する可能性があることを懸念とともに認識する 

現在退役している船はハロンを含んでおり、民間航空向け再利用の可能性のため回収が可能と認識する 

締約国に、回収・再利用・再生ハロンの輸出入における障害を除く観点での状況再評価の検討を勧めた決定

XXVI/7 第 3 項を再認識する 

1. オゾン事務局に、国際海事機関（International Maritime Organization）事務局と連携し、ハロン供給に関す

る関連技術専門家間の情報交換をサポートするよう要請する 

2. 技術経済評価パネル（TEAP）に、ハロン技術選択委員会を通じ、以下を要請する 

 

国際海事機関（IMO）、国際民間航空機関（ICAO）との協業を継続し、決定 XXVI/7 の第 4 項、及び決定

XXIX/8 の第 1 項に則り、将来のハロン供給量について、民間航空サポートのためよりよい評価を行うとともに、既

存または開発中の関連代替手段の特定を実施  

船体の解体によるハロン回収方法の特定 

ハロンの特定ニーズ、その他ハロン回収可能なソース、及び第 5 条第 1 項適用国、非適用国におけるハロン再

利用の機会の明確化 

当議定書締約国の公開作業部会（OEWG）の第 42 回会合の前に、上記評価及び明確化に基づくハロン供給

に関する報告書を提出 

 

決定 XXX/ 8 :  グローバルな実験と分析的用途への適用除外に関するアップデート 

第 6 回締約国会合（MOP）報告書の附属書Ⅱに定義された条件において、グローバルな実験と分析的用途へ

の適用除外を 2021 年 12 月 31 日まで延長した、決定 XXVI/5 を想起する 

附属書 C グループⅠの物質（代替フロン）は、現在グローバルな実験と分析的用途への適用除外に含まれてい

ないことを認識する 

技術経済評価パネル（TEAP）による、実験と分析的用途には、2020 年以降代替フロンが必要であると示した

2018 年の報告書を認識する 

締約国により 2018 年に合意された、代替フロンの必須利用適用除外を認めた調停を考慮する 

附属書 C グループⅠの物質を、決定 XXVI/5 第 1 項に定められたのと同様の条件と予定で、グローバルな実験

と分析的用途への適用除外に含めることとする 

 

決定 XXX/ 9 :  2019 年、2020 年における臭化メチルのクリティカルユースの適用除外 

技術経済評価パネル（TEAP）及び臭化メチル技術オプション委員会の作業を評価する 

締約国の多くで臭化メチルクリティカルユース申請が大幅に減少したことを認識する 

決定 XVII/9 の第 10 項を再認識する 

クリティカルユース適用除外を申請した締約国は、臭化メチルの在庫データに関し、第 16 回締約国会合（MOP）

で合意された会計フレームワークに則った手法による報告が求められていることを再認識する 

クリティカルユース向けの臭化メチルの生産・使用は、既存在庫や再利用の臭化メチルの供給が質・量ともに十

分でない場合にのみ許可されるべきであると認識する 

クリティカルユース適用除外締約国は、クリティカルユース向け臭化メチルの生産・消費にライセンス付与、許
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可、認可等をする際、臭化メチルが貯蔵または再利用の既存在庫から十分な質と量で供給可能な範囲を念頭に

置くべきであると認識する 

クリティカルユース適用除外締約国は、決定 Ex.I/4 に基づき、年次会計フレームワークと国家管理戦略の提出

が必要と再認識する 

オーストラリアイチゴ走出枝業界の研究プログラムによる進歩を受け、オーストラリアは、2018 年、2019 年のトライ

アルが成功し、代替物質の登録が完了すれば、代替物質へ移行する予定であることを認識する 

カナダの研究プログラムの進歩ならびに 2019 年へのプログラム継続の意向を認識する 

アルゼンチンの研究プログラムも臭化メチル代替品の開発へ向け継続していることをさらに認識する 

締約国のうちいくつかはクリティカルユース申請を近年終了しており、代替手段を開発したそれらの国々の努

力、並びに開発代替品は臭化メチルと同様の結果をもたらすことを認識する  

以下のとおり決定する: 

1. 各締約国に、本決定の附属書表 A に明記の 2019 年と 2020 年の合意済クリティカルユースカテゴリについ

て、本決定及び決定 Ex.I/4 に記載の条件に則り、その条件が適用可能、かつ本決定附属書表 B に明記の

クリティカルユースを満たすのに必要な 2019 年と 2020 年の生産・消費量の範囲でこれを許可する。追加の

生産・消費・使途は、決定 IX/6 に基づき締約国会合において許可される場合があると理解する 

2. 当該締約国は、本決定附属書表 A に明記のクリティカルユース臭化メチルのライセンス付与、許可、認可ま

たは分配等に努める 

3. クリティカルユース適用除外に合意した当該締約国は、決定 IX/6 第 1 項における基準、特に決定 IX/6 第

1 項(b) (ii) 号における基準が、臭化メチルのクリティカルユースライセンス付与、許可、認可において適用さ

れること、かつ本規定の実施につき本決定が適用される各年の 2 月 1 日までに事務局宛の報告を要請され

ていることを確実にするため、この責務を更新するものとする 

4. 今後臭化メチルクリティカルユースを申請する締約国もまた、決定 IX/6 第 1 項(b) (iii) 号に従うものとする、

また、モントリオール議定書第 5 条第 1 項非適用国は、臭化メチルの代替手段や代替品開発に関する研究

プログラムが実行中であることを明示するものとする 

5. クリティカルユース適用除外を申請する第 5 条第 1 項適用国には、決定 Ex.I/4 第 3 項に基づく国家管理戦

略の提出を要求する 

 

決定 附属書 XXX/ 9 

Table A 

同意されたクリティカルユースのカテゴリー(トン)a 

2020  

Australia Strawberry runners 28.98 

2019  
Argentina Strawberry fruit 15.710、Tomato 25.600 
Canada Strawberry runners (Prince Edward Island) 5.261 
South Africa Mills 1.000、Houses 40.000 

a Tonnes = metric tons. 

Table B 

Permitted levels of production and consumptiona(tonnes)b 

2020   

Australia 28.98 

2019 

Argentina 41.310 
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Canada 5.261 
South Africa 41.000 

a Minus available stocks. 

b Tonnes = metric tons.  

 

代替フロンベースラインを計算する際は、附属書 C の HCFC-123 及び HCFC-124 の地球温暖化係数の使用

を指示する 

オゾン事務局に、HCFC-141 と HCFC-142 それぞれにつき、各締約国のベースライン年における過去の生

産・消費について、代替フロンベースラインを計算する際は、HCFC-141b 及び HCFC 142b の地球温暖化係

数の使用を指示する 

 

決定 XXX/10:HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141、HCFC-142 のデータ報告書と地球温暖化係数の改定 

キガリ改正の附属書 C にて、HCFC-141 及び HCFC-142 に地球温暖化係数は設定されていないこと、また、 

HCFC-141b 及び HCFC-142b は、それらの物質のうち最も商業的に活用しうる異性体であることを認識する。 

1. 第 30 回締約国会合（MOP）報告書附属書[III]に規定の、議定書のデータ報告義務に則った、データ報告に

おける報告書改訂版及び説明書を承認する 

2. 締約国に、提出するデータ報告書のすべてのセルにつき、空欄のままにせず適切であればゼロを含め数値

を記入することを求めたデジジョン XXIV/14 は、任意提供の項目については適用されないことを明確にする 

3. オゾン事務局に、HCFC-123**と HCFC-124**それぞれにつき、各締約国のベースライン年における生産ま

たは消費について、代替フロンベースラインを計算する際は、附属書 C の HCFC-123 及び HCFC-124 の地

球温暖化係数の使用を指示する 

4. オゾン事務局に、HCFC-141 と HCFC-142 それぞれにつき、各締約国のベースライン年における過去の生

産・消費について、代替フロンベースラインを計算する際は、HCFC-141b 及び HCFC 142b の地球温暖化係数の

使用を指示する 

 

決定 XXX/ 11 :モントリオール議定書第 5 条第 1 項適用国に対する代替フロン（HFC）のベースラインデータ報

告予定 

モントリオール議定書第 5 条第 1 項に基づき活動する（第 5 条適用国）キガリ改正を批准した国々は、それぞ

れのベースラインデータ年月の終了までに、附属書 F（代替フロン（HFC））にある制限物質の実際のベースライン

データを、入手し次第提供することが望ましいと認識する 

代替フロン（HFC）のデータはキガリ改正で修正されたモントリオール議定書第 7 条第 3 項の遂行のため、各年

終了後 9 ヶ月以内に年次で報告されると認識する 

決定 XV/15 に基づき、締約国はその生産・消費について、データが入手可能となり次第かつできれば例年 6 月

末日までに、事務局へのデータ提供を奨励されていることを認識する  

 

決定 XXX/ 12 :  オゾン層破壊物質（ODS）の輸入における、輸出仕向国及び輸入仕出国に関する情報の報告 

オゾン層規制対象物質（ODS）の輸出仕向先及び輸入仕出元に関し、輸入国・輸出国それぞれが、第 7 条に従

い、各国の年次報告において、オゾン事務局に対しデータを提出することを述べた決定 XVII/16 及び決定

XXIV/12 を想起する 

大多数の規制対象物質輸出国は、決定 XVII/16 に則り輸出仕向国に関する情報を定期的に提供していること
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を評価する  

また、大多数の規制対象物質輸入国は、決定 XVII/12 に則り輸出仕出国に関する情報を定期的に提供してい

ることを評価する 

当該情報は、情報交換の促進、報告輸入データと報告輸出データ間の差異の特定に資するもので、よって違法

貿易の可能性の特定に役立つものであると認識する  

しかしながら、輸入国の多く、また輸出国のいくつかは、当該情報を提供していないことを認識する 

1. 規制対象物質の輸出国に、決定 XVII/16 にて要求されているとおり、事務局に輸出仕向国に関する情

報を報告することを強く要請する 

2. 規制対象物質の輸入国に、決定 XXIV/12 に示されているとおり、事務局に輸入仕出国に関する情報を

報告することを奨励する 

 

決定 XXX/ 13 :  モントリオール議定書 第 7 条に基づき締約国から提供されるデータ及び情報 

1.  197 カ国のうち 195 カ国が、2017 年のデータを報告し、そのうち 190 カ国が、モントリオール議定書第 7 条

第 3 項に記載のとおり、2018 年 9 月 30 日までにそれを報告したことを認識する 

2.  上記のうち 133 カ国は、決定 XV/15 の奨励に則り、データを 2018 年 6 月 30 日までに報告したことを評価

する。例年 6 月 30 日までの報告は、モントリオール議定書の実施のための多数国間基金（MLF）執行委員

会（ExCom）が、第 5 条第 1 項適用国による議定書の管理手順準拠を支援することにおいて、大きく資する

ものである 

3.  締約国からの期限どおりのデータ報告の欠如は、モントリオール議定書の当該国の義務の遵守に関する効

果的な監視及び評価を妨げると認識する  

4.  中央アフリカとイエメンは、モントリオール議定書第 7 条にて求められている 2017 年のデータを報告してい

ないことを懸念とともに認識する。両国は、事務局が当該遅延データを受領するまで、モントリオール議定書

に定めるデータ報告義務不履行の位置づけとなる 

5.  中央アフリカ共和国ならびにイエメンに、当該データを可能な限り迅速に事務局あて報告するよう強く要請

する 

6.  執行委員会（ExCom）に、第 62 回執行委員会（ExCom）会合において当該国の状況を確認するよう要請す

る 

7.  締約国に、生産・消費のデータにつき、数値が入手可能となり次第、かつ、決定 XV/15 で合意のとおり、で

きれば例年 6 月 30 日までの報告を継続することを奨励する 

 

決定 XXX/ 14 : 第 7 条データ報告書のゼロ値の報告について  

締約国は、決定 XXIX/18 第 3 項において、第 7 条に則りデータ報告書を提出する際、すべてのセルにつき、

空欄のままにせず適切であればゼロを含め確実に数値を記入することを、強く要請されていることを再認識する 

また、決定 XXIX/18 に基づき、モントリオール議定書不履行手順に基づく執行委員会は、当該決定の第 3 項

に基づく各締約国の遵守状況を、第 61 回執行委員会（ExCom）会合において確認することを要請されていると再

認識する 

大多数の締約国は、決定 XXIV/14 でなされ、決定 XXIX/18 で繰り返し述べられた要請に則り、提出するデータ

報告書の各セルを、空欄のままにせず、適切であればゼロを含む数値を記録し、継続して報告していることを評価

する 

しかしながら、いまだ多くの締約国が第 7 条報告書に空欄を残しており、事務局の追加作業につながっているこ
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とを懸念とともに認識する 

1. 20 の締約国が、決定 XXIV/14 及び決定 XXIX/18 に反し、空欄を含む第 7 条に基づく 2017 年分の報告

書を提出したこと、ならびにそれらすべての締約国が、事務局の確認要請に対し説明を提供したことを認識

する 

2. すべての締約国に、第 7 条に則りデータ報告書を提出する際、決定 XXIV/14 に則り、すべてのセルにつ

き、空欄のままにせず適切であればゼロを含め確実に数値を記入することを、強く要請する 

3. 執行委員会に、本決定の第 2 項に基づく各締約国の遵守状況を、第 63 回執行委員会会合において確認

することを要請する 

 

決定 XXX/ 15 : TEAP の参照条件、構成、バランス、専門分野、及び作業負荷のレビュー 

技術経済評価パネル（TEAP）及び技術選択委員会は、独立した技術的・科学的評価や情報の提供により、締

約国が十分な情報を得た上で決定を下すことを助けてきたことを認識する  

技術経済評価パネル（TEAP）の組織及び機能、特に、地理的専門性やバランス改善のため、第 5 条第 1 項適

用国からの専門家の参加を増やす努力に関する決定 VII/34 の第 5 項 (e)を想起する 

締約国が、モントリオール議定書のハイドロフルオロカーボンのフェーズダウンに関する改正を採択した決定

XXVIII/1 を想起する 

 

決定 XXX/ 16 : TEAP のメンバーシップ  

決議文未刊行のため訳出せず 

 

決定 XXX/ 17 : 執行委員会（ExCom）の会員について  

1. モントリオール議定書不履行手順に基づく執行委員会により 2018 年に遂行された業務を評価する 

2. オーストラリア、チリ、モルディブ、ポーランド及び南アフリカが、今後さらに 1 年間会員であること、EU、ギニ

アビサウ、パラグアイ、サウジアラビア及びトルコが、2019 年 1 月 1 日より 2 年間委員会会員として選出され

たことを確認する 

3. 2019 年 1 月 1 日より 1 年間、レスリー・ドーリング氏（ Ms. Lesley Dowling、オーストラリア）が委員長として、

また、 オベド・バロイ氏（Mr. Obed Baloyi、南アフリカ）が副委員長ならびに報告者として選出されたことを認

識する 

 

決定 XXX/ 18 : 多数国間基金（MLF）執行委員会（ExCom）メンバーについて  

1. モントリオール議定書の実施のための多数国間基金（MLF）執行委員会により、当該基金事務局の助力の

元当該議定書の実行のため 2018 年に遂行された業務を評価する 

2. 2019 年 1 月 1 日より 1 年間、第 5 条第 1 項適用国代表として、アルゼンチン、ベニン、中国、グレナダ、クウ

ェート、ニジェール及びルワンダの執行委員会会員選出を、ならびに第 5 条第 1 項非適用国代表として、ベ

ルギー、カナダ、フランス、ハンガリー、日本、ノルウェー及び米国の執行委員会会員選出を承認する 

3. 2019 年 1 月 1 日より 1 年間、フィリッペ・チェモニー氏（Mr. Philippe Chemouny、カナダ） が執行委員会合長

として、また、ジュリエット・カベラ氏（Ms. Juliet Kabera、ルワンダ）が執行委員会（ExCom）副議長として選出さ

れたことを認識する 

 

決定 XXX/ 19 : モントリオール議定書締約国公開作業部会（OEWG）の共同議長について  
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アラン・ウィルマート氏（ Mr. Alain Wilmart、ベルギー）及び、ラウラ－ジュリアナ・アルシニエガス氏（Ms. Laura-

Juliana Arciniegas、コロンビア）両名が、モントリオール議定書締約国公開作業部会（OEWG）の 2019 年共同議長

として選出されたことを承認する 

 

決定 XXX/ 20 : モントリオール議定書の財務レポート及び予算 

決議文未刊行のため訳出せず 

 

決定 XXX/ 21 : 第 31 回モントリオール議定書締約国会合について 

 第 31 回モントリオール議定書締約国会合（MOP）を、2019 年 11 月 4 日から 8 日にローマで開催することとす

る 
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(4)モントリオール議定書多数国間基金（MLF） 第 84 回執行委員会会合（ExCom84） 

(4)-1 会合概要 

日時 2019 年 12 月 17 日～12 月 20 日 

場所 カナダ・モントリオール International Civil Aviation Organization (ICAO) 

出席者（敬称略） 経済産業省：下京田オゾン層保護等推進室補佐 

株式会社 野村総合研究所：日下 

 

(4)-2 議事概要 

議題1. Opening of the meeting. 

 特記事項なし 

 

議題2. Organizational matters: 

(a) Adoption of the agenda; 

 議題９C「World Bank’s work programme amendments for 2019」は WB より提出がないため省略さ

れた。 

(b) Organization of work. 

 本会合におけるコンタクトグループ及びその他連絡事項についての事務局から説明された。アルゼ

ンチン及びグラナダより、議題 13「13. Matters related to the Kigali Amendment to the 

Montreal Protocol」の議論を優先したいとの意見が提起され、同議題について討議するため、

「Agenda item 13(a) Development of the cost guidelines for the phase-down of HFCs in Article 5 

countries: Draft criteria for funding」、「Agenda item 13(b) Energy efficiency」、「Agenda item 13(c) 

Key aspects related to HFC-23 by-product control technologies」のコンタクトグループが開催され

ることとなった。 

 

議題3. Secretariat activities.  

 ExCom83（2019 年 5 月）以降の MLF 事務局の活動にいて報告された。 

 その他特記事項なし 

 

議題4. Financial matters: 

 事務局及び会計人より 2019 年 12 月現在の MLF の状況財政的事項について報告された。 

 その他特記事項なし 

(a) Status of contributions and disbursements; 

(b) Report on balances and availability of resources; 

(c) Status of additional contributions to the Multilateral Fund and availability of resources (decision 

83/4(c));  

(d) Accounts of the Multilateral Fund:  

(i) Final 2018 accounts;  

(ii) Reconciliation of the 2018 accounts; 

(e) Approved 2020, 2021 and proposed 2022 budgets of the Fund Secretariat. 
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議題5. Country programme data and prospects for compliance.  

 ５条国側より、HFC の報告様式について議論したい旨が提起されコンタクト・グルーグが設置された。コ

ンタクトグループでの議論の結果、下記の CRP が採択された。 

CRP2：Country programme data and prospects for compliance 

1. 執行委員会（ExCom）は以下を決定した。 

(a) 以下を含む、国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1 に含まれる、カントリー・プロ

グラム（CP）データに関する情報及びコンプライアンスに関する見通しに留意すること。 

(i) 140 ヶ国が 2018 年の CP データを提出し、そのうち 124 ヶ国はウェブベースのシステムを

使用している。 

(ii) 2019 年 12 月 18 日現在、イエメンは 2014 年から 2018 年についての CP データを提出し

ておらず、カタールは 2018 年について CP データを提出していなかった。 

(iii) 南アフリカ政府は、CP データを事務局に再提出する。 

(b) 事務局に対して、イエメン政府に未提出の 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年及び 2018 年の CP

データ報告に関して、カタール政府に対して未提出の 2018 年の CP データ報告に関して、それぞ

れ書簡を送付し、これらの報告を可及的速やかに提出するよう要請することを要求すること。 

(c) 本報告書の附属書??に含まれる修正後の CP データ報告の様式、及び附属書??に含まれるカントリ

ー・プログラム・データ報告のための実務マニュアル草案を承認し、修正後の様式の使用が 2020 年

より 2019 年度の CP データ報告より開始され、2020 年から 2022 年の間は試験期間として使用され

ることに留意すること。 

(d) 第 85 回会合での審議用に、国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1 の附属書 III

に含まれる混合物の製造に関するデータ報告のためのセクション B1 を作成すること。 

(e) 事務局に対して、2023 年の最初の会合のために、試験期間中の CP の様式の使用の結果につい

ての報告書の作成を要求すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題6. Evaluation:  

(a) Evaluation of the performance of implementing agencies against their 2018 business plans; 

 特記事項なし 

(b) Final report on the evaluation of the pilot demonstration projects on ODS disposal and destruction;  

 破壊対象となる規制物質を特定することの困難さや廃棄物管理に向けたコスト効率の良い選択肢に

ついて、継続的な情報提供の必要性が提起された。また目標とされた破壊量と実際の破壊量との

不一致等について言及された。 

 上記の ExCom からの指摘を受け、SMEO は後日文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11」の正誤表を

発行することを表明し、ExCom による以下の勧告が採択された。 

(a) UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/11 及び Corr.1 の文書に含まれる ODS の廃棄及び破

壊に関するパイロット実証プロジェクトの評価に関する最終報告書に留意すること。 そし

て 

(b) 必要に応じて、ODS の廃棄と破壊に関するパイロット実証プロジェクトの評価の主要な調

査結果に基づいて学んだ教訓を、二国間及び実施機関に適用するよう要請する。 

(c) Desk study for the evaluation of the sustainability of the Montreal Protocol achievements; 

 特記事項なし 

(d) Terms of reference for the desk study for the evaluation of regional networks of national ozone 

officers; 

 NOU の地域ネットワークの評価に向けた机上研究の TOR について各国よりその必要性及び要望に

ついて議論がされた。文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13/Rev.1.」が採択された。 

 各国の主要な発言は以下の通り。 



 

129 

 フランス：本机上研究はステークホルダー間のネットワーク形成に有益なものであり、MLF のサ

ステナビリティに貢献している。喫緊の課題としてはキガリ改正への対応が必要であり、文書

Para19 において言及されているキャパシティビルディングの必要性は高い。また、Para21 にお

いて言及されているネットワークによるモニタリングについて、具体的なプラクティスを知りた

い。 

 グラナダ：実施機関や他の二国間協力機関によるコーディネーションが含まれていない点は問

題と考える。また、この取り組みだけでネットワークの全てのニーズを把握する能力には不足と

考えている。 

 ベルギー：キャパシティビルディングのトレーニング内容については、オンラインツール等の、新

しいテクノロジーの必要性を強調すべき。 

 アルゼンチン：いくつかのネットワークでは、他のネットワークと同等の情報提供ができなかった

ものもある。TOR の中に事務局による NOU へのコンサルティングを含めるべき。 

(e) Progress report on the desk study for the evaluation of the energy efficiency in the servicing sector; 

 第 86 回執行委員会（ExCom）会合で提出される予定のエネルギー効率に関する机上研究の進捗が

報告された。本机上研究では、エネルギー効率に関する ExCom での検討をサポートするため、サ

ービス・セクターにおける国家レベルでの政策及び規制に関わるプロジェクトの情報が収集された。

（エネルギー効率に関連する文書のリストは文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16」AnnexⅡに記

載） 

 本次会合においては同文書に対して留意すべき旨が勧告された。 

(f) Draft monitoring and evaluation work programme for the year 2020. 

 特記事項なし 

 

議題7. Programme implementation: 

(a) Progress reports as at 31 December 2018: 

(i) Consolidated progress report; 

 関心国及び事務局によるインフォーマル・グループにて議論が実施され、下記の CRP が採択

された。 

 

CRP5：CONSOLIDATED PROGRESS REPORT AS AT 31 DECEMBER 2018 

１．執行委員会は以下を決定した。 

(a) 以下に留意すること。 

(i) 国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 に含まれる 2018 年 12 月 31 日現在

の多数国間基金の総合進捗報告書。  

(ii) 感謝と共に、二国間機関及び実施機関が 2018 年の活動報告に際して行った努力。  

(iii) 第 85 回会合で二国間機関及び実施機関が、これらの機関の個別の進捗報告の附属書 I

に記載されているように、追加状況報告が勧告された実施の遅れている 5 プロジェクト及

び 65 の継続中のプロジェクトまたはトランシェについて報告を行う旨。 

(iv) 事務局は、二国間機関及び実施機関と協力して、進捗報告データベースを改訂してモン

トリオール議定書附属書 F の物質の、メートルトンでの消費または生産量に同附属書 F に

明示されている当該物資の地球温暖化係数を乗じて算出された二酸化炭素換算メートル

トンでの値を含め、2021 年の最後の執行委員会に提出される進捗報告及び将来のすべ

ての進捗報告において追加の値を報告すること。  

(b) 事務局に対して、第 5 条締約国以外の 17 ヶ国から成るグループによる追加拠出金を使用して資金

供与された HFC 関連投資プロジェクト及び初期活動に関する、プロジェクトが承認された国、目的、

実施状況、主要な調査結果及び教訓、該当する場合は段階的削減された HFC の量、承認され支

出された資金、当該プロジェクト及び活動の完了における潜在的な課題を明らかにした追加報告
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CRP5：CONSOLIDATED PROGRESS REPORT AS AT 31 DECEMBER 2018 

を、この情報が個別の HFC 関連投資プロジェクト・ベース及び HFC 関連初期活動合計ベースに

ついて提供される旨の理解に基づき、第 85 回会合に提出するよう要請すること。 

(c) 事務局ならびに二国間機関及び実施機関に対して、上記(b)項で示された情報を今後のすべての

総合進捗報告及び個別進捗報告のそれぞれに、すべての HFC 関連投資プロジェクト及び初期活

動が完了するまで、含めることを要求すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(ii) Bilateral agencies; 

 特記事項なし。文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17」における下記の勧告が採択された。 

(a) Australia UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/17 文書に含まれるオーストラリア、カナダ、フラ

ンス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア連邦、及びスペイン政府から提出された進捗報告に感

謝する。 そして 

(b) 現在のドキュメントの付録 I に含まれる特定の問題を伴う進行中のプロジェクトに関連する

推奨事項を承認する。 

(iii) UNDP; 

 特記事項なし。文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18」における下記の勧告が採択された。 

(a) 文書「UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/18」に含まれる 2018 年 12 月 31 日時点の UNDP

の進捗報告に留意すること。 そして 

(b) 現在の文書の付録 I に含まれる特定の問題を伴う進行中のプロジェクトに関連する推奨

事項を承認する。 

(iv) UNEP; 

 特記事項なし 

(v) UNIDO; 

 UNID が実施機関となっているプロジェクトの内、遅延が発生しているカタール、エジプト、北朝

鮮に関する遅延の理由及びその対応について協議された。特に北朝鮮についてはアメリカよ

り長期に渡る遅延が発生しているプロジェクトへの資金拠出は妥当ではない旨及びそれを正

当化するための根拠についての説明が必要との意見が提起された。 

 各国の主要な発言は以下の通り。 

 カタール：NOU 担当官の不在により、制度強化プロジェクト及び HPMP プロジェクトの遅

延が発生した。 

 エジプト：プロジェクトで実施すべき活動は完了しているものの、当局による確認が未完了

な状況である。 

 アメリカ：北朝鮮における HPMP プロジェクトは長期に渡り遅延が発生している。長期に

渡り進展がみられないプロジェクトに対して MLF の資金を拠出することは妥当ではない。

これを正当化する根拠を示す必要がある。 

 議長：北朝鮮におけるプロジェクト遅延の問題は関心国において議論を継続することとす

る。 

 文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20」における下記の勧告が採択された。 

(a) 文書「UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/20」に含まれる 2018 年 12 月 31 日時点の

UNIDO の進捗報告に留意すること。 
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(b) 附属書に含まれる特定の問題を伴う進行中のプロジェクトに関連する推奨事項を承認す

ること。 

(c) 第 84 回会合で、スーパーマーケット向け CO2 冷凍技術の導入に関するデモンストレーシ

ョンプロジェクト（アルゼンチン及びチュニジア）のチュニジア部分（GLO / REF / 76 / 

DEM / 335）をキャンセルし、残高が第 86 回会合にて返金されること。 

(d) カメルーン（ステージ I、第 4 トランシェ）（CMR / PHA / 80 / INV / 44）の HCFC 段階的

削減計画（HPMP）の 2019 年 12 月 31 日までの延長を承認し、調達及び関連する活動

は、2019 年 12 月までに完了すること。 

(e) 例外的に、朝鮮民主主義人民共和国の HPMP の 2021 年 12 月 31 日までの延長を承認

すること（ステージ I、第 1、第 2、第 3 トランシェ）（DRK / PHA / 73 / INV / 59 、DRK / 

PHA / 73 / TAS / 60、DRK / PHA / 75 / INV / 62、DRK / PHA / 75 / TAS / 63、

DRK / PHA / 77 / INV / 64）。国連安全保障理事会における多数の決議規定のため、

プロジェクトが前進していないことに留意すること。 

(f) 国内の保健当局による規制認可の締結を可能にするために、エジプト向けエアロゾル定

量吸入器（EGY / ARS / 50 / INV / 92）の製造における CFC 消費の段階的削減プロジ

ェクトの 2020 年 6 月 30 日までの延長を承認すること 

(g) スーダン向け HPMP（ステージ I、第 3 トランシェ）（SUD / PHA / 80 / INV / 42）の 2019

年 12 月 31 日までの延長を承認し、活動が 2019 年 11 月までに完了することに留意する

こと。 

(vi) World Bank; 

 特記事項なし 

 

(b) Reports on projects with specific reporting requirements;  

 遅延と変更が発生した特定プロジェクトについて、その内容の確認及び原因と対策について討議され

た。中国とインドネシアにおけるプロジェクト遅延について、インフォーマル・グループにて関係国内で

の議論が継続され、下記の CRP が採択された。 

CRP8：Reports on projects with specific reporting requirements: Issues relating to projects experiencing 

implementation delays and/or any change in implementation plan 

１．   執行委員会（ExCom）は以下を決定した。 

(a) 事務局に対して、第 85 回会合のために、スプレッドシートの様式で、HCFC 段階的削減計画の下で

資金供与を受け、実行計画の遅れまたは変更がある企業について、以下に関する情報を含んだリス

トの作成を要求すること。 

(i) 企業名 

(ii) 企業の所在国 

(iii) 関与している実施機関または二国間機関  

(iv) セクター 

(v) 段階的に削減される HCFC の種類 

(vi) 段階的に削減される HCFC の量（メートルトン） 

(vii) 段階的に導入される代替物質 

(viii) 段階的に導入される代替物質の量（メートルトン） 

(ix) 代替物質または実施戦略の変更提案の理由 

(x) 変更された場合に段階導入される量（メートルトン） 

(xi) 変更または遅延時に支払われた資金額 

(xii) 資金残高 

(xiii) 該当する場合、新規資金供与必要額の水準 

(xiv) 該当する場合、コスト効率の変更 

(xv) 該当する場合、共同資金供与の変更 
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CRP8：Reports on projects with specific reporting requirements: Issues relating to projects experiencing 

implementation delays and/or any change in implementation plan 

(xvi) 遅延期間（月） 

(xvii) 遅延／変更の種類 

(xviii) 遅延／変更の説明。発生した問題点、問題点に対処するために講じた措置、未対処の問

題点の状況ならびに実施される可能性のある措置及びその時期等。 

(xix) その他の関連情報 

(b) 二国間機関及び実施機関に対して、上記第(a)項で言及したすべての企業のリストを事務局に提供

することを要求すること。 

(c) 事務局に対して、上記第(a)項で言及した企業のリストを、特定の報告要件のあるプロジェクトに関す

る文書とともに、毎年の最初の会合で提出することを要求すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

CRP9：Reports on projects with specific reporting requirements: Report on the production of carbon tetrachloride and 

its feedstock uses in China 

執行委員会（ExCom）は以下を決定した。 

国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 及び同 Add.3 に含まれる、中国における四塩化炭素の生

産とその原材料使用に関する報告（決定 75/18(b)(iii)に留意すること。 

中国政府に対して、世界銀行を通じて、中国における四塩化炭素の生産とその原材料使用に関して、国連環境計画文

書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 及び同 Add.3 に含まれる情報を考慮し、かつ以下を含めた最新の報告書を

第 88 回会合に提出することを要請すること。 

アルカン塩素化工程を使用したパークロロエチレン工場の監視における進捗についての最新情報。 

上記第(a)項で特定された報告書に記載された排出量とオゾン層破壊の科学アセスメント：2018 のセクション 1.2.3 に記

載されている中国からの四塩化炭素推定排出量との間の差異に関連した追加情報。 

中国政府は上記第(b)(i)項で言及されたパークロロエチレン工場の監視を検討していたことに留意し、上記第(b)項で言

及された最新の報告書に、この件に関して講じた措置に関する報告を含めることを要請すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

CRP11：Reports on projects with specific reporting requirements: Indonesia HPMP (Stage I) 

１．  執行委員会（ExCom）は以下を決定した。 

(a) 国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 に含まれる、国連開発計画（UNDP）、国連工業

開発機関（UNIDO）、世界銀行及びオーストラリア政府が提出したインドネシアの HCFC 段階的削

減計画（HPMP）のステージ 1 の実施に関する、企業による技術転換の最新情報及び進捗報告に留

意すること。 

(b) 以下の企業はインドネシアの HPMP のステージ 1 から撤退することを決定し、当該企業に関連した

資金供与は第 85 回会合に返還される旨に留意すること。 

(i) 商業用冷凍セクターにおいて、Mentari Metal Pratama、Polysari Citratama 及び Inti 

Tunggal。返金額は 375,930 米ドルに加えて、UNDP 支援コスト 28,195 米ドル。 

(ii) 商業用冷凍組立サブセクターにおいて、Sabindo Refrigeration、Global Technic、AVIS 

Alpin Servis Tr、Aneka Froze Triutama、Graha Cool Technic、United Refrigeration、Gaya 

Technic Supply 及び Ilthabi Mandiri Tech。返金額は 388,912 米ドルに加えて、UNDP 支

援コスト 29,168 米ドル。  

(c) Aneka Cool 社はポリウレタン（PU）フォームの製造を外部委託することに決定し、そのため、同社に

関連する 60,500 米ドルは第 85 回会合に返還される旨に留意すること。 

(d) Gita Mandrin Teknik、Fata Sarana Makmur 及び Sumo Elco Mandiri は、生産ラインを HFC-32 技術

に転換することに決定し、自社ブランドで HFC-32 ベースの機器を生産するが、当面は OEM 先か

らの注文を受けて高 GWP の機器 を生産する旨に留意すること。 

(e) 冷蔵庫及び冷凍庫の製造業者である Rotaryana Prima の HFC-32 から炭化水素への、多数国基金

での追加コストを伴わない技術変更を承認すること。 

(f) インドネシアの HPMP のステージ 1 の完了日を、以下の理解に基づき 2020 年 6 月 30 日まで延長

することに同意すること。 

(i) PU フォーム・セクターにおける未使用残高は第 85 回会合に返還される。  

(ii) UNDP は、上記第(d)項で特定された企業の技術転換についての修正後のアクションプラ

ン、及び HPMP のステージ 1 の完了日の延長要請がある場合にその延長要請を第 85 回

会合に提出する。  

(iii) 執行委員会は、決定 82/30(g)(ii)に沿って、持続的な HFC 消費総額の削減の開始点に対

する潜在的な影響について第 85 回会合で引き続き審議する。  



 

133 

CRP11：Reports on projects with specific reporting requirements: Indonesia HPMP (Stage I) 

(iv) 執行委員会（ExCom）が第 85 回会合で増分運営コスト（IOC）の支払についての決定を下

すまで、UNDP は、上記第(d)項での企業に IOC の支払を行わない。  

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(c) 2019 consolidated project completion report. 

 特記事項なし 

 

議題8. Business planning: 

(a) Update on the status of implementation of the 2019-2021 consolidated business plan of the 

Multilateral Fund;  

 特記事項なし 

(b) Tranche submission delays;  

 カナダより多年次合意プロジェクトのキャンセル・ポリシーを確立する必要性が言及され、素案が提出

された。特にキャンセルに際しては、キャンセル後の不遵守の可能性への対策とキャンセルする場合

における、実施機関と関係国政府との合意の必要性を盛り込むことが要請された。また、アメリカからも

カナダの提案に対して賛成する旨が表明された。 

 以下の勧告が採択された。 

(a) 以下に留意すること 

(i) 文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25」に含まれるトランシェ提出遅延に関する報告書。 

(ii) UNDP、UNEP、及び UNIDO によって提出された HCFC の段階的削減計画（HPMP）に基

づくトランシェ提出遅延に関する情報。 

(iii) 第 84 回会合で提出予定の HPMP のトランシェに関連する 57 の活動のうち 43（30 か国中

21）が期限内に提出された。 

(iv) 関連する二国間及び実施機関は、2019 年の第 2 回会合で提出期限のある HPMP のトラ

ンシェの提出が遅れると、モントリオール議定書の遵守に影響を与えない、または影響を与

えそうにないことを示した。関係国のいずれかがモントリオール議定書の規制措置に違反し

ているという兆候はなかった。 

(b) 附属書に含まれるトランシェ提出の遅延に関する決定に関して、関連する政府に手紙を送るよう

事務局に要請すること。 

(c) 複数年次合意（MYA）コンポーネントのキャンセルに関する以下のポリシーを確立する： 

(i) 該当する場合、関係政府と MYA の主たる実施機関の相互合意に基づいて MYA コンポー

ネントを取り消すこと。主たる実施機関が年次進捗報告及び/または特定の報告要件を持

つプロジェクト報告を通じて、取消案を執行委員会に提出することに留意する。または 

(ii) 次の手順に従って、実施の遅延を伴う進行状況レポートで特定された MYA コンポーネント

をキャンセルする。 

a MYA のコンポーネントが実施の遅れがあると分類された後、執行委員会会合で 2 回続

いてマイルストーンの進捗が報告なされなかった場合、事務局は、執行委員会を代表し

て、関係する主要な実施機関と受入国政府に対して、コンポーネントの原則として承認

された資金、及び必要に応じて、MYA コンポーネントのキャンセルの可能性に関する通

知を発行する。そして 
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b 執行委員会（ExCom）会合で 3 回続いて実施の遅延があると分類された MYA コンポー

ネントに関して、進捗が報告されなかった場合、執行委員会は、キャンセルの可能性の

通知への応答を考慮して、コンポーネント、及び必要に応じてケースバイケースで、をキ

ャンセルすることを決定可能とする。 

(c) Consolidated business plan of the Multilateral Fund for 2020-2022; 

 特記事項なし 

(d) Business plans of the bilateral and implementing agencies for 2020-2022: 

(i) Bilateral agencies; 

 二国間協力機関による拠出枠の問題について、ドイツ政府による事業計画ではプロジェクトの

計画変更への承認の遅れにより、20%拠出額を超過する可能性があることが指摘された。議長

よりドイツ政府、事務局及び関心国で議論を継続することが提案され、文書

「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27」の以下の勧告が採択された。 

(a) 文書「UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27」に含まれる、オーストラリア及びドイツ政府によって

提出された 2020〜2022 年の二国間機関の事業計画。そして 

(b) ドイツ政府の 2020 年から 2022 年の事業計画は、2018 年から 2020 年までの二国間協

力機関の活動配分に照らして、第 85 回会合で再検討されるべきである。なお、ドイツ政

府の支援を受けている国への影響はない。 

(ii) UNDP; 

 文書「UNEP/OzL.Pro /ExCom /84/28」の以下の勧告が採択された。 

 その他特記事項なし。 

(a) 文書「UNEP/OzL.Pro /ExCom /84/28」に含まれる 2020〜2022 年の UNDP 事業計画に

留意すること。そして 

(b) 本文書の付録に記載されている UNDP のパフォーマンス指標を承認すること 

(iii) UNEP; 

 特記事項なし 

(iv) UNIDO; 

 文書「UNEP/OzL.Pro /ExCom /84/28」の以下の勧告が採択された。 

 その他特記事項なし。 

(a) 文書「UNEP/OzL.Pro /ExCom /84/30」に含まれる 2020〜2022 年の UNIDO 事業計画

に留意すること。そして 

(b) 本文書の付録に記載されている UNIDO のパフォーマンス指標を承認すること 

(v) World Bank. 

 特記事項なし 

 

議題9. Project proposals: 

(a) Overview of issues identified during project review;  

 HFC の段階的削減計画策定のためのガイドライン草案の作成についての議論が本会合及びコンタク

トグループにおいて継続された。各国からは、コストガイドライン草案作成の情報の不足、特に現在の

デモンストレーションプロジェクトでは網羅されていない地域や対象セクターの存在が指摘される一方
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で、非５条国からはコストガイドライン草案作成のためのデモンストレーションプロジェクトの数を制限す

る必要が指摘された。 

 各国の主要な発言は以下の通り。 

 カナダ：現在 10 の HFC 関連のプロジェクトが提出されているが、HFC 関連プロジェクトの情報

はもっと必要である。また、HFC 関連プロジェクトの提案期限を第 87 回会合まで延長すべき

である。 

 アメリカ： HFC 関連プロジェクトはコストガイドラインの策定に有益な情報を提供する。プロジェ

クト提案機関の延長には賛成である。 

 ベルギー：未だカバーしていないセクターがあり、プロジェクトの経験を持つことは有益。またカ

バーされていない地域についても考慮すべきである。ただし、無制限なプロジェクトを持つべき

ではない。 

 フランス：未だカバーされていないセクターを優先すべきというアイデアを支持する。 

 アルゼンチン：プロジェクト提案期限を第 87 回会合まで延長するという案を支持する。コストガ

イドラインの策定を見据えてまだプロジェクト経験がないセクターを優先すべき。 

 中国：多くの国は共通して製造セクターを有しており、製造セクターにおけるプロジェクトを優先

すべき。気温や湿度、設備のキャパシティも異なるため、地域性も考慮するべき。 

 クウェート：彼らの意見を尊重する。コストガイドラインの策定が最も重要であり、クウェートはサポ

ートする用意は出来ている。 

 上記の議論を受け、下記の CRP が採択された。 

 

CRP1：OVERVIEW OF ISSUES IDENTIFIED DURING PROJECT REVIEW:REQUESTS FOR PREPARATORY 

FUNDING FOR HFC PHASE-DOWN PLANS AND DEMONSTRATION PILOT PROJECTS INCLUDED IN THE 

WORK PROGRAMME AMENDMENTS OF ONE IMPLEMENTING AGENCY 

1. 執行委員会（ExCom）は第 85 回会合のために、事務局に対して以下の作成を要求することを 

    決定した。 

(a) 第 5 条締約国向けに、包括的戦略及び消費量の現状維持及び 10％削減を達成するためのステー

ジ 1 を含んだ、HFC の段階的削減計画（HPMP）策定のためのガイドライン草案を、決定 56/16 で

定義されたセクターを含め、HCFC の段階的削減計画のプロジェクト準備のためのガイドライン作成

時の教訓を考慮に入れて、以下の理解に基づき作成すること。: 

(i) ガイドライン草案は、長期にわたって持続する HFC 消費の増加の制限または削減を確実

にするための第 5 条締約国側の方針及びコミットメントの必要性を取り上げること。 

(ii) ガイドライン草案には、HFC 段階的削減計画のステージ 1 の準備のための資金供与の水

準についての提案を含めること。  

(iii) HFC 段階的削減計画のステージ 1 の準備のための資金供与要請は、上記(a)項 のガイド

ライン草案を執行委員会が承認した後に検討されること。 

(b) 第 5 条締約国の、長期にわたって持続する HFC 消費の増加の制限または削減を確実にするため

の HFC 段階的削減計画のステージ 1 に組み込まれる潜在的な戦略、政策措置及びコミットメントな

らびにプロジェクト及び活動について説明している文書を、適切な場合には HCFC 段階的削減活

動と HFC 段階的削減活動の並行実施または一体化しての実施を考慮に入れて作成すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(b) Bilateral cooperation; 

 特記事項なし 

(c) Amendments to work programmes: 

 特記事項なし 

(i) UNDP’s work programme amendments for 2019; 
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(ii) UNEP’s work programme amendments for 2019; 

(iii) UNIDO’s work programme amendments for 2019; 

(iv) World Bank’s work programme amendments for 2019; 

(d) UNEP’s Compliance Assistance Programme budget for 2020; 

 特記事項なし 

(e) 2020 core unit costs for UNDP, UNIDO and the World Bank; 

 特記事項なし 

(f) Investment projects. 

 エジプト及び中国の投資プロジェクトについて、関心国及び事務局での議論が行われ、下記の CRP

が採択された。 

 

CRP10：Investment projects: Stage II of the HPMP for China 

執行委員会は以下を決定した。 

(a) 第 77 回会合で承認された中国の HCFC 段階的削減計画（HPMP）に関連して、 

(i) 関係二国間機関及び実施機関に対して、中国政府に代わって、ポリウレタン（PU）フォー

ム、押出ポリスチレン（XPS）、産業用及び商業用冷凍（ICR）ならびに溶剤セクターの

HPMP ステージ 2 の計画についての 2020 年の資金供与要求を第 85 回会合に提出する

ことを要求すること。 

(ii) 第 79 回会合で承認された中国政府と執行委員会の間での HPMP ステージ 2 に関する合

意について、行 1.2 の修正後の HCFC の最大許容総消費量ならびに行 3.1、3.2 及び

3.3 の修正後総資金供与額、ならびにセクター別の資金供与及び支援コストを反映した修

正後付表 2-A「目標値及び資金供与」を本書の附属書 XXX に掲載されているとおりに承

認すること。 

(iii) 遅くとも第 86 回会合の 8 週間前に、関連活動と選択した技術に関する情報、ならびに、

ルームエアコン（RAC）、ICR 及び冷凍・空調サービスのセクターのステージ 2 及び初期活

動を 2026 年まで延長した関連資金供与トランシェ、そして RAC 及び ICR セクターの計画

については行 1.3.1 及び 1.3.4 に示されている最大許容セクター消費水準を含んだ修正

後のアクションプランを、関係二国間機関及び実施機関を通じて提出することを中国政府

に要求すること。 

(iv) また、第 86 回会合において、(1) 上記第(a)(iii)項の情報を反映し、2021 年から 2026 年に

おける HCFC の最大許容総消費量を明示して付表 2-A の行 1.2 について、(2) 付表 2-

A の行 2.2.1 から 2.2.4、2.3.1 から 2.3.2 及び 2.6.1 から 2.6.2 の XPS、PU フォーム及び

溶剤セクターそれぞれの 2021 年から 2026 年の資金供与トランシェについて、そして(3) 

上記第(a)(iii)項の情報を反映し、付表 2-A の行 4.1.1 から 4.6.3 にトン数について、付表

2-A の修正案を関係二国間機関及び実施機関を通じて提出することを中国政府に要求

すること。 

(v) さらに、中国政府に対して、承認された XPS、PU フォーム及び溶剤セクターの計画につい

て本決定を反映した必要な修正に関する情報のアップデートを要求すること。 

(vi) 上記第(a)(ii)項で言及した修正後付表 A-2 に従い、冷凍・空調サービス・セクター及び初

期活動について、1,000,000 米ドル及び国連環境計画（UNEP）の機関支援コスト 120,000

米ドルを承認すること。 

(vii) 国連開発計画（UNDP）に対して、HPMP のステージ 2 全体の主要実施機関として、中国

政府に代わって、第 86 回会合に、第 84 回会合で承認された関連する結果または上記第

(a)(iii)項及び第(a)(iv)項、ならびに第 86 回会合に提出される RAC、ICR、冷凍・空調サー

ビス・セクター及び初期活動の修正後アクションプランのみを反映して、中国政府と執行委

員会の間の修正協定案を提出することを要求すること。 

(b) 世界銀行に対して、中国政府に代わって、中国の HCFC 生産の段階的削減計画（HPMP）の修正

案を第 86 回会合に提出することを要求すること。  

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

 

CRP13：Investment projects: Egypt HPMP (Stage II, second tranche) 

執行委員会は以下を決定した。 
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CRP13：Investment projects: Egypt HPMP (Stage II, second tranche) 

(a) エジプトの HCFC 段階的削減計画（HPMP）のステージ 2 の最初のトランシェの実施に関する進捗

報告に留意すること。  

(b) El-Araby、Fresh、Miraco、Power 及び Unionaire の HCFC-22 から HFC-32 への転換のため、そし

て住宅用空調（AC）機器の製造に使用される R-454B 技術が利用可能となった後に企業が当該技

術に転換することを決定した場合のためのプロジェクトについて、10,926,623 米ドル及び国連工業

開発機関（UNIDO）の支援コスト 764,864 米ドルを承認すること。 

(c) 資金供与適格の残りの HCFC 消費量から 65.44ODP トンを減額すること。 

(d) エジプト政府の 2025 年 1 月 1 日までに 70%という削減目標に対するコミットメントは、持続レベル

115.54ODP トンに相当する旨に留意すること。 

(e) 以下に留意すること。 

(i) 以下に対するエジプト政府のコミットメント： 

a 2023 年 1 月 1 日までに、HCFC-22 を使用する住宅用 AC 機器の輸入及び製造を禁止

する。 

b 現地市場に輸入または投入される R-410A 及び R-407C を使用する住宅用 AC 機器に

対する全面規制を確実にする。  

c HFC-32 技術に加えて、R-454B 技術が利用可能になった後に企業がその利用を決定し

た場合にはこの技術の現地市場での採用を確実にする。 

d 2021 年の第 3 トランシェの提出の一環として、計画または導入された規制措置の最新情

報、及び企業が現地市場向けに HFC-32 またはそれよりも GWP が低い代替物質の使

用機器のみを製造する予定表を提示する。  

(ii) El-Araby、Fresh、Miraco、Power 及び Unionaire による、合意された技術を使用した空調

機器に対する市場の受入促進策に積極的に参加し、企業は引き続き R-410A を使用する

機器を輸出することが可能であるという理解に基づいて、企業の現地市場向け機器の製

造が、合意された技術またはそれよりも低い GWP の技術を使用した機器のみになるまで、

R-410A を使用する機器の現地市場向けの製造を漸減させることを確実にする旨のコミット

メント。 

(iii) El-Araby、Fresh、Miraco、Power 及び Unionaire は、キガリ改正に基づく住宅用空調にお

ける HFC の段階的削減のための多数国間基金（MLF）からの資金供与に対して今後不

適格となる。 

(iv) 事務局は、エジプト政府と執行委員会（ExCom）との間の協定に関して、上記第(b)項で言

及しているプロジェクト案の承認及び上記第(c)項で言及されている HCFC トン数の削減に

基づいて付表 2-A を修正し、第 1 項における規制下の使用量を 115.54ODP トンに修正

し、第 17 項を追加して、本文書の附属書 II に記載されているように、修正された協定は第

79 回会合で合意された協定に取って代わる旨を示した。 

(f) エジプトの HPMP ステージ 2 の第 2 トランシェ、及び対応する 2019 年から 2022 年トランシェの実施

計画について、4,668,214 米ドルに加えて UNIDO の機関支援コスト 326,775 米ドル、国連開発計画

（UNDP）の機関支援コスト 1,836,750、国連環境計画（UNEP）の機関支援コスト 33,394 米ドルならび

にドイツ政府の 207,300 米ドル及び機関支援コスト 26,949 米ドルで構成される 7,507,454 米ドルを

承認すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 
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議題10. Report on end-user incentive schemes funded under approved HCFC phase-out management plans 

(decision 82/54). 

 下記の CRP が採択された。その他特記事項なし。 

CRP12：Report on end-user incentive schemes funded under approved HCFC phase-out management plans 

執行委員会は以下を行う。 

(a) 承認された HCFC 段階的削減計画（HPMP）に基づき資金拠出されたエンドユーザーに対するイン

センティブ制度（決定 82/54）の報告に関する国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63

に留意すること。  

(b) HPMP の現行または将来のステージの下で、地球温暖化係数（GWP）がゼロまたは低い代替物資へ

の移行及び規制物質の使用の削減のためのエンドユーザー向けの期間限定かつ一回限りのデモ

ンストレーション及び試験プロジェクトを実行し、こうした活動において個々の場合に応じて低消費国

（LVC）を優先することを検討すること。エンドユーザー向けのデモンストレーション及び試験プロジェ

クトに着手する前に、決定 28/44 で採択された商業用冷凍セクターにおけるエンドユーザーの転換

についてのガイドラインに沿って、以下の状況が整備されていなければならないことを考慮する。 

(i) HCFC 及び HCFC に基づいた機器の生産及び輸入に対する規制が整備されており、実

効的に執行され、新たな HCFC コンポーネントの設置が制限されている。  

(ii) 当該国で残っている主要な消費は、冷凍・空調機器のサービス向けである。  

(iii) すべての残っている消費の状況に関する包括的なデータが算定され、執行委員会に提供

されている。 

(iv) 他に当該国が HCFC 規制義務を満たすことを可能にする活動は考えられず、また代替冷

媒との比較において HCFC の相対的消費者価格が、少なくとも 9 ヶ月間は高くなってお

り、上昇の継続が予想される。  

(c) 二国間機関及び実施機関に対し、上記第(b)項で示されたエンドユーザー向けのデモンストレーショ

ン及び試験プロジェクトを策定し、提案する際には、以下を要求すること。 

(i) 当該国が新しい技術及び実務の導入及び拡大を支援し、維持するためにどのように国内

政策枠組みを実施するかに関する情報を提供すること。 

(ii) プログラムが実施された結果として、そして規制物質が段階的に削減され、代替冷媒が段

階的に導入される結果として、移行に関心を示す可能性のある当該国または当該地域に

おける企業数に関する情報を提供すること。  

(iii) 現地の市場の状況に照らして提案される代替技術または実務の予想拡張性を推定する手

法を解説し、提供すること。  

(iv) 関係ステークホルダーの理解を支援するために、プロジェクトの結果を多数国基金の資源

を使用することなく関係ステークホルダーに伝達するための計画を含めること。  

(v) プロジェクトが規制物質の段階的削減を加速させる可能性がある場合、冷凍・空調への適

用を優先させること。 

(vi) かかるプロジェクトの恩恵を活用する実現条件の早期導入を確実にするために、段階的ア

プローチを採用すること。 

(vii) これらのプロジェクトがどのように実施され、提案された代替技術をコスト効率の高い方法

で採用するための教育訓練、キャパシティビルディング及び技術支援などの他の HPMP

活動と連動させるかを説明すること。 

(viii) インセンティブ制度に参加しているすべての受益エンドユーザーによる共同資金拠出の水

準の見積りを提供すること、そしてこれらのエンドユーザーが提案された技術の採用を促

進するために実施する措置を説明すること。 

(ix) 当該国が HCFC 使用の冷凍・空調機器から可燃性または毒性のある冷媒及び関連する

サービス用への改造を行う場合に、当該国がそれに伴う責任とすべてのリスクを負う旨、そ

して機器の改造は決定 72/17 及び 73/34 に従って関連する基準及び協定に従って行わ

れるべきである旨を理解して改造を行うことを確実にすること。 

(d) 事務局が将来のプロジェクトに資するためのファクトシートを作成することを可能にするために、二国

間機関及び実施機関に対して、既存及び将来のプロジェクトの完了後に、その結果に関する詳細な

報告書の提出を要求すること。  

(e) デモンストレーション及び試験プロジェクトの有効性を再評価するために、国連環境計画文書

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63 に含まれる報告書を、これらのプロジェクトの最新の結果、コスト効

率の分析、本会合での決定がかかるプロジェクトにどのように影響したかの説明、及びその他の所見

を含めて、2023 年の最初の会合でアップデートすることを要求すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 
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議題11. Overview of current monitoring, reporting, verification and enforceable licensing and quota systems 

developed with support from the Multilateral Fund (decision 83/60(c)). 

 特記事項なし。 

議題12. Analysis of the implications of parallel or integrated implementation of HCFC phase-out and HFC 

phase-down activities (decision 81/69). 

 特記事項なし。 

 

議題13. Matters related to the Kigali Amendment to the Montreal Protocol: 

(a) Development of the cost guidelines for the phase-down of HFCs in Article 5 countries: Draft criteria 

for funding (decision 83/65(c) and (d)); 

 コストガイドライン、エネルギー効率、HFC-23 副生成物のそれぞれに関するコンタクトグループが設置さ

れ議論が継続された。累計削減量のスターティングポイント設定方法や増加費用、安全性に係るキャパ

シティビルディング、廃棄等の論点について議論が行われ、その成果として下記の CRP が採択された。 

CRP7：DEVELOPMENT OF THE COST GUIDELINES FOR THE PHASE-DOWN OF HFCs IN ARTICLE 5 

COUNTRIES: DRAFT CRITERIA FOR FUNDING (DECISION 83/65(c) AND (d)) 

執行委員会は以下を決定した。 

(a) 事務局に対して、第 86 回会合のために、段階的に削減された規制物質及び段階的に導入された代替物質を含

む関連製造セクター及びサブセクターにおけるすべての承認された投資プロジェクトの増分資本コスト（ICC）、増

分運営コスト（IOC）及びその期間、ならびにそのコスト効率の分析及び情報を、合計の情報を含めて表形式で提

供する文書の作成を要求すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

CRP14：DEVELOPMENT OF THE COST GUIDELINES FOR THE PHASE-DOWN OF HFCs IN ARTICLE 5 

COUNTRIES: DRAFT CRITERIA FOR FUNDING (DECISION 83/65(c) AND (d)) 

執行委員会（ExCom）は事務局に対し、第 85 回会合のために、執行委員会（ExCom）が以下を考慮に入れて、決定

XXVIII/2 第 24 項を実施に移すためのベストプラクティスと方法を記載した統合報告書の作成を要求することを決定し

た。 

(a) 国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 に含まれる ODS の廃棄及び破壊に関する試験的デモ・プロ

ジェクトの評価に関する最終報告、ならびに UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 に含まれる ODS 廃棄プロジェクトに

関する統合報告書。 

(b) HCFC 段階的削減計画（HPMP）において実施されたその他の関連プロジェクト。 

(c) 使用済または不要な規制物質の貯蔵量のコスト効率の高い管理方法を確立するために使用され得る既存のイン

フラストラクチャー及び政策からの教訓。 

(d) 外部資金調達の機会ならびに既存の廃棄計画及び協力関係。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(b) Energy efficiency: 

(i) Paper on ways to operationalize paragraph 16 of decision XXVIII/2 and paragraph 2 of 

decision XXX/5 of the Parties (decision 83/62); 

 前回会合の決定（88/63）に基づき、サービス・セクターにおいておけるエネルギー効率の問題

について議論が継続された。 

 コンタクトグループでは、中国（インド）及びバーレーン、アルゼンチン等の５条国から、低/ゼロ

GWP 技術の導入の必要性について繰り返し言及され、デモンストレーション・プロジェクトの実

施が要請された。また、エネルギー効率の維持に必要な条件として制度強化、技術者訓練及

び認証制度等についても言及された。 

 コンタクトグループの成果として下記の CRP が提出された。 
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CRP4：PAPER ON WAYS TO OPERATIONALIZE PARAGRAPH 16 OF DECISION XXVIII/2 AND PARAGRAPH 2 

OF DECISION XXX/5 OF THE PARTIES (DECISION 83/62) 

1. 執行委員会は以下を決定した。 

(a) 国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40 に含まれる、締約国会合決定 XXVIII/2 第 16

項及び XXX/5 第 2 項（決定 82/83(c)）を実施可能にする方法に関するペーパーに留意すること。 

(b) 既存及び将来の低消費国（LVC）向け HCFC 段階的削減計画（HPMP）において、地球温暖化係数

（GWP）が低いまたはゼロの HCFC の代替品を導入する際に必要な場合、及び冷凍サービス・セク

ターでエネルギー効率を維持するために必要な場合、以下の追加的活動を含めることを検討するこ

と。 

(i) 主として、市場での受け入れに関連した課題に対処するための代替的低 GWP 技術を使

用した、エネルギー効率の高い低容量の冷凍、空調及びヒートポンプ（RACHP）機器に関

連した、エンドユーザーのために考案され、エンドユーザーを対象とした試験プロジェクト。 

 

(ii) RACHP 機器の評価、据付、保守及び修理期間中における、可燃性、毒性及び圧力に関

連した異なった運転上の性格を持つ冷媒に対処する際の安全性への配慮を含む、優良

事例及びエネルギー効率に関連した要素を強化してのトレーニング資料の最新化。 

(iii) 冷却及びエネルギー効率計画の策定において、低 GWP 冷媒の適切な考察を行うための

オゾン担当部署と関係当局及び機関との間の調整・協力。特に最低エネルギー消費効率

基準（MEPS）ならびに、適宜、ラベリング及びテストプログラム、RACHP 機器の規格を含

む。 

(iv) 技術者に対する能力ベースの認定制度の策定及び実施、ならびにエネルギー効率及び

安全性に関するシステムを含むかかるシステムについての国家の制度の強化。 

(v) MEPS 及びラベリング・システムの導入、技術者認定制度の義務付け、ならびに GWP が低

いまたはゼロの冷媒で運転するエネルギー効率の高い RACHP 機器の導入の促進のため

の認知拡大及びアウトリーチ・プログラム。 

(c) 上記(b)項で特定された活動に対して、第 5 条締約国が、GWP が低いまたはゼロの HCFC 代替品

の導入に関連したプロジェクト実施において発生する可能性のある特定の資金需要に対処するた

め、及び冷凍サービス・セクターにおけるエネルギー効率維持のための追加資金の使用について柔

軟性を有することの理解に基づき、以下の資金供与を必要に応じて提供すること。 

消費量（mt）* 追加資金供与（米ドル）** 

0-15  

15-40  

40-80  

80-120  

120-160  

160-200  

200-320  

320-360  

* 冷凍サービス部門における HCFC ベースライン消費量の水準 

** 消費量水準別については、未定 

(d) 二国間機関及び実施機関に対し、HPMP トランシェに係る要求を提出する際に、上記(b)項で言及し

た活動に伴う当該トランシェの実施計画、具体的な措置、実績指標及び資金供与に加えて、前回の

資金供与トランシェの下でのそれらの活動の実施に関する進捗報告を含めることを要求すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(ii) Paper on information on relevant funds and financial institutions mobilizing resources for 

energy efficiency that may be utilized when phasing down HFCs (decision 83/63); 

 本議題では、HFC 削減時のエネルギー効率の維持・向上に関連して、追加的な資金提供の

求め先となる資金制度を特定するため、MLF 以外の環境保護のための資金制度に関する情

報について報告された。 

 コンタクトグループの成果として下記の CRP が提出された。 

CRP3：PAPER ON INFORMATION ON RELEVANT FUNDS AND FINANCIAL INSTITUTIONS MOBILIZING 

RESOURCES FOR ENERGY EFFICIENCY THAT MAY BE UTILIZED WHEN PHASING DOWN HFCs (DECISION 

83/63) 

1. 執行委員会は第 85 回会合のために、事務局に対して以下の作成を要求することを決定した。 
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CRP3：PAPER ON INFORMATION ON RELEVANT FUNDS AND FINANCIAL INSTITUTIONS MOBILIZING 

RESOURCES FOR ENERGY EFFICIENCY THAT MAY BE UTILIZED WHEN PHASING DOWN HFCs (DECISION 

83/63) 

(a) 第 5 条締約国向けに、包括的戦略及び消費量の現状維持及び 10％削減を達成するためのステー

ジ 1 を含んだ、HFC の段階的削減計画策定のためのガイドライン草案を、決定 56/16 で定義され

たセクターを含め、HCFC の段階的削減計画のプロジェクト準備のためのガイドライン作成時の教訓

を考慮に入れて、以下の理解に基づき作成すること。: 

(i) ガイドライン草案は、長期にわたって持続する HFC 消費の増加の制限または削減を確実

にするための第 5 条締約国側の方針及びコミットメントの必要性を取り上げること。 

(ii) ガイドライン草案には、HFC 段階的削減計画のステージ 1 の準備のための資金供与の水

準についての提案を含めること。  

(iii) HFC 段階的削減計画のステージ 1 の準備のための資金供与要請は、上記(a)項 のガイド

ライン草案を執行委員会が承認した後に検討されること。 

(b) 第 5 条締約国の、長期にわたって持続する HFC 消費の増加の制限または削減を確実にするため

の HFC 段階的削減計画のステージ 1 に組み込まれる潜在的な戦略、政策措置及びコミットメントな

らびにプロジェクト及び活動について説明している文書を、適切な場合には HCFC 段階的削減活

動と HFC 段階的削減活動の並行実施または一体化しての実施を考慮に入れて作成すること。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

(iii) Summary of the report by the Technology and Economic Assessment Panel on matters related 

to energy efficiency with regard to the issues identified in decision 82/83(e) 

(decision 83/64); 

 特記事項なし。 

(c) Key aspects related to HFC-23 by-product control technologies (decisions 83/66 and 83/67). 

 本議題では HFC23 の管理プロジェクトとして提案されているアルゼンチン及びメキシコの両プロジェクト

の政策課題について第 83 回に引き続き議論が交わされた。また、本議題を協議するためにコンタクトグ

ループが設置された。 

 コンタクトグループでは、破壊方法のオプションとしてオンサイトによる破壊、オフサイトによる破壊及びそ

のメリット・デメリット、HFC23 が発生しない管理方法、CDM メカニズムを利用した場合の収益の位置付け

等について議論が交わされたものの、結論には至らず、本会合でのデジジョンの提出は見送られ、引き

続きアルゼンチンプロジェクト及びその分析が第 86 回 ExCom まで継続されることとなった。 

 

議題14. Draft operational policy on gender mainstreaming for Multilateral Fund-supported projects (decision 

83/68(c)). 

 特記事項なし。下記の CRP が採択された。 

CRP6：Draft operational policy on gender mainstreaming for Multilateral Fund-supported projects 

1. 執行委員会（ExCom）は以下を決定した。 

(a) 国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73 に含まれる、多数国基金が支援するプロジェクトのジェン

ダー主流化に関する運営方針の草案に留意すること。 

(b) 本決定に付属する、多数国基金が支援するプロジェクトのジェンダー主流化に関する運営方針を承認するこ

と。 

(c) 多数国基金が支援するプロジェクトにおけるジェンダー主流化の重要性を認めること。 

(d) 二国間機関及び実施機関に対して以下を要求すること。 

(i) 上記第(b)項で言及されたジェンダー主流化に関する運営方針を、第 85 回会合での審議に提議さ

れるプロジェクトよりプロジェクト・サイクル全体にわたって適用すること。 

(ii) 第 85 回会合より前に承認された進行中のプロジェクトの報告書において、入手可能な場合は、ジェ

ンダー関連情報を提供すること。 

(e) 事務局に対して、上記第(b)項で言及したジェンダー主流化に関する運営方針の実施をレビューし、第 89 回

執行委員会（ExCom）会合での審議のための報告書を作成するよう要求すること。 

 

附属書 
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多数国間基金（MLF）が支援するプロジェクトのジェンダー主流化に関する運営方針 

 

前書き 

1. ジェンダー主流化は 1997 年に国際連合経済社会理事会によって「法令、政策または計画を含むすべての分

野のすべてのレベルでの取組みが男女差に及ぼし得る影響を評価するプロセス。それは男女が平等に恩恵

を受け不平等が永続しないように、すべての政治的、経済的及び社会的領域における政策及びプログラムの

策定、実施、モニタリング及び評価の側面に、女性のみならず男性の関心事及び経験を統合させる戦略であ

る。最終的な目的はジェンダー平等の達成である。」として定義されている旨に留意する。 

2. 多数国間基金（MLF）の下で資金供与されているプロジェクトが二国間機関及び実施機関を通じて実施され、

これらの機関が独自のジェンダー方針を有していることを考慮し、本方針は、既存のジェンダー方針が、多数

国間基金が支援するプロジェクトであることに照らして組織的に実施されることを確実にすることを目的としてい

る。  

3. 本方針の実施は、執行委員会（EｘCom）、多数国間基金（MLF）事務局、二国間機関及び実施機関、ならび

に第 5 条締約国のオゾン担当部署の共同責任である。 

目的 

4. 多数国間基金（MLF）が支援するプロジェクトのジェンダー主流化に関するこの運営方針は、ジェンダーの平

等及び女性の権限拡大に貢献することに努める。 

基本理念 

5. 執行委員会が定める戦略、方針、手続き、ガイドライン及び基準は、ジェンダーの平等及び女性の権限拡大を

支援するべきであり、二国間機関及び実施機関のジェンダー方針に従って策定されるべきである。 

6. 多数国間基金（MLF）が支援するプロジェクトの策定及び実施においては、ジェンダーに配慮したアプローチ

が適用されるべきである。 

7. 二国間機関及び実施機関の既存のジェンダー方針及びこれらの方針を実施した経験を利用して、これらの機

関が実施するすべての多数国間基金（MLF）支援プロジェクトにおけるジェンダーの平等及び女性の権限拡

大を推進するためのエントリー・ポイントを特定することができる。 

行動のための重要分野 

分野 1： 多数国間基金（MLF）のレビュー／承認プロセスならびに報告、モニタリング及び評価システムにおいてジェ

ンダー主流化を促進するための開発ツールで、男女別のデータの収集に基づいたジェンダー主流化の活動及び結果

の追跡及び報告、ならびに、可能な場合はプロジェクト・サイクル中の、ジェンダーの平等及び女性の権限拡大に関連

したあらゆる観察結果及びジェンダーに及ぼす影響の報告を含む。 

分野 2： 第 5 条締約国の規制物質の段階的削減のために策定されたすべてのプロジェクトのプロジェクト・サイクル

のすべての段階におけるジェンダーの平等及び女性の権限拡大の組織的な検討及び対処。 

分野 3： ジェンダー主流化を促進するための、二国間機関及び実施機関のパートナーならびに第 5 条締約国のキャ

パシティビルディングの達成、ならびに多数国間基金が資金供与するすべてのプロジェクトにおいてジェンダーの平等

及び女性の権限拡大を推進するための、特定された戦略的エントリー・ポイントの有効利用。  

方針の実施状況の評価 

8. 本方針の実施は、重要分野における、適宜二国間機関及び実施機関が年次進捗報告において提供する数

量的情報や説明的事例などの進捗と指標に基づいて評価することができる。 

レビューReview  

9. 本方針はレビューされ、執行委員会（ExCom）が必要と判断した場合には修正されるべきである。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題15. Report of the Sub-group on the Production Sector. 

 関心国での議論が行われ、下記の文書が採択された。 

SGPS：Report of the Sub-Group on the Production Sector 

前書き 

1. 第 83 回執行委員会（ExCom）会合で再構成された生産部門のサブグループは、第 84 回会合の際に 3 回の

会合を行った。サブグループは、アルゼンチン、カナダ、中国、フランス、グレナダ、ニジェール、ノルウェー及

びアメリカ合衆国からの代表者で構成され、カナダ代表が進行役を務め、世界銀行の代表者もオブザーバー

として出席した。 

2. 進行役は、生産部門に関する文書の発行後に、追加情報が事務局に提供された旨に言及した。この情報の

一部はサブグループに口頭で伝えることが可能であるものであったが、事務局はサブグループによって審議さ

れるべき情報をさらに明確化するために、国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/3 の付録も作

成した。進行役は事務局に対して当該付録の発行を要求することに対するサブグループの同意を求めた。  

3. 数名のメンバーは、サブグループの審議に関連するすべての情報は、適時に発行されるべきである旨の発言

を行った。メンバーの一人は実施機関及び実施国が文書の発行期限に従って事務局に関連情報を提供する

ことによって、適時の発行を支援することを奨励した。 
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4. サブグループは、国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/3 の付録を受け入れ、議題 4 で審議

することに同意した。 

議題 1： 議題の採択 

5. サブグループは、国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/1 に示されたとおりに暫定議題を採

択した。 

議題 2： 作業構成 

6. サブグループは、進行役が提案した作業構成に従うことに同意した。 

議題 3： ODS 生産の段階的削減の検証に使用されるガイドラインと標準様式の草案（決定 83/70(b)） 

7. 事務局が国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/2 を発表した。事務局は、決定 83/70(b)(v)で

要求されているように、垂直統合されたラインについて操業記録を保持することを目的に、これらの記録が検

証チームまたは関係政府のレビューのために保持されるべきかについて、事務局が執行委員会のガイダンス

を求めた旨に言及した。これらの保持された記録に関して提案された文言は、サブグループにおける審議の

ために、修正後のガイドラインにおいて大括弧で表示される。  

8. 事務局はまた、議題 4 で詳細に討議されるように、複数のラインが設置されている原材料生産ラインの検証の

ために、低消費国における消費セクターと同様のアプローチに従うべきかどうかを検討する利点がある可能性

がある旨に言及した。例えば、事務局は毎年無作為にそのような原材料生産ラインを 1 ライン選択し、その後

の検証報告に含め、その目的のために追加資金拠出（将来決定する）を配分することができる。その原材料生

産ラインの選択は、当該ラインが垂直統合されているか否かとは無関係に行われる。  

9. この件を討議する時間が不足していたため、生産部門のサブグループは、執行委員会に、ODS 生産の段階

的削減の検証に使用されるガイドラインと標準様式の草案の審議を、今後の執行委員会会合に延期すること

を勧告した。 

議題 4： 中国の HCFC 生産部門  

(a) HCFC セクターの 2018 年度検証報告書 

10. 事務局が国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/3 を発表した。 

11. 事務局は、原材料生産の 4 生産者で新たに設置された 5 ラインは、HCFC を原材料として使用する後工程に

おける生産と垂直統合されている旨を報告した。しかし、HCFC-142b の生産ライン 1 ラインは、貯蔵タンク及

び包装工程とパイプラインで接続されている。このラインで生産された HCFC-142b で規制対象使用のための

出力先変更がないことを検証するために、2020 年に実施される 2019 年度の検証にこの生産ラインを含めるこ

とが提案された。 

12. 事務局はまた、Shangdong China Fluoro Technology Co. Ltd における HCFC-22 ライン及び Zhejiang 

Sanhuan における HCFC-142b ラインにおける主要な機器の破壊を報告した。検証報告には、2010 年より後

に設置されたすべての HCFC-22 原料生産ラインから発生した HFC-23 副産物の管理に関する国家情報が

含まれている。2018 年に総合設備を含む HCFC-22 の全生産工場から発生した HFC-23 の 99.8%は、焼却

または回収・貯蔵・売却され、0.22%は放出された。HFC-23 副産物の平均発生率は、生産された HCFC-22

の 2.31%であった。 

13. 事務局は、世界銀行が 2 つの生産者で 3 ラインの HCFC-142b 原材料生産ラインが新規に設置された旨を

報告していると述べた。2020 年に実施される 2019 年度の検証において、1 回限りで、これらの 3 ラインが後工

程と垂直的に統合され、生産されたすべての HCFC-142b が原材料使用に向けられていることを確実にする

ために、これらの新ラインを検証することが提案された。 

14. 事務局はまた、決定 71/50(c)で要求されたように、2014 年の CFC-11/CFC-12 の生産の検証を報告し、その

年の CFC 生産が締約国によって承認された限度以内であったことを確認した。  

15. 最後に、事務局は生産部門の文書が発行された後に、1 件の原材料生産者についての情報を受け取った旨

を報告した。従来の慣行に従い、Suqian Kaier での原材料生産ラインの検証を 2020 年に実施される 2019 年

度の検証に含め、当該ラインが HCFC-22 を原材料として使用する後工程と垂直的に統合されていることを確

認することが提案された。加えて、世界銀行は決定 82/87(b)(iii)に沿って、この企業の HFC-23 副産物管理に

関する情報を収集する。 

16. その発表を受けて、メンバーの一人が本議題での勧告は、中国における HCFC 生産部門の 2018 年の検証

報告のみに留意する必要があり、2020 年に実施される 2019 年度の検証手続きは考慮に入れる必要はない

旨を発言した。  

17. メンバーの一人は、2018 年度の検証プロセス及び 2019 年度の検証案のための資金の源泉に関する情報を

要求した。世界銀行からの出席者は、2018 年度の検証のコストは実施された活動の実施機関として世界銀行

に提供された支援コストから支出され、2018 年の第 81 回会合で執行委員会の承認を受けた 23 百万米ドル

を使用した旨を述べた。  

18. そのメンバーは、2018 年及び 2019 年における検証のための適切な資金の源泉に関するガイダンスを提供す

るために、これらの供与された資金が 2018 年度及び 2019 年度にわたって段階的削減活動にどのように配分

されたかについてさらなる説明を求めた。世界銀行からの出席者は、資金供与された 23 百万米ドルは、この

資金供与が承認されたのが 2018 年 6 月であったにもかかわらず、中国が 2018 年の削減目標達成に役立て

るために使用された旨を説明した。中国は 2018 年の目標を達成するために入札プロセスを採用したが、特に

1 社による生産中止及び生産設備の除却に関して、この課題が環境に関して健全な方法で実施されることを
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確実にするための監督が必要であり、2019 年にも依然として作業の遂行が必要となる。通常の手続きでは、

生産部門のプロジェクトを年次ベースで承認し、各資金供与トランシェについては 1 回限りの検証が実施され

るため、この状況は例外的である。  

19. そのメンバーは、国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/3 の中で勧告されている検証で、

2018 年度に検証されるべきであったものはあるかを質問した。事務局が、原材料生産者として Suqian Kaier

の設備が 2018 年度の検証報告に含められるべきであった旨を答えた。そのメンバーは、2018 年度に検証さ

れるべきであった生産設備が同年度における検証を怠ったため、中国における HCFC 生産部門の 2018 年

度の検証報告に留意することに難色を示した。 

20. 討議の結果、生産部門のサブグループは執行委員会に以下を勧告する。 

a. 中国における HCFC 生産部門の 2018 年度の検証報告に留意すること。  

b. 世界銀行に対して、Suqian Kaier の HCFC-22 生産ラインが後工程の設備での生産と垂直的に統

合されていた旨の一回限りの検証を含めた修正後の検証報告を第 85 回会合に提出するよう要求

すること。 

 (b) 中国における HCFC 原材料適用の調査に関する予備的文書（決定 83/71(c)） 

21. この件について討議する時間が不足したため、生産部門のサブグループは、執行委員会が中国における

HCFC 原材料適用の調査に関する予備的文書の審議を執行委員会の今後の会合に延期することを勧告す

る。 

 (c) HCFC 生産段階的削減計画（HPMP）のステージ 2（決定 81/71、82/89 及び 83/72） 

22. 事務局は国連環境計画文書 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/SGP/5 を発表した。 

23. 事務局は、中国の HCFC 生産段階的削減計画（HPMP）は執行委員会の第 79 回、第 80 回及び第 81 回会

合で議論された旨を述べた。第 81 回会合で、執行委員会（ExCom）は、協定において他の関連した事項が十

分に対処されていないため、HPPMP のステージ 2 を承認することはできない旨を確認した（決定

81/71(a)(iii)。執行委員会（ExCom）はまた、迅速な資金供与を行うことは、中国政府がモントリオール議定書の

下での 2020 年の義務の遵守に向かう行動を支援することを確認し、例外的に、中国の 2018 年の HCFC の

生産の最大限許容可能な水準は 22,742ODP トンである旨の理解に基づき、23 百万米ドルの資金供与を承

認した。  

24. 世界銀行は、執行委員会の第 82 回会合に説明書を提出し、第 81 回会合でサブグループが提起した事項に

対処するための提案の変更を概説した。サブグループは CFC-11 の全世界的な不法排出の問題が未解決で

あったため、この説明書についての討議を行わなかった。第 83 回会合に提出されたものには、この説明書で

提案されたすべての変更が含まれていた。以下が提案された。  

a. 逸失利益は 2010 年の逸失利益率を使用して算出する。 

b. ステージ 1 の未使用残高を含め、残りの利用可能な資金供与額は、物質別に比例配分され、段階

的削減期間全体にわたって等分される。  

c. 2026 年までに HCFC-141b を完全に廃止し、HCFC-22、HCFC142b、HCFC-123 及び HCFC-124

を 2030 年までに段階的に削減し、HCFC-22 の生産の 2.5%がサービス向けに残る。  

d. ステージ 2 が 2018 年から 2021 年までに短縮、ステージ 3 が 2022 年から 2025 年まで、ステージ 4

が 2026 年から 2029 年まで、ステージ 5 が 2030 年から 2040 年まで。  

e. 技術支援予算 2,175,000 米ドル（資金供与要求総額の 2.26%）そして資金供与要求総額の 5%のプ

ロジェクト管理ユニット（PMU）予算。 

25. 第 84 回会合に提出された提案は第 83 回会合に提出された提案と概ね同一であり、少額の修正は、

Changshu 3F からの罰金の返金 133,146 米ドル及び決定 82/88(d)に沿った HPPMP のステージ 1 の残額の

中国からの返金を反映している。資金供与要求総額は 74,260,000 米ドルで、2019 年、2020 年及び 2021 年

の各年に 24,753,000 米ドルずつ均等に配分されている。 

26. ステージ 2 についての世界銀行の計算に基づき、事務局は以前に執行委員会に提案したが世界銀行によっ

て適用されなかった以下の前提を適用した。  

a. HCFC-123 及び HCFC-124 からの逸失利益を含めること。 

b. 技術支援及び PMU について、ステージ 1 に沿って定額かつ減額された予算を組み込むこと。  

c. 割当量の削減及びライン閉鎖に伴って資金供与水準に差をつけないこと。  

d. ステージ 1 からの残額 3,562,553 米ドルを決定 80/80(c)(i)に従って比例計算で含めること。 

e. 2030 年から 2040 年まで PMU による段階的削減の持続性及びサービス部分の管理の監視につい

て年 400,000 米ドルの追加予算。 

27. これらの前提により、2019 年、2020 年及び 2021 年の各年の年間資金供与額は 24,196,399 米ドルとなる。 

28. 文書発行後、世界銀行は事務局に再計画化のために第 84 回会合に返金された HPPMP ステージ 1 からの

資金供与残高の正確な金額は 3,743,699 米ドルである旨を連絡した。支援コストの返金 209,647 米ドル及び

Changshu 3F からの罰金に伴う 133,146 米ドルは、再計画化のための財源には含められない。この少額の修

正に伴い、事務局はステージ 2 の資金供与総額を 72,648,837 米ドルで、2019 年、2020 年及び 2021 年の各

年 24.216,279 米ドルに修正した。  
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29. 世界銀行が 23 百万米ドルの承認額の下での活動の実施の進捗について第 83 回会合に報告したように、生

産ライン 1 ラインが閉鎖され、決定 81/71(b)(i)に従って、2019 年度の生産割当量は 22,742ODP トンに減少し

た。  

30. 最後に事務局は、2019 年 10 月 31 日に 9.2 百万米ドルが対外経済協力室（FECO）に移管された旨の報告

が世界銀行からあったが、同日までに FECO から最終受取人に支払われた資金はなかった旨を述べた。 

31.  事務局の発表に続いて、一人のメンバーが、ステージ 1 からの残額である 3,743,699 米ドルは中国の HCFC

生産の段階的削減の資金供与枠に加えられることになるが、自動的に再計画化はされない可能性があり、サ

ブグループはその金額の用途について勧告を行う必要がある旨をコメントした。そのメンバーはさらに、2018

年に承認された 23 百万ドル部分のうち最終受取人に支払われた金額、FECO と世界銀行に残っている金

額、2020 年の生産割当量を設定する手法がモントリオール議定書の規制目標を達成するという主目的の実

現をどのように確実にするかを含むいくつかの事項について明確化を求めた。このメンバーはまた、同メンバ

ーの国の代表団が進むべき方向について中国と二国間協議を行っている旨を述べた。  

32. 世界銀行からの出席者は、承認された 23 百万米ドルのうち 17,630,000 米ドルが 2018 年の生産目標を達成

するための生産割当量の削減についての 23 件の契約及び 1 件の生産ライン閉鎖契約の締結で確約され、

現時点までで 4,093,000 米ドルが FECO から受取人に支払われた旨を回答した。  

33. 事務局は、3,743,699 米ドルの残高が多数国間基金に返還され、機関支援コスト 209,647 米ドル及び

Changshu 3F からの罰金に伴う 133,146 米ドルも同様に返還された旨を付け加えた。事務局はまた、2018 年

に発動されるべきであった削減割当は、23 百万米ドルの承認が遅れたことにより、実際には 2019 年の発動さ

れた旨を説明した。1 社で削減後の割当量を超過したが、国レベルでの 2018 年の生産量全体としては、決定

81/71(b)(i)で要求された最大許容水準を下回った。 

34. 他のメンバーが 2018 年に承認された 23 百万米ドルの支出について世界銀行が提供した情報に言及し、供

与された資金の残額の予想支出及び現在確約されていない約 5.4 百万米ドルの処理の最新情報を求めた。  

35. 世界銀行からの出席者は、FECO が生産量削減について企業と交わした契約条件によると、23 百万米ドルか

らの今後の支払は、執行委員会（ExCom）が 2018 年度の検証報告を承認した後に行われる可能性があると

回答した。生産ラインの閉鎖については、一部の支払は環境評価の実施及び土地再利用計画の策定に従う。

すでに確約された 17,630,000 米ドルと資金供与全額の 23 百万米ドルとの差異は、PMU 及び技術支援活動

の支援コストに充てられる。メンバーの一人が、かなりの部分が生産量削減の契約に使用されるのではなく、

PMU 及び技術支援に配分されるようだとコメントした。 

36. サブグループはこの項目に関する勧告を検討した。HPPMP のステージ 2 が承認されるまで世界銀行が

HCFC 生産に関する検証報告を各年 2 回目の会合に提出するという提案に対して、世界銀行からの出席者

は、アクセスの制約及び検証に対する機関支援コストからの資金の制約などが障害となりうる旨を述べた。メン

バーの一人が、世界銀行は進捗報告の提出のみを要求され、検証報告の提出は要求されない旨を提案し

た。他の一人のメンバーが今回の検証報告の免除は、通常の慣行に沿って、将来における検証報告要件を

損ねる前例となるべきではないと述べた。他の一人のメンバーは、検証プロセスがプロジェクト活動を実施する

ための資金の支払に依存していると述べた。 

37. 生産部門のサブグループは、執行委員会に以下を勧告する。 

a. 決定 81/71(b)によって承認された 23 百万ドルの下での活動の実施についての進捗報告及び中国

の HCFC 生産段階的削減計画（HPMP）のステージ 2 の提出に留意すること。 

b. 世界銀行に対して、執行委員会（ExCoｍ）第 86 回会合に決定 81/71(b)による承認額 23 百万ドル

の下での実施された活動についての進捗報告を提出するよう要求すること。 

議題 5： HCFC 生産部門・ガイドライン  

38. この件について討議する時間が不足したため、生産部門のサブグループは、執行委員会（ExCoｍ）が HCFC

生産部門・ガイドラインの審議を執行委員会（ExCom）の今後の会合に延期することを勧告する。 

議題 6： その他の事項  

39. その他に提起された事項はなかった。 

議題 7： 報告書の採択 

40. 本会合の報告書は進行役によってレビューされた。 

議題 8： 閉会 

41. 生産部門のサブグループの会合は、2019 年 12 月 19 日午後 5 時 10 分に閉会となった。 

出典 オゾン事務局配布資料より NRI 訳出 

 

議題16. Other matters. 

 第 86 回会合は COP 開催期間との兼ね合いから、ウズベキスタンでの OEWG と連続して実施すること

は困難。2020 年 11 月 9 日週よりカナダ・モントリオールでの開催を検討する。 

 第 87 回会合は 2021 年 6 月 28 日から 7 月 2 日まで カナダ・モントリオールでの開催を検討する。 

議題17. Adoption of the report. 
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 特記事項なし。 

議題18. Closure of the meeting. 

 特記事項なし。 
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添付資料 

 

モントリオール議定書締約国会合（MOP）第 15 回 ANNEX III : Code of good housekeeping 

https://ozone.unep.org/meetings/fifteenth-meeting-parties-montreal-protocol/decisions/annex-iii-code-good-housekeeping 

 
Annex III : Code of good housekeeping 
 
To provide additional guidance to facility operators, in May 1992 the Technical Advisory Committee prepared a 
“Code of Good Housekeeping” as a brief outline of measures that should be considered to ensure that environmental 
releases of ozone‑depleting substances (ODS) through all media are minimized. This Code, updated by the Task 
Force on Destruction Technologies and amended by the Parties at their Fifteenth Meeting, in 2003, is also intended 
to provide a framework of practices and measures that should normally be adopted at facilities undertaking the 
destruction of ODS. 
 
Not all measures will be appropriate to all situations and circumstances and, as with any code, nothing specified 
should be regarded as a barrier to the adoption of better or more effective measures if these can be identified. 
 

 

Pre-delivery 
 

This refers to measures that may be appropriate prior to any delivery of ODS to a facility. 
 
The facility operator should generate written guidelines on ODS packaging and containment criteria, together 
with labelling and transportation requirements. These guidelines should be provided to all suppliers and senders 
of ODS prior to agreement to accept such substances. 
 
The facility operator should seek to visit and inspect the proposed sender’s stocks and arrangements prior to 
movement of the first consignment. This is to ensure awareness on the part of the sender of proper practices 
and compliance with standards. 

 
Arrival at the facility 
 

This refers to measures that should be taken at the time ODS are received at the facility gate. 
 
These include an immediate check of documentation prior to admittance to the facility site, coupled with a 
preliminary inspection of the general condition of the consignment. 
 
Where necessary, special or “fast-track” processing and repackaging facilities may be needed to mitigate risk 
of leakage or loss of ODS. Arrangements should exist to measure the gross weight of the consignment at the 
time of delivery. 

 
Unloading from delivery vehicle 
 

This refers to measures to be taken at the facility in connection with the unloading of ODS. 
 
It is generally assumed that ODS will normally be delivered in some form of container, drum or other vessel 
that is removed from the delivery vehicle in total. Such containers may be returnable. 
 
All unloading activities should be carried out in properly designated areas, to which restricted access of 
personnel applies. 
 
Areas should be free of extraneous activities likely to lead to, or increase the risk of, collision, accidental 
dropping, spillage, etc. 
 
Materials should be placed in designated quarantine areas for subsequent detailed checking and evaluation. 

 
Testing and verification 
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This refers to the arrangements made for detailed checking of the ODS consignments prior to destruction. 
 
Detailed checking of delivery documentation should be carried out, along with a complete inventory, to establish 
that delivery is as advised and appears to comply with expectations. 
 
Detailed checks of containers should be made both in respect of accuracy of identification labels, etc, and of 
physical condition and integrity. Arrangements must be in place to permit repackaging or “fast‑track” 
processing of any items identified as defective. 
 
Sampling and analysis of representative quantities of ODS consignments should be carried out to verify material 
type and characteristics. All sampling and analysis should be conducted using approved procedures and 
techniques. 

 
Storage and stock control 
 

This refers to matters concerning the storage and stock control of ODS. 
 
ODS materials should be stored in specially designated areas, subject to the regulations of the relevant local 
authorities. Arrangements should be put in place as soon as possible to minimize, to the extent practicable, 
stock emissions prior to destruction. 
 
Locations of stock items should be identified through a system of control that should also provide a continuous 
update of quantities and locations as stock is destroyed and new stock delivered. 
 
In regard to storage vessels for concentrated sources of ODS, these arrangements should include a system for 
regular monitoring and leak detection, as well as arrangements to permit repackaging of leaking stock as soon 
as possible. 

 
Measuring quantities destroyed 
 

It is important to be aware of the quantities of ODS processed through the destruction equipment. Where 
possible, flow meters or continuously recording weighing equipment for individual containers should be 
employed. As a minimum, containers should be weighed “full” and “empty” to establish quantities by difference. 
 
Residual quantities of ODS in containers that can be sealed and are intended to be returned for further use, 
may be allowed. Otherwise, containers should be purged of residues or destroyed as part of the process. 

 
Facility design 
 

This refers to basic features and requirements of plant, equipment and services deployed in the facility. 
 
In general, any destruction facility should be properly designed and constructed in accordance with the best 
standards of engineering and technology and with particular regard to the need to minimize, if not eliminate, 
fugitive losses. 
 
Particular care should be taken when designing plants to deal with dilute sources such as foams. These may be 
contained in refrigeration cabinets or may be part of more general demolition waste. The area in which foam is 
first separated from other substrates should be fully enclosed wherever possible and any significant emissions 
captured at that stage. 
 
Pumps: Magnetic drive, sealers or double mechanical seal pumps should be installed to eliminate environmental 
releases resulting from seal leakage. 
 
Valves: Valves with reduced leakage potential should be used. These include quarter-turn valves or valves 
with extended packing glands. 
 
Tank vents (including loading vents): Filling and breathing discharges from tanks and vessels should be 
recovered or vented to a destruction process. 
 
Piping joints: Screwed connections should not be used and the number of flanged joints should be kept to the 
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minimum that is consistent with safety and the ability to dismantle for maintenance and repair. 
 
Drainage systems: Areas of the facility where ODS are stored or handled should be provided with sloped 
concrete paving and a properly designed collection system. Water that is collected should, if contaminated, be 
treated prior to authorized discharge. 

 
Maintenance 
 

In general, all maintenance work should be performed according to properly planned programmes and should 
be executed within the framework of a permit system to ensure proper consideration of all aspects of the work. 
 
ODS should be purged from all vessels, mechanical units and pipework prior to the opening of these items to 
the atmosphere. The contaminated purge should be routed to the destruction process or treated to recover 
the ODS. 
 
All flanges, seals, gaskets and other sources of minor losses should be checked routinely to identify developing 
problems before containment is lost. Leaks should be repaired as soon as possible. 
 
Consumable or short-life items, such as flexible hoses and couplings, must be monitored closely and replaced 
at a frequency that renders the risk of rupture negligible. 

 
Quality control and quality assurance 
 

All sampling and analytical work connected with ODS, the process and the monitoring of its overall performance 
should be subject to quality assessment and quality control measures in line with current recognized practices. 
This should include at least occasional independent verification and confirmation of data produced by the facility 
operators. 
 
Consideration should also be given to the adoption of quality management systems and environment quality 
practices covering the entire facility. 

 
Training 
 

All personnel concerned with the operation of the facility (with “operation” being interpreted in its widest 
sense) should have training appropriate to their task. 
 
Of particular relevance to the ODS destruction objectives is training in the consequences of unnecessary losses 
and in the use, handling and maintenance of all equipment in the facility. 
 
All training should be carried out by suitably qualified and experienced personnel and the details of such training 
should be maintained in written records. Refresher training should be conducted at appropriate intervals. 

 
Code of transportation 
 

In the interest of protecting the stratospheric ozone layer, it is essential that used ODS and products containing 
ODS are collected and moved efficiently to facilities practising approved destruction technologies. For 
transportation purposes, used ODS should receive the same hazard classification as the original substances or 
products. In practice, this may introduce restrictions on hazardous waste shipment under the Basel Convention 
on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal and this should be 
consulted separately. In the absence of such specific restrictions, the following proposed code of transportation 
for ODS from customer to destruction facilities is provided as a guide to help minimize damage caused to the 
ozone layer as a result of ODS transfers. Additional guidance is contained in the United Nations Transport of 
Dangerous Goods Model Regulations. 
 
It is important to supervise and control all shipments of used ODS and products containing ODS according to 
national and international requirements to protect the environment and human health. To ensure that ODS and 
products containing ODS do not constitute an unnecessary risk, they must be properly packaged and labelled. 
Instructions to be followed in the event of danger or accident must accompany each shipment to protect human 
beings and the environment from any danger that might arise during the operation. 
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Notification of the following information should be provided at any intermediate stage of the shipment from the 
place of dispatch until its final destination. When making notification, the notifier should supply the information 
requested on the consignment note, with particular regard to: 

 
(a) The source and composition of the ODS and products containing ODS, including the customer’s identity; 
 
(b) Arrangements for routing and for insurance against damage to third parties; 
 
(c) Measures to be taken to ensure safe transport and, in particular, compliance by the carrier with the 
conditions laid down for transport by the States concerned; 
 
(d) The identity of the consignee, who should possess an authorized centre with adequate technical capacity 
for the destruction; 
 
(e) The existence of a contractual agreement with the consignee concerning the destruction of ODS and 
products containing ODS. 
 
This code of transportation does not necessarily apply to the disposal of ODS-containing rigid insulation foams. 
The most appropriate way to dispose of such products may be by direct incineration in municipal waste 
incinerators or rotary kiln incinerators. 

 
Monitoring 
 

The objectives of monitoring should be to provide assurance that input materials are being destroyed with an 
acceptable efficiency generally consistent with the destruction and removal efficiency (DRE) recommendations 
listed in annex II to the present report and that the substances resulting from destruction yield environmentally 
acceptable emission levels consistent with, or better than, those required under national standards or other 
international protocols or treaties. 
 
As there are as yet no International Organization for Standardization (ISO) standards applicable for the sampling 
and analysis of ODS or the majority of the other pollutants listed in annex IV to the present report, where 
national standards exist they should be employed. Further, where national standards exist they may be used in 
lieu of ISO standards provided that they have been the subject of a verification or validation process addressing 
their accuracy and representativeness. 
 
As ISO develops international standards for pollutants listed in annex IV to the present report, the technical 
bodies charged with developing such standards should take note of the existing national standards including 
those identified in appendix F to the report of the Technology and Economic Assessment Panel (TEAP) of April 
2002 (volume 3, report of the Task Force on Destruction Technologies) and strive to ensure consistency 
between any new ISO standards and the existing standard test methods, provided that there is no finding that 
those existing methods are inaccurate or unrepresentative. 
 
Where national standards do not exist, the Technical Advisory Committee recommends adoption of the 
following guidelines for monitoring of destruction processes operating using an approved technology. 
 
Recognizing that the Unites States of America Environmental Protection Agency (EPA) methods have been the 
subject of verification procedures to ensure that they are reasonably accurate and representative, that they 
cover all of the pollutants of interest (although not all ODS compounds have been the specific subject of 
verification activities), that they provide a comprehensive level of detail that should lead to replicability of the 
methods by trained personnel in other jurisdictions and that they are readily available for reference and 
downloading from the Internet without the payment of a fee, applicable EPA methods as described in appendix 
F to the 2002 report of TEAP may be employed. 
 
In the interest of ensuring a common international basis of comparison for those pollutants or parameters where 
ISO standards exist (currently particulates, carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen), use of those 
standards is encouraged and jurisdictions are encouraged to adopt them as national standards or acceptable 
alternatives to existing national standards. 
 
The use of EPA or other national standards described in appendix F is also considered acceptable, however. 
The precedence given to the EPA methods in the present code is based on the relative comprehensiveness of 
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the methods available (both in scope and content), and the relative ease of access to those methods. 
 
Measurement of ODS 
 

Operators of destruction facilities should take all necessary precautions concerning the storage and inventory 
control of ODS-containing material received for destruction. Prior to feeding the ODS to the approved 
destruction process, the following procedures are recommended: 
 
(a) The mass of the ODS-containing material should be determined, where practicable; 
 
(b) Representative samples should be taken, where appropriate, to verify that the concentration of ODS 
matches the description given on the delivery documentation; 
 
(c) Samples should be analysed by an approved method. If no approved methods are available, the adoption of 
United States EPA methods 5030 and 8240 is recommended; 
 
(d) All records from these mass and ODS-concentration measurements should be documented and kept in 
accordance with ISO 9000 or equivalent. 

 
Control systems 
 

Operators should ensure that destruction processes are operated efficiently to ensure complete destruction of 
ODS to the extent that it is technically feasible for the approved process. This will normally include the use of 
appropriate measurement devices and sampling techniques to monitor the operating parameters, burn 
conditions and mass concentrations of the pollutants that are generated by the process. 
 
Gaseous emissions from the process need to be monitored and analysed using appropriate instrumentation. 
This should be supplemented by regular spot checks using manual stack-sampling methods. Other 
environmental releases, such as liquid effluents and solid residues, require laboratory analysis on a regular 
basis. 
 
The continuous monitoring recommended for ongoing process control, including off-gas cleaning systems, is as 
follows: 
 
(a) Measurement of appropriate reaction and process temperatures; 
 
(b) Measurement of flue gas temperatures before and after the gas cleaning system; 
 
(c) Measurement of flue gas concentrations for oxygen and carbon monoxide. 
 
Any additional continuous monitoring requirements are subject to the national regulatory authority that has 
jurisdiction. The performance of online monitors and instrumentation systems must be periodically checked and 
validated. When measuring detection limits, error values at the 95 per cent confidence level should not exceed 
20 per cent. 
 
Approved processes must be equipped with automatic cut-off control systems on the ODS feed system, or be 
able to go into standby mode whenever: 
 
(a) The temperature in the reaction chamber falls below the minimum temperature required to achieve 
destruction; 
 
(b) Other minimum destruction conditions stated in the performance specifications cannot be maintained. 

 
Performance measurements 
 

The approval of technologies recommended by TEAP is based on the destruction capability of the technology 
in question. It is recognized that the parameters may fluctuate during day-to-day operation from this generic 
capability. In practice, however, it is not possible to measure against performance criteria on a daily basis. This 
is particularly the case for situations where ODS only represents a small fraction of the substances being 
destroyed, thereby requiring specialist equipment to achieve detection of the very low concentrations present 
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in the stack gas. It is therefore not uncommon for validation processes to take place annually at a given facility. 
 
With this in mind, TEAP is aware that the measured performance of a facility may not always meet the criteria 
established for the technology. Nonetheless, TEAP sees no justification for reducing the minimum 
recommendations for a given technology. Regulators, however, may need to take these practical variations into 
account when setting minimum standards. 
 
The ODS destruction and removal efficiency [1] for a facility operating an approved technology should be 
validated at least once every three years. The validation process should also include an assessment of other 
relevant stack gas concentrations identified in annex II to decision XV/[…] and a comparison with maximum 
levels stipulated in relevant national standards or international protocols/treaties. 
 
Determination of the ODS destruction and removal efficiency and other relevant substances identified in annex 
IV to the present report should also be followed when commissioning a new or rebuilt facility or when any other 
significant change is made to the destruction procedures in a facility to ensure that all facility characteristics 
are completely documented and assessed against the approved technology criteria. 
 
Tests shall be done with known feed rates of a given ODS compound or with well-known ODS mixtures. In 
cases where a destruction process incinerates halogen-containing wastes together with ODS, the total halogen 
load should be calculated and controlled. The number and duration of test runs should be carefully selected to 
reflect the characteristics of the technology. 
 
In summary, the destruction and removal efficiency recommended for concentrated sources means that less 
than 0.1 gram of total ODS should normally enter the environment from stack-gas emissions when 1,000 grams 
of ODS are fed into the process. A detailed analysis of stack test results should be made available to verify 
emissions of halogen acids and polychlorinated dibenzodioxin and dibenzofuran (PCDD/PCDF). In addition, a 
site-specific test protocol should be prepared and made available for inspection by the appropriate regulatory 
authorities. The sampling protocol shall report the following data from each test: 

 
(a) ODS feed rate; 
 
(b) Total halogen load in the waste stream; 
 
(c) Residence time for ODS in the reaction zone; 
 
(d) Oxygen content in flue gas; 
 
(e) Gas temperature in the reaction zone; 
 
(f) Flue gas and effluent flow rate; 
 
(g) Carbon monoxide in flue gas; 
 
(h) ODS content in flue gas; 
 
(i) Effluent volumes and quantities of solid residues discharged; 
 
(j) ODS concentrations in the effluent and solid residues; 
 
(k) Concentration of PCDD/PCDF, particulates, HCl, HF and HBr in the flue gases; 
 
(l) Concentration of PCDD/PCDF in effluent and solids. 

 
[1] Destruction and removal efficiency has traditionally been determined by subtracting from the mass of a chemical fed into a destruction system 

during a specific period of time the mass of that chemical alone that is released in stack gases and expressing that difference as a percentage of 

the mass of that chemical fed into the system. 

 


