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エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える［フォーカス・ネド］

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus NEDO」は、
NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関するさまざまな事業や技術開発について、ご紹介します。

NEDOは1980年の設立以来、環境・資源・エネルギー制約を克服し
環境と経済が両立した持続可能な発展を実現するため、地球温暖化問題の対策や
環境と調和する循環型社会の実現、安全・安心な社会の構築に貢献しています。
そこで、現在NEDOが取り組んでいる、地球環境問題解決の鍵となる技術を紹介します。

環境技術特集
COP21の会場はパリ中心部から北
東へ約10キロのルブールジェにある
エキシビションセンター。正面玄関前
には各国の国旗をあしらった柱がフ
ランス語の国名順に立てられていた。
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環境技術イノベ ーション
地 球 温 暖 化 に 立 ち 向 か う

NEDOは1980年の設立以来、環境・資源・エネルギー制約を克服し、環境と経済が両立した持続可能
な発展の実現をミッションとしています。昨年12月にはCOP21も開催され、地球環境問題が注目を集
める中、NEDOが取り組んでいる地球環境問題への課題解決技術を紹介します。
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今後、温室効果ガス排出量増加が見込まれている冷凍空調機器
分野における低GWP※冷媒適用技術開発を中心として、NEDO
は積極的なフロン対策技術への取り組みを実施。その利便性を
できる限り維持しながら、温室効果ガス削減に、より広く、直接的
に寄与することを目指しています。

※GWP（Global Warming Potential）：
　地球温暖化係数。二酸化炭素を基準（1.0）として、温暖化影響の強さを表す。

水処理技術の高度化・省エネルギー
化等のほか、水処理システムの長期
安定化運転等の実証による、国際競
争力の強化に取り組んでいます。

環境制約等を克服しながら、持続的に化学品を製造するために
必要なグリーン・サステイナブルケミストリー（GSC）プロセスの
技術開発を推進。また、世界トップレベルの「触媒技術」を活かし、
国際的優位性を確保しながら資源問題・環境問題を同時解決す
ることを目指した、GSCプロセスの技術開発を実施しています。

P08 Topic

フロン対策技術
1 Topic

人工光合成
2P10

NEDO環境部が取り組む
五つの技術分野

地球環境と調和した石炭利用技術を確立し、適切
に活用していくとともに、世界各国に普及させてい
く取り組みを行っています。

クリーン・コール・
テクノロジー分野 水循環分野

3R分野
地域偏在する希少資源を対象とし
たリサイクル技術の高効率化を推
進し、安定供給を目指しています。
また、国際的な環境負荷低減と資
源循環促進のため、リサイクル産
業の海外展開を支援しています。



―地球環境問題が多様化し、課題を解決する技術に
ついてもさまざまな視点が求められていますが、
NEDOはこれまで、どのような環境技術に取り組んで
きたのでしょうか。
安居　1990年代に「地球温暖化」が社会問題として
広く知られるようになる中、NEDOはグローバル化す
る環境問題の課題解決に向けて、「持続可能な社会シ
ステム」の構築を目指し、さまざまな技術開発に取り組
み始めました。特に環境部は、「京都議定書目標達成計
画」の削減目標の中で大きな割合を占めるなど、地球
温暖化対策において非常に影響が大きいフロンの排
出削減技術の開発に、日本の公的技術開発機関として
唯一取り組み、大きな成果をあげています。
　このNEDOのフロン対策技術の歴史には、まず
1996年度から実施した「フロンの代替物質の開発」や
「フロンの回収・破壊技術」があります。「フロンの代替
物質の開発」は、オゾン層破壊の原因であり、温室効果

ガスでもあるフロン類の代わりになる代替物質を開発
するものです。また、「フロンの回収・破壊技術」は、こう
した環境影響の大きいフロン類を回収し、環境に影響
を及ぼさないよう破壊する技術を開発するものです。
フロンを取り巻く環境の変化に合わせ、最近ではさら
に、フロン類を使わない「ノンフロン化技術」の開発に
も取り組んでいます。
―時代と共に、求められる環境技術も変わってきて
いるということですね。
安居　2015年4月に施行された「フロン排出抑制法」
に対しても、NEDOはその施行を見据えて、製品の製
造時から製品使用時の漏洩防止、廃棄までのライフサ
イクル全体を考えた研究開発をこれまで行っています。

―環境分野のイノベーションという意味で、今、注目
される技術にはどのようなものがあるのでしょうか。
安居　中長期的な視点に立った革新的な技術開発とし
ては、環境化学分野における「人工光合成」という技術
が注目を集めています。この技術は植物の光合成のよ
うに、太陽光と水、二酸化炭素から有用物質をつくり出
すクリーンな技術です。現在NEDOは、光触媒により水
を水素と酸素に分解し、その水素と二酸化炭素からプ
ラスチック原料等を製造する、革新的な化学品製造プ
ロセスの基盤技術開発に取り組んでいます。このプロ
セスが実現すれば、二酸化炭素を原料に使用するので、
化学品製造における化石資源の依存度を減らすのみ
ならず、地球温暖化防止にもつながります。
　NEDO環境部としてはほかにも、発電燃料として世
界で一番利用されている石炭を、高効率、低炭素で有
効利用する「クリーン・コール・テクノロジー」といった
技術開発にも、長年取り組んでいます。また、水循環分
野では、水処理に欠かせない膜技術をはじめ、省エネ

環境技術特集
st1
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ルギーで環境負荷の低い水循環システムや海水淡水
化等の開発を官民一体で推進し、海外展開を行ってい
ます。3R分野では使用済みレアアースを回収し、再資
源化するリサイクルシステムの開発等、資源供給リスク
を回避するプロジェクトを進めています。
　このように「地球温暖化対策」「環境化学」「クリー
ン・コール・テクノロジー」「水循環」「3R」という環境部
が取り組む五つの技術は、一見それぞれ目的が違うよ
うに見えますが、各技術が社会に普及することで、地球
温暖化のみならず省エネルギーや資源問題等、複雑
化、多様化する地球環境問題の課題解決につながると
思っています。国内のみならず世界で広く使われること
で、各国の二酸化炭素排出量減にも貢献できます。

―今後、NEDOが取り組むべき地球環境課題に対す
る展望をお聞かせください。
安居　環境問題は、各国が個別に解決すべきものから
グローバルに大きな視点で取り組むべき時期にきてい
ます。もちろん、喫緊の課題解決も重要ですが、将来的
に発生しうる課題を予測し、いち早く取り組む必要も
あります。「地球温暖化」一つをとっても、原因やその影
響は多岐にわたり、解決に向けたアプローチも数多く
必要になってきます。こうした状況を受けて、NEDO
は、10年先、20年先の世界の環境改善への貢献という
ことを大きなテーマとして考えており、高い技術力を誇
る多くの日本企業と連携しながら、「世界の環境改善に
貢献する日本環境産業の発展」を目標に、NEDOの環
境技術を地球温暖化対策のトップランナーとして普及
促進していくことを目指していきたいと思っています。

フロンの排出削減で大きな成果
「持続可能な社会システム」の構築へ

さまざまなアプローチから生み出す
環境技術イノベーション NEDO環境部長   安居 徹

1989年、通商産業省入省。新エネルギー等電気利用室長、機能性化学
品室長等を歴任。新潟県総務管理部長、資源エネルギー庁石炭課長を
経て、2014年5月、NEDO環境部長に就任し、現在に至る。

社会における多様な地球環境問題の課題解決に向けて、NEDOはこれまでさまざまな技術開発を行ってきまし
た。また2015年12月にはCOP21が開催され、「地球温暖化」の解決に向けた技術がますます注目を浴びてい
ます。そこで、NEDOが行う環境技術について、NEDO環境部の安居徹部長に話を聞きました。

課題解決にいち早く取り組む
地球温暖化対策のトップランナーを目指す
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「京都議定書」の日本の削減目標（▲6％）のうち代替フロン等3ガス分野で▲1.6％と貢献。

※1：京都議定書第一約束期間は2008年～2012年
※2：代替フロン等3ガス分野は1995年を基準年としたCO2換算排出量比
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Akira YASUI

明日を守り、未来をつくる。

世界の環境改善に貢献する
NEDOの環境技術プロジェクト

フロン対策分野における
地球温暖化対策の流れと
NEDOの取り組み
1992年に地球温暖化を防止するための「気候変
動枠組条約」が採択され、これに基づき1997年に
は「京都議定書」が採択されました。
代替フロン等3ガス（HFC、PFC、SF6）は京都議定
書において削減対象となっていることから、NEDO
は京都議定書における温室効果ガス排出削減目
標達成を最重点課題の一つとし、技術開発支援を
通してフロン対策のためのアプローチを多方面か
ら行ってきました。
現在は空調機器に低GWP冷媒を適用する技術開
発を積極的に行っています。 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

2008～2012 京都議定書第一約束期間
国際規制

国内規制規制等動向

NEDO
フロン対策
プロジェクト

2002 フロン回収・破壊法 施行

1998～2005 地球温暖化対策推進大綱 2005～2012 京都議定書目標達成計画

2007 フロン   回収・破壊法 改正法 施行 2015 フロン排出抑制法 施行

1997 京都議定書 採択1992 気候変動枠組条約 採択

新規代替物質の開発

回収・破壊技術の開発

ノンフロン化技術の開発（低GWP化）
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〈パリ協定における日本の削減目標の内訳〉



CO2を冷媒に使用した省エネ冷凍冷蔵システムの実店舗での実証
NEDOは、CO2冷媒冷凍冷
蔵ショーケースを実際の店
舗に導入し、現場環境にお
ける運転条件に合わせた
信頼性の確保や性能向上、
普及のための技術課題解
決等の技術実証に関する
支援を実施しました。（実施
者：パナソニック株式会社
アプライアンス社）
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代替フロンからノンフロンへの進化

フロン対策技術
オゾン層の破壊や地球温暖化の原因物質とされるのが、空調や冷蔵庫、各種溶
剤などに広く使われているフロン類です。オゾン層を破壊する特定フロン全廃の
目標が2020年と目前に迫った現在、温室効果が高い代替フロンからも脱皮す
る「ノンフロン」化を目指し、NEDOは新しい冷媒や機器の開発を進めています。

　日本で「特定フロン」と呼ばれるCFCとHCFCは、地球を取
り巻くオゾン層を破壊する原因物質として問題にされ、世界
的な規制対象となりました。そのきっかけが、1987年に採択
された「モントリオール議定書」です。先進国では特定フロン
類の生産、輸出入を段階的に制限し、CFCは1996年に全廃、
HCFCは2020年に実質全廃することが決まっています。
　ところが、特定フロンに替わって開発された代替フロン等
（HFC、PFC、SF6等）は、オゾン層は破壊しないものの、地球
温暖化をもたらす温室効果が非常に高いガスであることが分
かってきました。そこで、温室効果ガスの排出抑制のための
国際的な枠組みとして1997年に採択された「京都議定書」で

は、排出削減対象ガスとして指定され、先進各国は、排出抑制
のための数値目標の設定と、その達成が義務づけられました。
　日本は、第一約束期間（2008年～2012年）に、1990年比
で温室効果ガスの6％削減を約束。「京都議定書目標達成計
画」で、代替フロン分野においても具体的な削減目標を設定
し、対策に取り組んできました。

　こうした世界的な流れを受けて、NEDOでは1990年代後
半からフロン対策のための技術開発に取り組み、多くのプロ
ジェクトを実施してきました。
　当初はフロン類が大気中に放出されるのを防ぐという観
点から、フロン類の回収・破壊のための技術開発に注力し、
「HFC-23破壊技術の開発」（1998～2001年度）では、特定フ
ロンであるHCFC-22を製造する際に、副生成物として発生す
るHFC-23を完全分解する「液中燃焼法」という技術を開発。
実用化された液中燃焼方式の処理設備は、特定フロンはもと
より、フロン類全般に対応が可能で、現在国内外に20基以上
が建設され、フロン類破壊の専焼炉として使われています。

　2002年にはフロン類の回収・破壊を義務づけた「フロン
回収・破壊法」が施行され、さらに、2015年4月にこれが全面
的に改定されて、フロン類の製造から廃棄までのライフサイ

クル全体を見据えた、包括的な対策実施を目的とした「フロ
ン排出抑制法」が施行されました。
　こうした規制を背景として、NEDOでは「ノンフロン型省エ
ネ冷凍空調システム開発」（2005～2010年度）で、スーパー
マーケット等で使用される冷凍冷蔵ショーケースについて、
冷媒をフロン類からCO2に転換した機器の研究開発を行い
ました。このプロジェクトによって実用化されたショーケース
は、消費電力が－23%という省エネルギーと、システム全体
で約60%のCO2排出量削減に成功しており、すでに店頭に多
数導入されています。CO2のGWPが1.0ということから考え
ると、究極の低GWP冷媒だともいえるでしょう。ただ、CO2は
高圧下でないと冷媒としての効率が悪くなるため、機器の複
雑化は避けられず、コスト低減が今後の課題といえます。

　現行の「高効率ノンフロン型空調機器技術の開発」（2011～
2015年度）では、上記プロジェクトで冷凍冷蔵システムといっ
た“冷やす”技術に目途がついたことから、冷暖房に利用する
業務用空調機器分野へと、開発の対象を特化しました。ここ
で開発中の新冷媒（主成分：HFO-1123）のGWPは、業務用
空調機器に使われている従来の冷媒（HFC-410A）の約6分
の1であり、家庭用ルームエアコンに使われている最もGWP
が低い代替フロン冷媒（HFC-32）と比べても、約2分の1と
なっています。
　このように、NEDOが今後取り組むべき分野として重視し
ているのは空調機器分野です。冷媒は低GWPのものほど燃
焼性を持つ傾向があり、冷暖房という広い温度帯に対応する
機器のエネルギー効率を確保した上で、低GWPと安全性を
両立させるためには、たいへん難しい技術的な課題を克服し
なければなりません。また、今後は業務用といった大型のも
のに続き家庭用を含む中小型空調機器を対象に、高効率か
つ低GWPを実現する技術開発を進めていく予定です。これら
技術の実現には、安全性や低コスト化などまだまだ多くの課
題がありますが、NEDOはこれからも困難かつ未踏の技術的
課題に挑戦し、地球温暖化対策に貢献していきます。

フロン類のライフサイクルを見据え
規制動向に対応した技術開発

CO2冷媒の機器も実用化。23％の消費電力削減と
60％のCO2排出量削減に成功

さらに技術的ハードルの高い
冷暖房機器の開発に挑戦

1Topic

CO2などの
「低GWP冷媒」を用いた
高効率の機器開発

Here’s the Point!

ここに注目！

注目の環境技術

NEDO環境部　温暖化対策グループ

主任研究員　阿部 正道

 CFC ：クロロフルオロカーボン。オゾン層破壊物質であり、モン
トリオール議定書の規制対象物質。

 HCFC ：ハイドロクロロフルオロカーボン。オゾン層破壊物質で
あり、モントリオール議定書の規制対象物質。

 HFC ：ハイドロフルオロカーボン。塩素を含まずオゾン層を破
壊しないが、強い温室効果をもたらすため、京都議定書
において排出削減の対象となっている。

環境技術特集
st1

店舗の屋上に設置されたノンフロン冷凍機店舗内の冷凍ショーケース

オゾン層
破壊メカニズム発見

特定フロン（CFC・HCFC）

オゾン層保護 地球温暖化防止

1983
ウィーン条約
採択

1985
モントリオール
議定書 採択

1987
気候変動枠組条約
採択

1992
京都議定書
採択 新たな対策が必要

2020年に向けて
排出量増加の見込み1997

フロン類を巡る規制とフロン対策の流れ 国内の規制動向

CFC 先進国・途上国ともほぼ全廃 先進国→2020年　途上国→2030年 全廃予定 HFC 排出量の削減を義務づけHCFC

CFC-
12

ODP=1.0
GWP=10900

ODP=0.055
GWP=1810

HCFC-
22

オゾン層
破壊効果

低GWP
冷媒代替 代替

※ODP:オゾン層破壊係数。CFC-11を1.0として、オゾン層に与える破壊効果の強さを表す。
　GWP：地球温暖化係数。CO2を1.0として、温暖化影響の強さを表す。

高圧ガス保安法

HFCのフェーズダウンを図るもの

微燃性冷媒実用化に
資する法整備への寄与

フロン回収・破壊法の改正
→「フロン排出抑制法」

　 （製品の低GWP化促進をうたうもの）

低GWP冷媒適用
技術開発の促進

国外の規制動向

欧州Fガス規制の
強化案

輸出、海外技術移転等を視野に入れた技術開発有 温室効果大 オゾン層
破壊効果無 温室効果大 オゾン層

破壊効果無 温室効果小

代替フロン（HFC）

HFC-
134a

ODP=0.0
GWP=1430

ODP=0.0
GWP=2090

HFC-
410A

ノンフロン（自然冷媒等）

モントリオール議定書
への北米3カ国提案等
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究極のエコロジーサイクル

人工光合成
日本の産業基盤の一つである化学産業は、原料の95％を石油に依存し、二酸
化炭素の排出量も多いことで知られています。こうした課題を解決し、将来の低
炭素社会に大きく貢献するために、NEDOでは“究極のエコロジーサイクル”が
実現可能な「人工光合成プロジェクト」に取り組んでいます。

　化学産業は、現在の快適な生活に欠かせないさまざまな
製品の部素材である化学品を、数多くの産業に、幅広く供給
する基幹産業です。ただ、日本の場合、化学品の原料の95％
を石油から精製されるナフサに依存しています。二酸化炭素
（CO2）の排出量も鉄鋼業に次いで多く、製造業全体の23％
を占めています。
　今後も化学品を安定的に供給していくためには、原料の多
様化を図り、限りある化石資源への依存度を低減する一方
で、二酸化炭素の排出量を可能な限り削減し、低炭素社会の
実現に貢献することが強く求められています。
　こうした課題を解決するためにNEDOが取り組んでいる

のが、「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開
発」プロジェクト（通称：人工光合成プロジェクト）です。本プロ
ジェクトの目的は、無尽蔵ともいえる太陽エネルギーを利用
し、水と地球温暖化の主要因である二酸化炭素から、多くの
化学品の基になる基幹化学品（炭素数2～4の低級オレフィ
ン）を製造するための基盤技術を開発することです。
　既存の基幹化学品製造プロセスが、石油を原料に用いて
二酸化炭素を排出していたのに対し、本プロジェクトが目指
す新しい製造プロセスでは、太陽エネルギーを利用して水か
ら水素を取り出し、その水素と発電所・工場等から排出され
る二酸化炭素を原料にオレフィンを製造します。この技術が
実用化すれば、これまでの二酸化炭素の排出プロセスが吸収
プロセスへと180度転換することになり、低炭素社会への扉
を開く、画期的な技術開発だといえます。

　NEDOは本プロジェクトで、三つの研究テーマに取り組ん
でいます。「①光触媒とそのモジュール開発」「②分離膜とそ
のモジュールの開発」「③合成触媒の開発」です。本プロジェ
クトが目指す新しい製造プロセスでは、まず、①光触媒によっ
て水を水素と酸素に分解し、次に②分離膜によって水素と酸
素の混合ガスから水素を分離します。最後に③合成触媒に
よって水素と二酸化炭素からオレフィンを生成します。①から
③はいずれも重要な研究ですが、技術的に最もハードルが
高く、欧米を中心に世界中の研究者も競って取り組んでいる
のが①の光触媒の開発です。
　光触媒は、太陽エネルギーを化学エネルギーに変換する
物質ですが、これまでの紫外光領域だけではなく、可視光か
ら赤外光領域にかけての光も利用できるように、光触媒の吸
収波長を長波長化することが課題の一つです。また、効率的
なエネルギー変換を可能にするため、触媒材料の低欠陥化
にも取り組んでいます。その結果、2015年3月には水からの
水素製造では世界最高レベルの太陽エネルギー変換効率
2％を達成しました。自然界の光合成の変換効率が0.2%であ
ることを考えるとかなり高い効率といえますが、既存の石油
由来化学品との経済性を考慮し、本プロジェクトでは、2021
年度までに実用化に必要な変換効率として、10％を最終目
標としています。
　②の分離膜の開発では、水素と酸素の分子サイズの違い
を利用して、水素を選択的に分離するための材料探索を実施
してきました。これまでは、水素と窒素のモデルガスを使って
材料探索を実施してきましたが、今後は水素と酸素の混合ガ

ス、水蒸気下という実使用を考慮した条件下で分離膜材料を
検討し、水素を安全に分離可能なモジュールの検討に取り組
みます。
　③の合成触媒の開発では、触媒の組成探索と反応プロセ
スの最適化に取り組み、2014年度には、炭素数2～4のオレ
フィンの収率70％を達成しています。今後は、最終目標のオ
レフィン収率80％達成に向けて、合成触媒材料をさらに改良
し、オレフィン選択性のさらなる向上を図っていきます。

　本プロジェクトで三つの基盤技術を確立した後、何段階か
のスケールアップ実証を経て、2030年頃をめどに実用機に
結実させるという将来図を描いています。太陽エネルギーは
天候に左右されたり、日中に限られたりするため、実用化の
際には天然ガス（メタン）由来の水素を原料とするプロセスと
の併用が現実的とされています。一方、さらにその先には、太
陽エネルギーに恵まれた中東などの世界のサンベルト地帯
への大規模展開も考えられます。日本発といわれる光触媒の
技術をぜひ世界に先駆けて実用化し、エネルギー問題の解決
や地球温暖化防止に貢献していくことを目指していきます。

基幹化学品の製造プロセスを
180度転換する画期的な技術開発

2015年春には世界最高レベルの
エネルギー変換効率2％を達成

日本発の技術として
世界に先駆けて実用化を目指す

2Topic

太陽エネルギーを利用して
水と二酸化炭素で
プラスチックや合成繊維をつくる

太陽エネルギー変換効率1％を
達成した、光触媒シート型セルの
写真（上記概念図①の段階）。光
照射により、水から水素と酸素を
生成している。

注目の環境技術

NEDO環境部　環境化学グループ

主任研究員　山野 慎司

Here’s the Point!

ここに注目！

環境技術特集
st1

産業部門全体の排出量：342百万t-CO2

出典：国立環境研究所 日本温室効果ガス排出量（確定値）
　　 1999年度～2013年度を基に作成

出典：資源エネルギー庁 総合エネルギー統計
　　平成25年度（2013年度） エネルギー需給実績（確報）を基に作成

製造業全体の消費量：5929×1015J

業種別二酸化炭素排出量 （2013年度） 製造業業種別エネルギー消費の推移 （2013年度）

●化石資源への依存度の低減
●原料の多様化への対応
●低炭素社会の実現に貢献可能な新規化学品製造技術

●原料の95％を
　石油（ナフサ）に依存
●二酸化炭素の排出量大

課
題

国内の化学産業における現状と特徴

人工光合成の概念図

①光触媒

H2
O2

酸素発生用光触媒

水素発生用光触媒

H2
O2

②分離膜

オレフィン

触媒層

③合成触媒
メタノール合成 オレフィン合成

CO・H2

メタノール 触媒層
分離膜

H2O

CO2

C2

C3

C4

オレフィン

H2 O2

発電所・工場等
プラスチック等
の原料

光触媒 分離膜

合成触媒

改質

H2

CO

H2

その他

パルプ・紙
紙加工品

23%

化学産業
（含石油石炭製品）

49%

鉄鋼・非鉄
金属製品13%

6%
9%

窯業・土石製品

他業種

パルプ・紙・紙加工品

機械

40%

化学産業
（含石油石炭製品）

6%
6%

8%

8%窯業・土石製品

32%

鉄鋼・非鉄
金属製品

光触媒とは？
光を吸収すると、他の物質に化学反
応を引き起こさせる触媒機能を持つ
物質。特に日本発祥の「酸化チタン
光触媒技術」は有害物質の除去、空
気浄化、脱臭、抗菌等の働きがある。
NEDOは2007年度から2012年度
まで「循環社会構築型光触媒産業創

K E Y W O R D

成プロジェクト」を行い、塗料やタイ
ルなどでの実用化が広がっている。
一方、自然界では光合成を行う「葉緑
素」という光触媒があるように、本プ
ロジェクトでは水から水素と酸素を
得る人工光合成を可能にする光触媒
の探索を実施している。
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　1992年に国連の下、大気中の温室効果ガスの濃度を安定
化させることを究極の目標とする「気候変動に関する国際連
合枠組条約（United Nations Framework Convention 
on Climate Change:UNFCCC）」が採択されました。これ
に基づき、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくこと
となり、1995年から気候変動枠組条約締約国会議（COP）が
開催されています。
　そして2015年12月12日夜、パリで開催された第21回締
約国会議(COP21)の閉会全体会合において、「2020年以降
の気候変動対策」と「2020年までの（排出削減等に関する）野

心の向上」を目指して、「パリ協定」と「COP21決定」が採択さ
れました。パリ協定は、1997年にCOP3で採択された「京都
議定書」以来、18年ぶりとなる枠組みであり、さらには、先進
国だけでなく途上国も参加して地球規模の気候変動問題へ
の対策に取り組むことが盛り込まれた、画期的なものとなりま
した。［→P.13：パリ協定の主なポイント参照］
　パリ協定第6条では、日本政府の提唱するJCM（二国間クレ
ジット制度）を含む国際的な市場メカニズム等が事実上認め
られ、同10条では、“イノベーションのための取り組みは、技術
メカニズムや資金メカニズムによって支援されるべき”と言及
しています。NEDOではこうした動きに先がけて、優れた低炭
素技術を実証・検証し、世界に普及するため、JCMを活用した
「JCM実証事業」を推進してきました。これは、COP21開会の

日に行われた安倍総理大臣のスピーチにもあった、途上国の
負担を下げながら、画期的な低炭素技術を普及させるための
重要なツールの一つとなっています。

　NEDOは毎年COPに参加していますが、今回のCOP21で
は12月9日に三つのサイドイベントを行いました。COP21オ
フィシャルサイドイベントでは、ICEF※の概要紹介や、各パネリ
ストと気候変動問題を解決するためのイノベーションの重要
性について討議しています。
　また、ジャパンパビリオンで行われたClimate-KIC（EU最大
の産学官にわたる気候変動対象イニシアチブ）、国際連合工
業開発機関（UNIDO）との共催イベントでは、各機関の気候変
動に対する取り組み事例を紹介しました。それぞれに違いは
あるものの、イノベーションを一層促進するためには、①若い
世代への教育を含め、低炭素技術からゼロ炭素技術へと、より
野心的な技術の開発や普及、そのための政策・制度実現に向
けたマインドセットを変化させること、②キャパシティビルディ
ングや企業における取り組みを促進していくこと、③環境問題
対応と経済成長を相反させず、むしろ両立させるような取り組
みを目指すこと等が重要である、という共通認識を提示するこ
とができました。NEDOからは、イノベーションを進め、その成
果として低炭素技術を普及するための一つの有力な方法とし
て、JCM実証事業の具体的事例について紹介しました。

※Innovation for Cool Earth Forum：安倍総理大臣の提唱に
より、2014年から開始した国際会議。エネルギー・環境分野のイ
ノベーションにより気候変動問題の解決を図るため、世界の学界・
産業界・政府関係者間の議論と協力を促進することを目的とする。

「COP21レポート
フランスのパリで開催されたCOP21。新しい気候変動の枠組みに世界が注目する中、
NEDOも各国にイノベーションの重要性と低炭素技術普及の可能性アピールのため、参加しました。
京都メカニズム事業推進部の小林正典主幹と窪田彩花職員に、活動の様子について聞きました。

JCM（二国間クレジット制度）推進で、低炭素技術を世界へ

」

先進国・途上国全ての国が参加する
世界で初めての画期的な枠組み

サイドイベントにてイノベーションの重要性と
JCMを活用した低炭素技術の普及推進をPR

COP21において採択されたパリ協定の主なポイント

1COP21会場正面入り口。2「パリ協定」採択に歓喜する、COP21特使のトゥビアナ氏（フランス外務省［左］）、UNFCCCフィゲレス事務局長［中］、ファビウスCOP21議長（フランス外務大
臣［右］）。3「パリ協定」採択の歴史的瞬間へ、COP21プレナリー（総会）の入場整理券。4会場内に設営されたエッフェル塔。各団体の未来へのメッセージで彩られる。5COP21の展示会
場で次世代一輪車に試乗する窪田職員。6UNIDOとバイ会談を実施。7 JCM締約国会議にて、インドネシア代表と談笑するNEDO古川理事長。

1 2

3

4

765

■世界の平均気温の上昇幅を、産業革命前の水準と比べて2℃を十分に下回
るようにし、上昇幅を1.5℃に抑える努力をする。 ［パリ協定第2条第1項］

■各締約国は、達成を目指す自主目標を作成、維持し、そのための国内措置
を模索しなければならない。 ［パリ協定第4条第2項］

■各締約国は、5年ごとに各国で決めた自主目標について、COP決定及び関
連する協定締約会合決定に基づき世界全体の進捗管理（Global 
Stocktaking）を受けなければならない。 ［パリ協定第4条第9項］

削減目標

■締約国の一部が、気候変動の緩和と適応行動において、より高い野心を持ち、
持続可能な開発と環境十全性を促進するために、各国で決めた自主目標の実
施のために自発的な協力を追求することを認める。 ［パリ協定第6条第2項］

■本協定に基づく自主目標を達成するために、国際的に移転された削減対
策の成果の使用は、自発的でありかつ参加締約国によって承認されなけ
ればならない。 ［パリ協定第6条第3項］

■協定締約国会議の下で管理された、温室効果ガス排出削減のための新し
いメカニズムを設立する。 ［パリ協定第6条第4項］

市場メカニズム ■先進国が2025年までの間、既存の資金調達目標を続けるよう目指すとと
もに、2025年までに年間1,000億ドルを下限とする新たな目標を設定し
なければならないことを決定する。 ［COP21決定パラ54］

資金支援

■技術の開発と移転のための協力行動を強化しなければならない。
 ［パリ協定第10条第2項］

■イノベーションを加速し、奨励し、可能にすることは、気候変動に対して効
果的、長期的に対応し、経済成長と持続的な発展を促進するために重要で
ある。 ［パリ協定第10条第5項］

技術移転・イノベーション

■この協定は、世界全体のGHG排出量の55%以上を占める、少なくとも55
の締約国が批准等した日から30日目に発効されなければならない。

 ［パリ協定第21条］

発効

COP21オフィシャルサイド
イベントにて主催者挨拶を
行うNEDO古川理事長

講演にてイノベーションの重要性
を説くNEDO国吉特命審議役

NEDOがCOP21で実施したサイドイベント

COP21オフィシャルサイドイベント
Low carbon / emission development and growth: 
Towards New Regime from Paris
日本経済団体連合会（経団連）、地球産業文化研究所（GISPRI）、
日本エネルギー経済研究所との共催

ジャパンパビリオンサイドイベント
Creation of Innovation to Strengthen Climate Action
Climate-KIC（EU最大の産学官にわたる気候変動対策イニシアチブ）との共催

How to Innovate Environment Friendly Socio-Systems for
Multi-Benefit Climate Actions
国際連合工業開発機関（UNIDO）との共催

COP21に参加した
NEDO古川理事長
はじめ、欧州事務
所、国際部、京都メ
カニズム事業推進
部のメンバー

nd2
「COP21&JCM」特集



JCMNEDOが世界で実施するJCM事業
Vietnam

病室に導入した高効率性能のインバーターエアコンと全熱交換式換気扇

実証サイトの一つである、ホーチミン市の国営病院

ハノイにて行われた実証機器引渡し式 引渡し式で行われたテープカットの様子

● JCMに係る二国間文書に署名した国に
おいて、温室効果ガス排出削減プロジェ
クトを実施

● JCM実証事業は、優れた低炭素技術／シ
ステムを対象国に導入するプロジェクト
について、MRV方法論を適用し、JCM合
同委員会の審査手続きを活用すること
で、第三者機関より当該事業の温室効果
ガス削減量の検証を得るもの

JCM参加国と事業推進のための会談を実施
捗報告や新たに採択された新規事業の説明を行いま
した。また、2015年11月に新たに16カ国目のJCM署
名国となったタイの政府関係者とは、JCM実証事業の
スキームや今後の展開について協議を行いました。

　COP21では、JCM参加国（二国間文書に署名した
国。2015年12月31日現在16カ国）のうち、現在
NEDOがJCM実証事業を行っているインドネシア、ベ
トナム等の政府関係者と個別に会談を行い、事業の進
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　JCM（二国間クレジッ
ト制度）は、先進国と途
上国とが協力して、途上
国への優れた低炭素・排
出技術、製品、システム、
サービス、インフラ等の
普及や対策により、低炭
素社会の構築を推進す
る仕組みです。そこで実
現した温室効果ガス排
出削減・吸収への貢献を

定量的に評価し、検証された削減または吸収量を、両国が国
際的に表明したそれぞれの温室効果ガス緩和努力の一部と
して使用できるものであり、国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）の第2条に規定される同条約の究極的な目的に
合致するものです。
　これまでUNFCCCの下で、温室効果ガス排出削減の実効性
を高めるための国際的な枠組みとして、COP3で採択された
京都議定書（第一約束期間：2008年～2012年、第二約束期
間：2013年～2020年）がありました。同議定書では、先進国
に温室効果ガスの削減目標を課し、その目標達成の補助的手
段として、市場メカニズムを活用した京都メカニズムが認めら
れています。これにより、自国内での削減が難しい先進国が、
海外で行った排出削減等努力が自国内での削減努力として認
められる道が開け、NEDOも2006年度から日本の削減目標
達成に向けて事業を行ってきました。一方で京都メカニズムに
は、手続きの複雑さ・長期化や、クレジット（排出削減単位）の
移転等に関するさまざまな問題も内包されています。JCMは
こうした問題点を補完すべく、二国間の枠組みによる柔軟性
と、保守性・透明性の担保による地球全体での純削減の実現
をはかれる制度として日本が提唱し、2013年からモンゴルを

皮切りに制度の構築、運用を開始しました。その後、バングラ
デシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、イン
ドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラ
ビア、チリ、ミャンマー、タイの16カ国に広がり、COP21では、
フィリピンもJCMの構築に賛同する覚書に署名し、近い将来
の参加が期待されます。また、COP21で採択されたパリ協定
では、各国が自国の目標（NDC）達成のために、自主的にJCM
のような、国際的な排出削減量の移転を伴う協力を行うこと
が一定の要件の下で認められたことで、JCMの重要性がさら
に高まったといえます。

　JCMを推進する日本の政策
を踏まえて、NEDOでも「地球
温暖化対策技術普及等推進事
業」として、JCM関連事業で低
炭素技術・システムの実証事
業等を2011年度から開始し
ています。ベトナムでは、同国
の省エネルギー法や関連制度
と相まって、病院やホテルでの省エネルギー、インドネシアで
は、エネルギー多消費産業である国営石油会社の石油精製プ
ラントの運用最適化制御、ラオスでは同国のIT政策の中核と
なる国営データセンターの省エネルギー等、各国の政府機関
と協力して、その国の政策上の重要度が高い実証事業を推進
しています。そして、今後、こうした技術の普及による地球規模
での温室効果ガス排出削減を進めることが重要になります。
NEDOでは、そうした観点から案件選定やプロジェクトマネジ
メントを行い、JCMを活用して実証事業を通じて、今後も地球
規模での気候変動問題の解決に取り組んでいきます。

　本事業は、ハノイとホーチミンの二つの国営病院に、高効
率性能のインバーターエアコン約1000台を導入し、エアコ
ン間の効率的な連携を制御するエネルギー・マネジメント・
システムを用いた技術実証と、温室効果ガスの排出削減効
果を検証するプロジェクトです。病院全体の空調の効率化と
ともに、換気の適正化による院内空気質を改善し、「グリーン
ホスピタル」の確立・促進を目指します。なお、エアコンの付
け替え時には、廃棄するエアコンからフロン類を適切に処理
するよう対応し、環境十全性に配慮しています。
　NEDOは2014年8月にベトナム商工省（MOIT:Ministry 
of Industry and Trade）と基本協定書（MOU）を締結し、
本実証事業を開始、2015年11月30日には、日本・ベトナ
ムJCM合同委員会による承認を得て、NEDOの実証事業と
して初めて、JCMプロジェクトに登録されました。今後は、
JCMプロジェクトとして1年間のモニタリング期間を設け、
温室効果ガスの排出削減効果等についてMRV（測定・報
告・検証）を実施し、気候変動の「緩和」への技術的貢献を
明確にします。
　また、本事業では、ベトナム政府の推進する省エネルギー
ラベル制度と連携。病院のように年間を通じて連続した空調
が必要な環境でも、インバーターエアコンの性能評価を適切
に実施できるように、同国のエネルギー鉱山機械工学研究
所／工業試験検査所（TVCI／IEMM）に、平衡式室型熱量測
定装置を導入します。今後は、両病院での省エネルギー効果
の検証に加え、本装置を用いた性能評価を通して、日本が推
進する省エネルギー性能に優れたインバーターエアコンが
ベトナム国内にて普及するよう後押しします。

ベトナム「グリーンホスピタル促進事業」が
JCMプロジェクトとして登録
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J C M  P R O J E C T

途上国とのパートナーシップで低炭素社会の
構築を実現し、気候変動問題の緩和に貢献

京都議定書の第一約束期間の削減目標を達成し、
NEDOも新たな取り組みを推進

JCM実証事業概要

事業内容

COP21で開催された「JCMパートナー国会合」で、JCM署
名国代表とのフォトセッションに臨む丸川環境大臣［左から
4人目］と星野経済産業大臣政務官［左から3人目］

丸川環境大臣にNEDOを紹介する
NEDO古川理事長

タイ代表との会談に臨む京都メカニズム事業推進
部の宇仁菅部長、小林主幹

日本 ホスト国 JCM実証事業

優れた低炭素技術等の
普及や緩和活動の実施

合同委員会で
MRV方法論
を策定

クレジット
温室効果
ガスの排出
削減・吸収量

日本の
削減目標
達成に活用

JCM
プロジェクト

MRV

日本

NEDO

委託先
企業

ホスト国

担当省庁

サイト
企業等

第三者機関 温室効果ガス排出削減量検証

二国間文書

実証事業に係る
協力合意等

プロジェクト実施合意
PPD（プロジェクト設計書）
MRV実施



元素の性質に注目し、日本全体で
戦略的に資源問題に取り組む

元素戦略／希少金属代替材料開発　
第10回合同シンポジウム
2016年2月23日（火）
東京国際フォーラム ホールB5

スマートコミュニティ、石炭火力発電技術の導入を提案

日・インド・イノベーションセミナー
2015年12月11日（金）
インド・ニューデリー

議題のご紹介、アクセス等の詳細情報はこちらから

詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/EF_100055.html

http://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_100440.html

　今から約10年前の2004年に、元素の性質に注目し戦略的
に資源問題に取り組もうと、日本の物質科学者が「元素戦略」と
いう概念を世界に先がけて提唱しました。これを契機に、内閣
府・文部科学省・経済産業省・JST・NEDOは府省の枠を超えて
相互に連携し、NEDOでは「希少金属代替材料開発プロジェク
ト」をはじめとするさまざまなプロジェクトを行うなど、産学官の
取り組みを実施しています。これらを通じて、日本は、研究開発
から実用化に至るまでの国際的な優位性を保ち続けています。
　第10回という区切りを迎えた本シンポジウムでは、これらの
研究プロジェクトの成果や意義を振り返り、現在の資源問題を
踏まえて今後のあるべき材料開発についての議論を深めます。

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

　2015年12月11日、安倍総理大臣のインド訪問に伴い、
「日・インド・イノベーションセミナー（Japan-India Innovation 
Seminar）」がインドの首都ニューデリーで開催され、NEDO
古川理事長が「日本の質の高いインフラとインドへの貢献」
のセッションで講演しました。古川理事長は、電力供給とエ
ネルギー・環境問題の解決との両立といったインドが直面す
る課題について、NEDOの取り組みをアピールしました。翌
日に行われた日印首脳会談の結果を踏まえて発表された
共同声明（日印ヴィジョン2025特別戦略的グローバル・
パートナーシップ）には、NEDOがインド国内で実施する事
業の進展について、歓迎の意が記されました。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌 「Focus 
NEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関する
さまざまな事業や技術開発について、ご紹介します。 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更のご依頼はこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　「Focus NEDO」編集担当宛
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や、NEDOの最新の成果や活動などをお知らせするメール配信サービス（無料）を行っています。
ぜひご登録ください。
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える［フォーカス・ネド］

NEDOのイベントスケジュール

CALENDAR
注目のイベントをピックアップ
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E V E N T  R E P O R T

フ
ォ
ー
カ
ス
・
ネ
ド
 N
o.59

 January 2016
発
行
：
国
立
研
究
開
発
法
人
 新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

〒
212-8554  神

奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
1310  ミ

ュ
ー
ザ
川
崎
セ
ン
ト
ラ
ル
タ
ワ
ー
17階

  TEL.044-520-5152 FA
X
.044-520-5154  E-m

ail：
ko
u
h
o
u
@
m
l.n
ed
o
.go
.jp

編
集
：
広
報
部
　
編
集
長
：
川
越
恵
子

制
作
：（
株
）サ
ン
ポ
ス
ト

4
月

●バリアフリー2015
●レーザーEXPO 2015
●日印エネルギーフォーラム
2015“カンファレンス”

5
月

6
月

●Interop Tokyo 2015
●科学ジャーナリスト世界会議
●スマートコミュニティJapan 2015／
スマートコミュニティサミット2015

7
月

●第10回再生可能
　エネルギー世界展示会

8
月

●イノベーション・ジャパン
2015～大学見本市＆

　ビジネスマッチング～
●NEDOフォーラム2015
　in 中部・四国

9
月

●日印エネルギーフォーラム
2015“エキシビション”

●NEDOフォーラム2015
　in 九州

10
月

●Innovation for Cool 
Earth Forum（ICEF）

●CEATEC JAPAN 2015
●第42回国際福祉機器展 
　H.C.R. 2015
●BioJapan 2015
●第3回TOKYOイノベーション
　リーダーズサミット
●創エネ・あかりパーク2015

11
月

●INCHEM TOKYO 2015／
　ECO-MAnufacture

12
月

●2015国際ロボット展
●SEMICON Japan 2015

1
月

●nano tech 2016
● InterAqua 2016

昨年度実施した第9回の会場の様子

上：講演するNEDO古川理事長   下：セミナー登壇者

2
月

●元素戦略／
　希少金属代替材料開発
　第10回合同シンポジウム

3
月

●ISGAN ExCo11及び
　ワークショップ
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