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「キガリ改正」基準と比較して避けられる昇温

2

1974年以来の弗化物ガス排出削減の収益
=現状の二酸化炭素による昇温

2016年「モントリオール議定書」はHFCを削
減することで合意している

「キガリ改正」は2050年までに80ギガトンの
二酸化炭素当量を回避し、2100年までに
最大0.5℃の温暖化を回避するとしている



エネルギー効率の向上による冷房エネルギー使用への影響は
迅速かつ実質的
2050グローバル建物の冷房エネルギー予測

Source: IEA



環境配慮型効率的な冷房を実現することの重要性

◆冷房製品は人々の幸福な生活のニーズと消費の高度化を満たす重要

な端末消費財であり、冷房エネルギーの総量が高く、成長率が速く、省

エネ・CO2排出削減の潜在力が大きい。クーリング産業は生産、消費各

分野ををカバーしている。

◆クーリング産業は中国製造業の重要な構成部分であり、家庭用エアコン

の生産量は全世界の80%以上を占め、電気冷蔵庫の生産量は60%以上

を占め、クーリング産業の年間生産額は8000億元に達している。

◆冷房用電力量は中国社会全体の15%以上を占め、年平均増加率は約

20%で、主要な冷房製品の省エネスペースは30-50%に達している。

◆国のグリーン発展戦略の推進及び国の気候変動対策戦略の実現の重

要な構成部分である。



◆ 2016年、各国は「モントリオール議定書」キガリ改正に合意し、ハイドロフルオロカーボン

（HFCs）の削減と冷房エネルギー効率の向上を求めた。

◆ 2018年、IEAは「冷房の未来」報告を発表し、冷房製品のエネルギー効率を持続的に向上さ

せることで、2050年に2兆8000億キロワット時の省エネを実現できる見込みであり、現在の

EU地域の電力消費量の合計に相当することを明らかにした。

◆ 2019年3月に習近平総書記がマクロン大統領と共同で発表した「多国間主義の共同擁護、

グローバルガバナンスの整備に関する共同声明」は、「ハイドロフルオロカーボンの削減に

関する『モントリオール議定書』キガリ改正の承認と実行を共同で推進し、クーリング業界の

エネルギー効率基準の引き上げを推進する」と明記している。

◆ 2019年11月には、 「中国とフランスの生物多様性の保護と気候変動に関する北京イニシア

チブ」は、「『モントリオール議定書』のキガリ改正を速やかに批准し、執行する。キガリ改正

は今世紀末には摂氏0.4度の温度上昇を防ぎ、エアコンとその他の冷房装置のエネルギー

効率を高めるための協調的な取り組みによって、排出削減、公衆衛生、食糧安全などの環

境への効果を高めることができることを認識している。また、グローバルなクーリング業界の

エネルギー効率を向上させるためのアクションを実行する。」

環境配慮型効率的な冷房を実現することの重要性



2022 年

家庭用エアコン、個
別分散型空調システ
ムなどの冷房製品の
市場エネルギー効率
が30%以上向上

環境配慮型効率的な
冷房製品の市場シェ
アが20%増加

年間約1000億キロ
ワット時の節電を実
現

2030 年

大規模な公共施設の
冷房エネルギー効率
が30%向上し、冷房全
体のエネルギー効率
が25%以上向上

環境配慮型効率的な
冷房製品の市場シェ
アが40%以上増加

年間約4000億キロ
ワット時の節電を実現

環境配慮型効率的な冷房アクション·プラン

基準リードの強化

環境配慮型効率的な冷房製品
供給の向上

環境配慮型効率的な冷房消
費の促進

冷房分野の省エネ改造の強化

国際協力の深化



環境配慮型効率的な冷房製品の市場転換には、効
果的なインセンティブが必要

• 住民が環境配慮型効率的な冷房製品を購入し、古くなった非効率的な
冷房製品を更新交換できるよう支援する。小売企業、電子商取引プ
ラットフォームがグリーン製品販売特別区を開拓し、環境配慮型効率
的な製品を集中的に展示、販売するよう奨励する。

「省エネ補助金」「古
いものを省エネに変
える」ことを奨励する

• 省エネ·環境保護製品の政府調達制度を改善し、政府のグリーン調達
範囲を拡大し、環境配慮型効率的な革新製品の政府調達支援を強化
する。

政府調達が率先し
て垂範する

• 「企業グリーン購入ガイド（試行）」を普及させ、大口購入企業が省エネ
の自発的承諾、普及提唱に参加するなどの方式環境配慮型効率的な
冷房製品の購入比率を引き上げることを奨励する。

グリーン·サプライ·
チェーンと購買計画
を組合せる



建物とインフラストラクチャは冷却システムのエネル
ギー効率を向上させるための主な戦場

中央式空気
調和装置

公共機関、大型公共建設、地下鉄、空港などの重点分野で非効率な設備の更新と淘汰を支援し、スマー
ト管理制御、管路の最適化、エネルギー回収、蓄熱・蓄冷、自然冷媒、多能相補、自然換気などの技術を
活用して改造・高度化を実施する。

データセン
ター

設備の配置、冷却構造、周辺保護構造などの面での最適化と高度化を強化し、液体冷却サーバ、ホット
パイプの背板、間接式蒸発冷房、局所空調機、自動スプレーなどの高効率冷却システムの使用を奨励し、
場所によっては自然冷房などの冷房方式を採用する。

団地冷房 条件の整った場所の商業集積区、大学パーク区、集中行政センター、レジャーリゾートなどの冷房需要が
大きく、負荷が集中する団地の選択を支援し、全体的に冷房供給改造案を設計し、冷房供給サービスの
委託管理、冷房量による料金徴収、冷房需要とエネルギー効率性能保障契約などのビジネスモデルの
採用を模索する。

コールド
チェーン物流

農産物、食品、医薬などの分野で、コールドチェーン物流のリーディングカンパニーがグリーン高効率冷
蔵庫、冷蔵ショーケース、商用冷凍庫、冷蔵車、冷蔵倉庫などの冷房設備と施設を集中的に交換し、エネ
ルギー管理コントロールセンターを設立し、IoT、温（湿）度の正確なコントロールなどの技術を活用し、コ
ストと腐敗損失率の両方の低下を実現することを支援する。

高効率冷房省エネ改造事業は、中央予算内の生態文明建設へ
の投資資金の主な支援範囲に含まれる。投資総額の15%を超え
ず、1件当たりの補助金額は2000万元を超えない（2020年）。



相関性 挑戦と障害

グリーン金融政策の定
着は難しい

• グリーン金融サービス政策はクーリング業界の投融資を保障するた
めの具体的な操作案と測定基準を欠いている。

冷房サービス業界の
グリーンファイナンス
は限られている

• 冷房サービス業界の融資源の大部分は内部資金と銀行融資で、融
資ルートは狭い。

省エネサービス会社は、
資金調達において大き
なプレッシャーを受け
る

• 大部分が中小規模企業で、内部資金が限られており、大規模な冷却
システムの改造プロジェクトを実施するのが困難である。

• 「軽資産」の特徴は、有効な担保品の提供が困難であり、その貸付
能力を制限している。

• 冷却システム改造の収益には不確実性があり、投資回収期間が長く、
銀行から「高リスク」産業と見なされている。

先行投資が高く、収益
が不確実であるため、
ユーザーと銀行はグ
リーン業界への融資に
「配慮している」

• 効率的な冷房製品の投入は先行コストが高く、冷却システムの改造·
アップグレードの動力が不足している。

• 効率的なクーリング業界の投融資収益の不確定性、収益の測定に
統一した規範化基準がない。

• 有効な担保メカニズムが欠如しており、規範化されたリスク管理措置
が欠如している。

金融メカニズムとビジネスモデルの革新は、冷房エネル
ギー効率の向上を推進する鍵



1. 「スーパーコントラクトエネルギー管理モデル（Super EPC）」

2. 「特別なプロジェクト統合メカニズム（Special Purpose Vehicle）」

3. 結果指向型ローン（Result-Oriented Loan）」などの仕組み

アジア開発銀行-寧波冷房エネルギー効率技術支援及び貸付プロジェクト

革新的な冷房エネルギー効率融資モデル



1. 革新的なマーケティング·メカニズム LaaS/CaaS
2. 統合/エネルギーサービスのホスティング

3. 生産型サービス/サービス型製造

• 消費者がどれだけの冷房量を使っているか、直接支払い、使用状況を視覚

化し、節約意識を生む

• 消費者は専用のメンテナンス部門を用意する必要はなく、サービスプロバイ

ダが専門的なメンテナンスを担当する

• サービスプロバイダは、運用コストを削減するために、高度で効率的なテクノ

ロジーを採用する動力がある

サービスプ
ロバイダ

エンドユー
ザー

単位冷房費用
X

実際の用量

出資者

将来のメ
リットキャッ
シュフロー

プロジェクト
資金

冷房サービス



さらに推進する必要がある：

「環境配慮型効率的な冷房」の全面的な実行

環境配慮型効率的な冷房製品の製造をグリーンボンドのサポート範囲に含めることを模
索する

効率的な冷房製品のラベル情報を整備し、グリーンファイナンスのサポートを容易にする

冷房、エアコンシステムのエネルギー効率を向上させる融資事業について、冷房サービ
スを利用した委託管理、冷房量に基づく料金徴収、冷房需要とエネルギー効率性能保
障契約などのビジネスモデルを模索する

廃エアコン冷凍設備、冷媒回収の市場化メカニズムの構築を模索する



中国冷房エネルギー効率プロジェクト

中国の冷房エネルギー効率プロジェクトは、冷房エネルギー効率の向上、国の省
エネ·CO2排出削減目標の達成、および大気質の向上と高品質の発展など、さまざ
まな面での相乗効果を実現するように設計されている。プロジェクトの主な目的は
次のとおりである。

• 国の環境配慮型効率的な冷房アクション·プランの研究、発表、および実施を支
援する。

• 国家第14次5カ年計画、中国の国家自主的貢献、「パリ協定 (気候変動) 」と
「モントリオール議定書」の履行を支援する。

• 中国の冷房設備のエネルギー効率基準は世界トップとなり、基準は主要冷房
分野をカバーしている。

• 超高効率と環境配慮型冷房設備の国内と国際市場シェアを拡大する。



二重戦略

有害冷媒の市場投
入を阻止する

HFCの生産と消費を
段階的に減少させ
る

エネルギー効率に優
れた冷房機能により、
二酸化炭素排出量を
削減するよう設計さ
れる

従来の高コスト、高排
出システムを、より低
コストのクリーンなテク
ノロジに置き換えるよ
うに設計される

ハイドロクロロフルオロカーボン
（HCFC）や高温室効果ハイドロフ
ルオロカーボン（HFC）に代わる
気候に優しい冷媒

エアコン、冷房などの機器
のエネルギー効率を大幅
に向上

✚



重点分野

2017-2019 2020-2023

政策

基準

国内市場

1. 国の環境配慮型効率的な冷房ア
クション·プラン

2. HFCおよび冷房エネルギー需要
予測シナリオ解析

1. ルームエアコンのエネルギー効率
基準

2. 個別分散型空調システムのエネ
ルギー効率基準

1. 公共機関冷房エネルギー効率の向上
2. 地方冷房対策パイロットスタディー
3. 市場転換のプロモーション

1. 国家案の実施を推進する
2. 第14次5カ年計画と国家の自助貢

献を支える
3. F-GAS Phase-downの推進

1. 公共機関冷房エネルギー効率の向
上と冷却システムの省エネ改造

2. 融資とビジネスモデルの革新

1. 低温空気源ヒートポンプ
2. ユニットクーラー
3. 冷凍冷蔵庫
4. 自動車用エアコンのエネルギー効

率と冷媒の排出

1. 輸出品のエネルギー効率に関する調査と
情報開示

2. エネルギー効率基準の国際/地域比較
3. 二国間および多国間の冷房エネルギー効

率に関する対話の実施（中印、中仏など）

1. 「一帯一路」環境配慮型効率的な冷
房活動イニシアティブ

輸出



エネルギー財団

持続可能なエネルギーの推進による中国と世界の繁栄·発展と気候安全の促進

1
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7つのプロジェクト分野:電力、工業、交通、都市、環境管理、低炭素シフト、戦略伝播
6つの総合作業グループ:中国の中長期低炭素発展戦略、一帯一路、二軌協力、大
気質、都市化、電化

戦略伝播プロ
ジェクト
クリーン電力プ
ロジェクト
交通プロジェクト

低炭素都市プロ
ジェクト
低炭素シフトプ
ロジェクト
工業省エネプロ
ジェクト
環境管理プロ
ジェクト
建築省エネプロ
ジェクト
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