――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
炭素市場エクスプレス メールマガジン 第 38 号（2019 年 9 月 30 日発行）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは、炭素市場エクスプレス事務局です。
本メールマガジンは、炭素市場に関する最新の動向や国内外のイベント情報等についての情報
を毎月 2 回程度配信しています。
下記リンクもあわせてご覧ください。
ホームページ

https://www.carbon-markets.go.jp/

Facebook

https://www.facebook.com/jcm.oecc/

二国間クレジット制度（JCM）https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/index.html
◇トピックス―――――――――――――――――――――――――――――――――
◆１．事務局からのお知らせ
[1] JCM 提案方法論（ミャンマー）「Installation of Energy-efficient Refrigerators Using
Natural Refrigerant at Cold Storage」、「Energy Saving by Introduction of High Efficiency
Once-through Boiler」、「Installation of rice husk power plant in Ayeyarwady region」へのパブ
リック・インプット（2019 年 9 月 13 日～2019 年 9 月 27 日）
[2] JCM 提案プロジェクト（タイ）「Introduction of Heat Recovery Heat Pumps to a Chicken
Slaughtering Plant in Thailand」へのパブリック・コメント（2019 年 9 月 19 日～2019 年 10 月
18 日）
[3] JCM 提案方法論（インドネシア）「Electricity generation by rehabilitation of run-of-river
hydro power generation system(s) in Indonesia」へのパブリック・コメント（2019 年 9 月 20 日
～2019 年 10 月 4 日）
[4] 10 月 3 日（木）に JCM マッチングイベントをモンゴル・ウランバートルで開催します！

◆２．関連ニュース
[1] 【開催報告】アジア太平洋気候ウィーク（APCW）でのサイドイベント開催 ～二国間クレジッ
ト制度（JCM）を通じた NDC への貢献度～（タイ、バンコク）（IGES）
[2] 【開催報告】タイ国内の第三者機関向け JCM トレーニングワークショップ（IGES）

[3] 【開催報告】JCM ワークショップ in カンボジア -NDC と SDGs 達成に向けた JCM の貢
献（IGES）

◆１．事務局からのお知らせ――――――――――――――――――――――――――――
[1] JCM 提案方法論（ミャンマー）「Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural
Refrigerant at Cold Storage」、「Energy Saving by Introduction of High Efficiency Oncethrough Boiler」、「Installation of rice husk power plant in Ayeyarwady region」へのパブリック・
インプット（2019 年 9 月 13 日～2019 年 9 月 27 日）
JCM 提案方法論（ミャンマー）「Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural
Refrigerant at Cold Storage」、「Energy Saving by Introduction of High Efficiency Oncethrough Boiler」、「Installation of rice husk power plant in Ayeyarwady region」へのパブリック・
インプット（2019 年 9 月 13 日～2019 年 9 月 27 日）を開始しました
【ミャンマーにおける最近の動向はこちらをご覧ください】
⇒

https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/myanmar.html （炭素市場エクスプレス

ホームページ）

[2] JCM 提案プロジェクト（タイ）「Introduction of Heat Recovery Heat Pumps to a Chicken
Slaughtering Plant in Thailand」へのパブリック・コメント（2019 年 9 月 19 日～2019 年 10 月
18 日）
JCM 提案プロジェクト（タイ）「Introduction of Heat Recovery Heat Pumps to a Chicken
Slaughtering Plant in Thailand」へのパブリック・コメント（2019 年 9 月 19 日～2019 年 10 月
18 日）を開始しました
【タイにおける最近の動向はこちらをご覧ください】
⇒

https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/thailand.html （炭素市場エクスプレスホ

ームページ）

[3] JCM 提案方法論（インドネシア）「Electricity generation by rehabilitation of run-of-river
hydro power generation system(s) in Indonesia」へのパブリック・コメント（2019 年 9 月 20

日～2019 年 10 月 4 日）
JCM 提案方法論（インドネシア）「Electricity generation by rehabilitation of run-of-river hydr
o power generation system(s) in Indonesia」へのパブリック・コメント（2019 年 9 月 20 日～2
019 年 10 月 4 日）を開始しました
【インドネシアにおける最近の動向はこちらをご覧ください】
⇒

https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/indonesia.html （炭素市場エクスプレス

ホームページ）

[4] 10 月 3 日（木）に JCM マッチングイベントをモンゴル・ウランバートルで開催します！
一般社団法人海外環境協力センター（OECC）は、モンゴル国エネルギー規制委員会（ERC）及
び日本国環境省と共催で、2019 年 10 月 3 日にウランバートルにおいて、JCM マッチングイベン
トを開催いたします。
【イベントの詳細はこちらをご覧ください】
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jp_info/jp_info_event/y-2019/matching-event-2019100
3/ （炭素市場エクスプレス）

◆２．関連ニュース――――――――――――――――――――――――――――――――
[1] 【開催報告】アジア太平洋気候ウィーク（APCW）でのサイドイベント開催 ～二国間クレジット
制度（JCM）を通じた NDC への貢献度～（タイ、バンコク）（IGES）
二国間クレジット制度（JCM）を通じた低炭素技術の普及拡大を目指し、公益財団法人地球環境
戦略研究機関（IGES）は、日本の環境省と共催で、2019 年 9 月 4 日に JCM サイドイベント「JCM
を通じた NDC への貢献度‐パリ協定に基づく JCM の拡大‐」をアジア太平洋気候ウィーク開催
期間中にタイ・バンコクで開催しました。環境省は、開発途上国における JCM の実施を強化する
ために、世界銀行グループおよびアジア開発銀行と協力しています。
【IGES による開催報告はこちらをご覧ください】
⇒ https://iges.or.jp/jp/events/20190904

[2] 【開催報告】タイ国内の第三者機関向け JCM トレーニングワークショップ（IGES）
公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、タイ温室効果ガス管理機構 (TGO)と共催で、
2019 年 9 月 5 日に二国間クレジット制度（JCM）の下でタイ国内第三者機関のキャパシティビル
ディング向上のため、タイ・バンコクでワークショップを開催しました。タイ温室効果ガス管理機構
は国内の JCM 資金支援事業に関する最新情報、採択された JCM プロジェクトの現在の進捗状
況を紹介しました。IGES の研究員からは CDM と JCM の違いや JCM プロジェクトのベリフィケ
ーションとバリデーションに関係するガイドラインを説明し、現地の第三者機関に JCM 方法論の
理解を深めるため、方法論の技術要件、モニタリングパラメータについて発表しました。また、第
三者機関の専門家らが実際の PDD、モニタリング計画書、モニタリングレポートなどを使用し、ベ
リフィケーションとバリデーションの演習を行いました。民間セクターおよび政府機関からの参加者
は、JCM の下でのベリフィケーションとバリデーションの新事業について白熱した議論を行いまし
た。
【IGES による開催報告はこちらをご覧ください】
⇒ https://iges.or.jp/jp/events/20190905

[3] 【開催報告】カンボジアにおける二国間クレジット制度（JCM）の実施に関するセミナー（カンボ
ジア）（IGES）
公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、カンボジア持続可能な開発評議会事務局
（General Secretariat of National Council for Sustainable Development：NCSD）と共催で、
2019 年 9 月 9 日にカンボジア・プノンペンにて JCM ワークショップを開催しました。
本ワークショップでは、カンボジアにおける低炭素発展のさらなる普及に向けて、JCM の最新情
報の共有と、NDC や SDGs への貢献に対する理解を深めることを目的として実施されました。
IGES 研究員からは「JCM の最新動向と設備補助事業」、「JCM を通したカンボジアの NDC への
貢献」、「JCM を通した SDGs への貢献」に関する発表を行いました。カンボジア側からは JCM に
関する諸手続きの説明、今後の案件形成への期待、さらに SDGs を達成するためのカンボジア
の取り組みについて説明が述べられました。また既にカンボジアで JCM 資金支援事業を活用し
具体的なプロジェクトを実施している民間企業の代表として、メタウォータ株式会社より水処理施
設へのポンプ導入プロジェクトの実施で得られた知見が共有されました。
本ワークショップには、政府機関関係者や民間事業者を中心に約 45 名が参加し、今後のカンボ
ジアにおける JCM の発展について活発な議論が行われました。

【IGES による開催報告はこちらをご覧ください】
⇒ https://iges.or.jp/jp/events/20190909

◎●お問い合わせについて――――――――――――――――――――――――――――
炭素市場エクスプレスでは、二国間クレジット制度（JCM）や国際的な市場メカニズムに関する情
報を提供しております。
JCM の制度や仕組み、プロジェクトの実施、クレジットの活用及び市場メカニズムの動向等につい
て、下記ページよりお気軽にご相談ください。
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/contact/
メールマガジン登録内容変更もしくは配信停止ご希望の方は、下記ページより手続きください。
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/newsletter/

◎●発行・編集―――――――――――――――――――――――――――――――――
炭素市場エクスプレス事務局
一般社団法人海外環境協力センター（OECC）
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-25-33 NP 御成門ビル 3 階
URL: https://www.carbon-markets.go.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.carbon-markets.go.jp/contact/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※このメールの記載内容の無断転載、無断複製を禁じます。

