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炭素市場エクスプレス メールマガジン 第 43 号（2020 年 1 月 24 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 プロジェクト紹介動画を公開しました。
[2] JCM 提案プロジェクト（タイ）「Introduction of 0.95 MW Rooftop Solar Power System in
Cigarette Lighter Factory」ならびに「Introduction of 0.97 MW Rooftop Solar Power System
for Fishery Net Factory」へのパブリック・コメント（2020 年 1 月 7 日～2020 年 2 月 5 日）
[3] 日・インドネシア合同委員会による決裁
[4] JCM 提案プロジェクト（インドネシア）「Installation of Solar Power System and Storage
Battery to Commercial Facility」ならびに「Introduction of Absorption Chiller to Chemical
Factory」へのパブリック・コメント（2020 年 1 月 15 日～2020 年 2 月 13 日）

◆２．政府機関の発表
[1] 第 7 回 JCM パートナー国会合を開催しました（環境省）
[2] 国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）、京都議定書第 15 回締約国会議
（CMP15）及びパリ協定第 2 回締約国会合（CMA2）の結果について（環境省）
[3] インドネシアにおける二国間クレジット制度（JCM）のクレジット発行について（環境省）
[4] インドネシアにおける二国間クレジット制度（JCM）プロジェクトのクレジットが発行されまし
た！（経済産業省）
[5] インドネシアで実施した 3 実証事業により JCM プロジェクトとしてクレジット発行 －合計
26,541t のクレジットを日本政府が獲得－（NEDO）

◆１．事務局からのお知らせ――――――――――――――――――――――――――――
[1] JCM プロジェクト紹介動画を公開しました。

JCM のベネフィットを紹介する動画を作成しました！動画の中では、モンゴルにおけるソーラーシ
ェア案件、ベトナムにおける高効率アモルファス変圧器案件、コスタリカにおける大規模太陽光発
電案件を取り上げています。
【JCM 紹介動画はこちらよりご覧いただけます】
⇒ https://www.facebook.com/jcm.oecc/ （炭素市場エクスプレス Facebook ページ）
投稿・ページへの「いいね！」お待ちしております。さらに「シェア」“友達”にもご紹介ください。

[2] JCM 提案プロジェクト（タイ）「Introduction of 0.95 MW Rooftop Solar Power System in
Cigarette Lighter Factory」ならびに「Introduction of 0.97 MW Rooftop Solar Power System
for Fishery Net Factory」へのパブリック・コメント（2020 年 1 月 7 日～2020 年 2 月 5 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
[3] 日・インドネシア合同委員会による決裁
日・インドネシア合同委員会は第 9 回合同委員会での決定に沿って、クレジットの発行に関する
決定を採択しました。
[4] JCM 提案プロジェクト（インドネシア）「Installation of Solar Power System and Storage
Battery to Commercial Facility」ならびに「Introduction of Absorption Chiller to Chemical
Factory」へのパブリック・コメント（2020 年 1 月 15 日～2020 年 2 月 13 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

◆２．政府機関の発表―――――――――――――――――――――――――――――――
[1] 第 7 回 JCM パートナー国会合を開催しました（環境省）
12 月 13 日（現地時間 12 日）、スペインのマドリードで開催された「気候変動に関する国際連合
枠組条約締約国会議第 25 回会合（COP25）」の日本パビリオンで、「第７回 JCM パートナー国
会合」を開催しました。
【環境省による報道発表はこちらをご覧ください】

⇒ http://www.env.go.jp/press/107559.html
[2] 国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）、京都議定書第 15 回締約国会議
（CMP15）及びパリ協定第 2 回締約国会合（CMA2）の結果について（環境省）
12 月 2 日から 15 日まで、スペイン・マドリードにおいて、国連気候変動枠組条約第 25 回締約国
会議（COP25）、京都議定書第 15 回締約国会合（CMP15）、パリ協定第 2 回締約国会合
（CMA2）が行われました。我が国からは、小泉環境大臣、外務・経済産業・環境・財務・文部科
学・農林水産・国土交通各省の関係者が出席しました。
【環境省による報道発表はこちらをご覧ください（詳細資料あり）】
⇒ http://www.env.go.jp/press/107538.html
[3] インドネシアにおける二国間クレジット制度（JCM）のクレジット発行について（環境省）
１月 10 日、日本とインドネシアの間で実施される二国間クレジット制度（JCM）の下、３件のプロジ
ェクトからクレジットの発行が決定されました。今回発行が決定されたクレジットの量は合計で
17,673 トンであり、日本政府として 8,837 トンのクレジットを獲得しました。
【環境省による報道発表はこちらをご覧ください】
⇒ https://www.env.go.jp/press/107392.html
[4] インドネシアにおける二国間クレジット制度（JCM）プロジェクトのクレジットが発行されまし
た！（経済産業省）
1 月 17 日、JCM 署名国であるインドネシアとの間で、JCM プロジェクトとしてクレジット発行（合
計：37,836t）されました。2013 年に同国との間で JCM を開始して以来、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）の実証事業としてインドネシア初のクレジット発行とな
ります。
【経済産業省によるニュースリリースはこちらをご覧ください】
⇒ https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200120004/20200120004.html
[5] インドネシアで実施した 3 実証事業により JCM プロジェクトとしてクレジット発行 －合計
26,541t のクレジットを日本政府が獲得－（NEDO）
NEDO が 2013 年度から 2018 年度までインドネシアにおいて実施した 3 つの実証事業につい
て、温室効果ガス排出削減・吸収を促進する二国間クレジット制度（JCM）プロジェクトとして、クレ
ジットが発行されました。2013 年に JCM を開始して以来、同国との間で NEDO の実証事業とし
て初のクレジット発行となります。

日本とインドネシアの間で実施される JCM 合同委員会によって承認され、合計 CO2 排出量
37,836t のクレジットが発行され、日本の貢献分として、うち 26,541t を日本政府が獲得しました。
【NEDO によるニュースリリースはこちらをご覧ください】
⇒ https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101271.html

◎●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。

