
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

炭素市場エクスプレス メールマガジン 第 40号（2019年 10月 25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．新着コラム！ 

[1] モンゴル・ウランバートルにて JCMマッチングイベントを開催しました 

 

◆２．事務局からのお知らせ 

[1] JCM提案方法論（インドネシア）「Introduction of Absorption Chiller」へのパブリック・コメン

ト（2019年 10月 11日～2019年 10月 25日） 

 

◆３．政府機関の発表 

[1] 国連気候変動枠組条約第 25回締約国会議閣僚級準備会合（プレ COP）の結果について

（環境省） 

 

[2] アジア開発銀行の二国間クレジット制度日本基金を活用した「健康サービスへのアクセス

性改善プロジェクト」（モンゴル）の承認について（環境省） 

 

[3] ベトナム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．イベント・セミナー情報 

 [1] JCMワークショップ（ミャンマー・ヤンゴン開催）参加登録受付中！ 

 

[2] 【開催案内】JCM設備補助事業シンポジウム 2019（東京・大阪） 

 

◆５．関連ニュース 

[1] 【開催報告】バングラデシュにおける JCMワークショップ ~プロジェクトの促進に向けて~ 

https://www.carbon-markets.go.jp/
https://www.facebook.com/jcm.oecc/
https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/index.html


 

[2] 【開催報告】ベトナム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 

 

 

 

◆１．新着コラム！―――――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] モンゴル・ウランバートルにて JCMマッチングイベントを開催しました 

2019 年 10 月 3 日（木）に、モンゴルにおける二国間クレジット制度（JCM）のさらなる普及と発展

に向け、日本企業とモンゴル企業をマッチングするイベントが、モンゴル環境観光省と一般社団法

人海外環境協力センターの主催にて開催されました。モンゴル側からは、金融機関、電力事業者、

機関投資家、熱供給事業者等が参加しました（出席者数：約 150 人）。テレビ局等のマスコミも多

数集まり… 

 

【コラムの続き・写真などはこちらからご覧ください】 

⇒ 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。 

 

【こちらでもご覧いただけます】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/columns/ （炭素市場エクスプレスホームページ） 

 

 

◆２．事務局からのお知らせ―――――――――――――――――――――――――――― 

[1] JCM提案方法論（インドネシア）「Introduction of Absorption Chiller」へのパブリック・コメント

（2019年 10月 11日～2019年 10月 25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 

 

 

◆３．政府機関の発表――――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] 国連気候変動枠組条約第 25回締約国会議閣僚級準備会合（プレ COP）の結果について 

10月 8日（火）～10日（木）にコスタリカ・サンホセにて国連気候変動枠組条約第 25回締約国会

議閣僚級準備会合（プレ COP）が行われましたので、お知らせいたします。 

 

【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/107331.html 

https://www.facebook.com/jcm.oecc/
https://www.carbon-markets.go.jp/columns/
https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/indonesia.html
https://www.env.go.jp/press/107331.html


 

[2] アジア開発銀行の二国間クレジット制度日本基金を活用した「健康サービスへのアクセス性

改善プロジェクト」（モンゴル）の承認について 

アジア開発銀行（ADB）は 10 月 11 日、二国間クレジット制度（JCM）日本基金を活用した第五号

案件として、モンゴルのウランバートル市の Khan-uul 地区病院等に高効率暖房・換気・空調

（HVAC）システム、高断熱窓及び屋根敷太陽光発電等を導入するプロジェクトを承認しました。 

環境省は、先進的な低炭素技術のアジア途上国への普及を促すため、平成 26年度から ADBに

JCM日本基金を設置し、JCMでのクレジット化を進めています。 

今後、環境省と ADBは、モンゴル政府と連携し、本プロジェクトの JCMプロジェクト登録に向けた

手続を進めていく予定です。 

 

【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/107316.html 

 

[3] ベトナム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 

10 月 11 日、日本とベトナムの間で実施される二国間クレジット制度（JCM）の下、２件のプロジェ

クトからのクレジット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 2,505

トンであり、日本政府としてその内 1,253 トンのクレジットを獲得しました。 

今後も、優れた低炭素技術等による世界全体の温室効果ガスの排出削減を実現するため、二国

間クレジット制度をより一層推進していきます。 

 

【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/107082.html 

 

 

◆４．イベント・セミナー情報――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] JCMワークショップ（ミャンマー・ヤンゴン開催）参加登録受付中！ 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、ミャンマー天然資源環境保全省（MONREＣ）と

共催で、2019 年 11 月 4 日にミャンマー・ヤンゴンにて二国間クレジット制度（JCM）のワークショ

ップを開催いたします。本ワークショップではミャンマーにおける低炭素技術のさらなる普及に向け

て、JCM の最新情報の共有とビジネスマッチメイキングが予定されております。ミャンマー政府機

関、日本企業、日系現地法人や現地企業等の参加を見込んでおります。参加をご希望の方はぜ

ひ下記フォームよりご登録いただきますようお願いいたします。 

 

▼ワークショップ参加登録ページ（10月 30日締め切り） 

https://forms.gle/Q9rNNj2BZiG4LXBb8 

https://www.env.go.jp/press/107316.html
https://www.env.go.jp/press/107082.html
https://forms.gle/Q9rNNj2BZiG4LXBb8


 

また本ワークショップにおけるビジネスマッチングは、JCMビジネスマッチングサイト「JCM Global 

Match」での事前マッチングが成立した企業様同士を優先的にご案内いたします。まだ登録がお

済み出ない方はこの機会にぜひご登録いただきますようお願いいたします。 

 

▼「JCM Global Match」登録ページ 

https://gec.force.com/JCMGlobalMatch/s/registration 

 

「JCM Global Match」(2019 年 7月 19日サービス開始)では、JCM設備補助事業（補助率上限

50%、1 件当たりの補助金交付額の目安は 5 千万円以上 20 億円以下）に関心のある日本企業

（セラー）と海外企業（バイヤー）を、事前の登録情報に基づき自動的にマッチングでき、海外で開

催される JCM セミナー等での商談会の予約を行うことができる他、金融機関やコンサルタント等

の参加も可能です。本サービスはどなたでも無料でご利用いただけますので、ぜひご登録くださ

い。 

 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES） 

気候変動とエネルギー領域 

 

【当日のアジェンダ案はこちらからご覧ください】 

⇒  https://www.facebook.com/jcm.oecc/ （炭素市場エクスプレス Facebookページ） 

 

[2] 【開催案内】JCM設備補助事業シンポジウム 2019（東京・大阪） 

公益財団法人地球環境センターでは、二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism：JCM）

に関する環境省の取り組みの紹介や「JCM 設備補助事業」の成果報告等を行う「JCM 設備補助

事業シンポジウム 2019」を下記のとおり東京・大阪にてそれぞれ開催いたします。 

今回のシンポジウムでは、JCM を通じた環境インフラ構築に向け、多様な資金スキームとの連携

やビジネスマッチング支援ツール「JCM Global Match」の活用等を通じた案件形成・展開をテー

マとし、関係者による講演や事業紹介、パネルディスカッション等を行います。JCM 設備補助事業

についてご関心のある方、活用をご検討中の皆様は、奮ってご参加頂きますようお願いいたしま

す。 

 

【GECによる開催案内はこちらをご覧ください】 

⇒ http://gec.jp/jcm/jp/news/jcmsympo2019_pre/ 

 

 

◆５．関連ニュース―――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://gec.force.com/JCMGlobalMatch/s/registration
https://www.facebook.com/jcm.oecc/
http://gec.jp/jcm/jp/news/jcmsympo2019_pre/


[1] 【開催報告】バングラデシュにおける JCMワークショップ ~プロジェクトの促進に向けて~ 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、日本・バングラデシュ商工会議所（JBCCI）、公

益財団法人地球環境センター（GEC）および一般社団法人海外環境協力センター（OECC）の共

催のもと、バングラデシュ環境森林気候変動省および環境局（MoEFCC, DoE）と 2019 年 10 月

15日にバングラデシュ・ダッカにて JCMワークショップを開催しました。 

 

【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/20191015-0 

 

[2] 【開催報告】ベトナム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 

この度、日本環境省及び公益財団法人地球環境センター（GEC）は、ベトナム天然資源環境省

（MONRE）および公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）と共催で、2019 年 10 月 10 日

（木）にホーチミンにおいて、「ベトナム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（Seminar on the Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Vietnam 2019）」を

開催しました。 

本セミナーでは、MONRE、 IGES および GEC が二国間クレジット制度（Joint Crediting 

Mechanism (JCM)）の制度説明や進捗状況、マッチングプラットフォーム「JCM Global Match」の

紹介等を行い、JICA・ADB からも関連事業のご紹介があったほか、ベトナムにおいて JCM 設備

補助事業等の実施実績を有する事業者が、事業の成果報告等について発表いただきました。 

 

【GECによる開催報告はこちらをご覧ください】 

⇒ http://gec.jp/jcm/jp/news/jcm2019vietnam/ 

 

 

 

◎●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/ 

 

 

https://iges.or.jp/jp/events/20191015-0
http://gec.jp/jcm/jp/news/jcm2019vietnam/
https://www.carbon-markets.go.jp/contact/
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。 

 

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

