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

炭素市場エクスプレス メールマガジン 第 68号（2021年 1月 13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提案プロジェクト（タイ）「Introduction of high energy efficient and high colour rendering 

LED downlight/spotlight in indoor facilities」へのパブリック・コメントを開始しました 

 

[2] JCM提案プロジェクト（フィリピン）「Introduction of 4 MW Rooftop Solar Power System in 

Tire Factory」、「Introduction of 1.53MW Rooftop Solar Power System in Auto Parts Factories」

及び「Installation of 1.2MW Rooftop Solar Power System in Freezing Warehouse」へのパブリ

ック・インプットを開始しました 

 

[3] 日・モンゴル合同委員会による電子決裁 

 

 

◆2．報道発表 

[1]令和 2年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の採択案件の決定につ

いて（環境省） 

 

◆3．関連ニュース 

[1] 「タイ初、送電系統の電圧・無効電力オンライン最適制御システムの実証事業を開始」

（NEDO） 

 

◆4．イベント・セミナー情報 

[1] 【開催案内】「JCM×SDGsシンポジウム」（環境省） 

 

[2] 【開催中！】「日本・インドネシア環境ウィーク」（日本環境省・インドネシア森林環境省） 
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◆1．事務局からのお知らせ―――――――――――――――――――――――――――― 

[1] JCM提案プロジェクト（タイ）「Introduction of high energy efficient and high colour rendering 

LED downlight/spotlight in indoor facilities」へのパブリック・コメントを開始しました 

 

JCM提案プロジェクト（タイ）「Introduction of high energy efficient and high colour rendering 

LED downlight/spotlight in indoor facilities」へのパブリック・コメントを開始しました。受付期間は 

2021年 1月 9日～2021年 1月 23日です。 

 

【詳細はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.jcm.go.jp/th-jp/information/398 

 

【タイにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.jcm.go.jp/th-jp/ 

 

[2] JCM提案プロジェクト（フィリピン）「Introduction of 4 MW Rooftop Solar Power System in 

Tire Factory」、「Introduction of 1.53MW Rooftop Solar Power System in Auto Parts Factories」

及び「Installation of 1.2MW Rooftop Solar Power System in Freezing Warehouse」へのパブリ

ック・インプットを開始しました 

 

JCM提案プロジェクト（フィリピン）「Introduction of 4 MW Rooftop Solar Power System in Tire 

Factory」、「Introduction of 1.53MW Rooftop Solar Power System in Auto Parts Factories」及

び「Installation of 1.2MW Rooftop Solar Power System in Freezing Warehouse」へのパブリッ

ク・インプットを開始しました。受付期間は 2021年 1月 9日～2021年 2月 7日 

 

【詳細はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.jcm.go.jp/ph-jp/information/397 

 

【フィリピンにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.jcm.go.jp/ph-jp 

 

[3] 日・モンゴル合同委員会による電子決裁 

 

日・モンゴル合同委員会は電子決裁により現地評価の暫定特別措置に関する決定を行いました。 
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【詳細はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.jcm.go.jp/mn-jp/information/396 

 

【モンゴルにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.jcm.go.jp/mn-jp 

 

 

◆2．報道発表―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

[1] 令和 2 年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の採択案件の決定に

ついて（環境省）（環境省） 

 

令和 3 年 1 月 12 日、令和 2 年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の

採択案件として 3 件を選定しました。これまでに採択した案件を含めた 2030 年までの累積温室

効果ガス（GHG）削減量は、約 1,740万トンを見込んでおります。 

 

詳細は、下記をご参照下さい。 

⇒ https://www.env.go.jp/press/108890.html 

 

 

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

 

[1] 「タイ初、送電系統の電圧・無効電力オンライン最適制御システムの実証事業を開始」

（NEDO） 

 

NEDO はタイのエネルギー省（MOEN）と電力系統運用の低炭素化・高度化を目的とした実証事

業を行う協力合意書（LOI）を取り交わし、委託先である（株）日立製作所はタイ発電公社（EGAT）

と電圧・無効電力オンライン最適制御システムの実証事業を 12月から開始しました。 

 

本実証事業では、EGAT の送電系統に、電圧・無効電力オンライン最適制御システムを導入し、

電力系統運用の高度化・効率化を通じて温室効果ガス排出量の削減を目指します。また、二国間

クレジット制度（JCM）活用による温室効果ガス排出削減効果の定量化を図ります。 

 

詳細は、下記をご参照下さい。 

⇒ https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101391.html 
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◆4．イベント・セミナー情報――――――――――――――――――――――――――――  

 

[1] 【開催案内】「JCM×SDGsシンポジウム」（環境省・OECC） 

 

企業による気候変動対策や SDGs 達成に向けた取組の課題や展望について、事業戦略、社内

体制、情報発信などの観点から実例と共にご紹介し、併せて JCMによる効果的な SDGs達成に

向けた貢献をテーマにディスカッションを行います。 

 

開催方法：オンライン（ZOOMウェビナー） 

開催日時：2021年 1月 26日（火）14:00～16:40 

 

申し込み方法、プログラム等詳細は、下記をご参照下さい。 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcmgp/sympo2021.html 

 

[2] 【開催中！】「日本・インドネシア環境ウィーク」（日本環境省・インドネシア森林環境省） 

 

日本国環境省（MOEJ）及びインドネシア共和国環境林業省（KLHK）は、民間企業等による環境

関連ビジネスを促進することによるインドネシアの環境保全の取組への貢献を目的に、共同でオ

ンラインイベント「日本・インドネシア環境ウィーク（Indonesia-Japan Environmental Week）」をイ

ベント特設サイトにて開催しています。 

 

バーチャル出展・ビジネスマッチング（2021年 1月 12日～29日） 

オンラインセミナー（2021年 1月 14日～15日） 

 

申し込み方法、プログラム等詳細は、下記をご参照下さい。 

⇒ https://www.oecc.or.jp/jprsi/event/envweek/index.html 

 

◎●編集後記――――――――――――――――――――――――――――――――― 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

昨年の菅総理大臣の脱炭素宣言を契機に、日本国内でも脱炭素の動きが加速しています。 

本年は延期された第 26 回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）の開催も予定されて

おり、国際的な市場メカニズムにも大きな変化が起きる年になりそうです。 

 

◎●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

https://www.carbon-markets.go.jp/jcmgp/sympo2021.html


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、下記ページよりメール・電話にて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/ 

 

メールマガジンのバックナンバー（PDF）は下記サイトで公開しています（最新号を配信後に、前号

がアップされます）。 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/newsletter/2020/ 

 

◎●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 フロンティア御成門 3階（フロンティア御成門） 

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

※このメールの記載内容の無断転載、無断複製を禁じます。 
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