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JCMとは 

JCMの基本概念 
・優れた低炭素技術・製品の普及加速により途上国の持続可能な開発に貢献。 

・MRV方法論により定量的に評価し、日本の排出削減目標の達成に活用。 

・CDMを補完し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進する。 

（出典：「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM))の最新動向」（平成25年7月、日本政府）から抜粋 



JCMプロジェクト設備補助事業の概要 

目的・意義 
・途上国で日本の技術等を用いCO2排出削減事業を行う。  
・事業を通じ、（MRV）方策、削減量の知見を蓄積し、制度の充実を図る。 
事業内容：CO2排出削減事業の初期投資費用の1/2（上限）を補助    
・対象国：JCMについて二国間文書に署名した国、政府間協議が進む国。 
・補助対象事業：エネルギー起源のCO2 排出削減を図る設備導入事業。 
・補助対象者：事業実施を行う国際コンソーシアム（代表は日本法人）。 
・主な附帯実施項目： ①MRVの実施と報告（2020年度まで毎年）。 
               ②JCMプロジェクトとして申請。 
               ③発行されたクレジットの1/2を日本国政府に納入。 

環境省 民間団体 
1/2 1/2 

補助対象総事業経費 

・H25年度：予算総額12億円  （単年度事業） 
↓ 

・H26年度(予定）：12億円×３年 （複数年度事業） 



モンゴル： 
●高効率型熱供給ボイラの集約化に係る更新・新設 

冬季の暖房用温水の供給に利用する旧式の低効率石炭焚き
ボイラ（HOB）を、高効率ボイラに更新又は新規に導入する。そ
の際、既存のHOBが建物個別供給型であるものを、高効率
HOBを集約的に導入し、集約的に温水（熱）供給することも想定
する。HOBによる暖房用熱供給を効率化し、石炭消費量を削減
する。 

インドネシア： 
●工場空調及びプロセス冷却用のエネルギー削減（Batang市） 

製品品質管理のための空調（冷房）のための冷凍機として、高効率の圧縮機
とエコノマイザーサイクルを採用した新型省エネ冷凍機を導入し、省エネを推進
する。 

●コンビニエンスストア省エネ 
インドネシアのコンビニエンスストアにおいて、冷蔵冷凍・空調・照明に、それぞ

れ自然冷媒（CO2冷媒）を採用した高効率冷凍機、インバータ式空調機器、及び
LED照明を導入する。 また、太陽光発電システムを導入する。 

●コールドチェーンへの高効率冷却装置導入 
インドネシアの食品冷凍・冷蔵倉庫業に、自然冷媒（NH3・CO2の二元冷媒）を

採用した高効率冷却装置を導入する。 
●飲料製造工場における冷温同時取出し型ヒートポンプ導入による省エネルギー 

冷温同時取出しヒートポンプからの温熱及び冷熱を同時に供給することで、全
体としての効率化を図り、GHG排出量を削減する。 

●工場空調及びプロセス冷却用のエネルギー削減（西ジャワ州・バンテン州） 
製品品質管理のための空調（冷房）のための冷凍機として、高効率の圧縮機

とエコノマイザーサイクルを採用した新型省エネ冷凍機を導入し、省エネを推進
する。 

ベトナム： 
●ビール工場における総合的省エネルギー設備 

エネルギー多消費型のビール製造プロセスを対
象として、エネルギー構造解析シミュレーションを利
用して、省エネポテンシャルを特定した上で、特定
された複数の工程に高性能の省エネ・再エネ機器
を導入する。工場全体でのエネルギー消費量を削
減する。 

●水産加工分野への高効率NH3ヒートポンプ導入 
アンモニア（NH3）を利用した高温ヒートポンプ・熱

交換器を組み合わせた、高効率な省エネ型温熱供
給パッケージを導入し、省エネを実現する。 

バングラデシュ： 
●無焼成固化技術を使ったレンガの製造 

焼成段階で石炭を利用する既存のレンガ
製造工程に代えて、産業廃棄物等を主原料
とし、接着剤と加圧による「無焼成固化技
術」を利用した工程を導入する。 

カンボジア： 
●スターリングエンジンを用いた小規模バイオマス発電 

小型バイオマス（籾殻）発電用のスターリングエンジンを利用した直接燃焼
発電システムを導入し、精米工場でのディーゼル自家発電を代替し、CO2
排出量を削減する。スターリングエンジンは外燃機関であり、籾殻等バイオ
マス利用に適しており、また小規模ユニットを複数台導入することで、様々な
発電容量ニーズに対応できる。 

平成25年度 JCMプロジェクト設備補助事業の概要 



高効率型熱供給ボイラの集約化に係る更新・新設プロジェクト 
    プロジェクト実施者：（日本側）数理計画、（モンゴル側）Anu-Service 

JCMプロジェクト設備補助事業①     ホスト国：モンゴル 

600tCO2/年 
 （リファレンス石炭消費量－プロジェクト石炭消費量）×排

出係数（EF） 
＝｛（1÷リファレンスボイラ効率）－（1÷プロジェクトボイラ
効率）｝×供給熱量×EF 

モニタリングに用いる熱量計は、モンゴル国家規格（MNS 
6241）を満たしたものとする。 

1）Bornuur sum（Bornuur郡）において、施設個別に使われて
いる旧型の低効率熱供給ボイラ（HOB）の使用を止め、複
数の高効率熱供給ボイラ（HOB）を集約的に導入し、暖房
用温水を複数施設に供給する。HOB集約化に合わせて、

配管・電設設備も整備し、集中制御システムにより高効率
HOBの運転管理を行うとともに、排ガスの温度及び含有酸

素濃度などの計測結果に基づき、ボイラ運転最適化のた
めの日本人技術者による技術指導を行い、オペレーション
技術を移転する。 
ボイラ効率の改善（低効率HOBから高効率HOBへの転換）

は、ボイラ燃料である石炭の消費量削減に寄与するため、
CO2排出量及び他の大気汚染物質の排出量を削減できる。 

2）ウランバートル市内の学校に最新型高効率HOBを導入し
て、既存の旧型低効率HOBを置換する。これにより、石炭
消費量が削減され、CO2排出削減を達成する。 

GHG排出削減プロジェクトの概要 

想定GHG削減量 

1）Bornuur郡 

Bornuur 郡  中心部 

学校 

役場 

ボイラ室 
建設予定地 

2）第118学校（ウランバートル市Khan-Uul地区） 

JCM設備補助事業実施サイト 

HOB 

熱量計 

建築物（学校等） 

HOB供給の温水温度の測定 外気温の測定 

HOB供給温水流量の測定 

戻り水の温度の測定 



工業・産業など 

廃棄物 

産業 
廃棄物 

粉砕 

資源粒子 セメント粒子 均質化された 
レンガ原料 水・薬品 

混合 混錬 

無焼成固化技術を使ったレンガの製造 
  プロジェクト実施者：（日本側）日本テピア、亀井製陶、アルセド、（バングラデシュ側）Kamei Ceramics Bangladesh LTD 

JCMプロジェクト設備補助事業②       ホスト国：バングラデシュ 

12,557tCO2/年 
• リファレンス排出量：14,717tCO2/年 
 レンガ製造量にかかるCO2排出量（0.203tCO2/t-レンガ）×

製造レンガ重量（2500万個×2.9kg/個＝72,500t/年） 
• プロジェクト排出量：2,160tCO2/年 
 322tCO2/年＝無焼成工程での電力消費量（425MWh/年）

×電力排出係数（0.6205tCO2/MWh）×1.22（電力ロス
22％を考慮） 

 1,838tCO2/年＝無焼成工程でのセメント使用量（3,625t/
年）×セメント製造量当たりのCO2排出量（0.507tCO2/t-セ
メント） 

GHG排出削減プロジェクトの概要 
 亀井製陶の特許技術である「無焼成レンガ固化技術」を利用したレンガ生産ラインを導入す
る。 
 無焼成固化技術とは、未利用資源・リサイクル資源を主原料とし、レンガやタイル、路盤材等
を作る技術であり、主原料としては下水汚泥焼却灰や採石廃土、窯業廃土、廃プラスチック、
石炭灰などが利用できる。洪水被害の多いバングラデシュにおいては、浚渫土砂を利用する
ことを想定する。 
 既存のレンガ製造は、生の粘土を乾燥・焼成して製造され、焼成工程では石炭が利用され 

JCM設備補助事業実施サイト 

ている。この製造プロセスの代わりに、主原料を粉砕し、
セメントを接着剤として固め、圧力をかけることで製造する
「無焼成技術」によるプロセスを新規導入することにより、
焼成段階での石炭使用を回避し、バングラデシュで最大
の温室効果ガス（GHG）排出源の一つであるレンガ製造産
業からのGHG排出削減を達成する。 

ガジプル県

バングラデシュ

ダッカ管区ガジ
プル県スリプル
ウパジラ市 

想定GHG削減量 



スターリングエンジンを用いた小規模バイオマス発電 
  プロジェクト実施者：（日本側）プロマテリアル、正英製作所、（カンボジア側）Angkor Bio Cogen 

JCMプロジェクト設備補助事業③          ホスト国：カンボジア 

1,840tCO2/年 
 3.5kW/ユニットのスターリングエンジン利用バイオマス発電システムを

導入、運転時間は年間365日24時間で稼働効率を50%と想定する。 
 ディーゼル（リファレンス燃料）の排出係数（EF）は、2.4tCO2/MWhを採

用。 
 1ユニット当たりの排出削減量：3.5kW×（365日×24時間）×50%×EF

（2.4tCO2/MWh）＝36.8tCO2 

 1システム10ユニットで構成、5システムを導入するため、 
 36.8tCO2/ユニット×（10ユニット×5システム）＝1,840tCO2 

GHG排出削減プロジェクトの概要 

プノンペン郊外のカンダル県ほか 
 5箇所の精米工場への導入を予定 

 カンボジアには大小約3万箇所の精米工場が存在しているが、所

内電力はディーゼル自家発電で賄っている精米工場が多い。そこ
に、籾殻発電を導入し、ディーゼル由来の電力を代替することで、
CO2排出量を削減する。 
 精米工場においては、籾殻発電の原料となる籾殻の安定供給が
可能で、また、スターリングエンジンはエンジン外部から熱を受けて
稼動する外燃機関であるため、エンジン内部で燃料を爆発させて
作動させる内燃機関と異なり、作動に燃料を選ばず、品位安定性
が高くないバイオマス（籾殻等）の利用に適している。 
 特に、導入するスターリングエンジンは、3.5kW/ユニットを複数組

み合わせ、出力カスタマイズが容易であることに加え、ユニット単位
で可搬パッケージ化しているため、様々な規模の精米工場にその
ニーズに沿った最適な導入が可能となる。本事業では、10ユニット
を1システム（35kW）として、5箇所の精米工場に導入する。 

想定GHG削減量 

システム概要図 

交流発電機 

スターター 

スターリングエンジン 

煙突 

冷却ジャケット部 

バイオマス燃焼ホッパー 

バイオマス燃焼炉 

JCM設備補助事業実施サイト 

プロ
ジェクト
サイト 

プノンペン 



ビール工場における総合的省エネルギー設備導入事業 
  プロジェクト実施者：（日本側）リサイクルワン、（ベトナム側）サイゴンビール（SABECO）、Hue Brewery（HBL） 

JCMプロジェクト設備補助事業④      ホスト国：ベトナム 

• 6,000tCO2/年（SABECO） 
• 9,000tCO2/年（Hue Brewery） 
① ベトナムのビール工場の過去エネルギー消費

データに基づいた、リファレンス原単位排出量
（出荷量当たりのエネルギー消費量）を設定する。 

② プロジェクト実施期間中、工場エネルギー消費量
及びビール出荷量をモニタリングし、プロジェクト
原単位排出量（出荷量当たりのエネルギー消費
量）を算出する。 

③ 原単位差×ビール出荷量＝排出削減量 

GHG排出削減プロジェクトの概要 

想定GHG削減量 

 ベトナムの大手ビール会社のビール製造工場において、エネルギー多消費型のビール製造プロセスに省エネ・再エネ
機器システムを複合的に導入し、総合的なエネルギー消費削減を行うことで、大幅なGHG削減を達成する。 

貫流ボイラに
よる燃料転換 
（重油→ガス） 

JCM設備補助事業実施サイト 

ヒートポンプによ
るビール殺菌へ
の熱供給効率化 

排水からのメタンを燃料とする
バイオガスボイラによる熱供給 

熱交換器を利用したボ
トル洗浄工程からの熱

回収 

高効率冷凍機による多段的冷却システムによる 
冷却用エネルギーの節減 

原料粉砕 仕込 濾過 パッケージ 醗酵・熟成 

高性能スクラバー（直接接触式
熱交換器）を利用した熱回収  日本独自技術のエネ

ルギー構造解析シミュ
レーションを利用し、省
エネポテンシャルの高い
プロセスを特定し、そこ
に複数の高性能の省エ
ネ・再エネ機器を導入し、
工場全体のエネルギー
消費量を削減する。 

ベトナム第 4 位の
ビ ー ル 会 社 Hue 
Breweryのフエ工場 

ベトナム第1位の 
ビール会社SABECOのグ
エンチータン工場 



工場空調及びプロセス冷却用のエネルギー削減 
  プロジェクト実施者：（日本側）荏原冷熱システム、日本工営、（インドネシア側）PT. Primatexco、PT. Ebara Indonesia 

JCMプロジェクト設備補助事業⑤         ホスト国：インドネシア 

715tCO2/年 
 新型省エネ冷凍機を利用することにより、116kW/時の省エネが実現

できる。工場での製品品質確保のための空調利用であるため、年間
8,322時間（年間総時間数の95%稼働）で運転されている。 

 年間の省エネ量：965MWh＝116kW/時×8,322時間 
 当該工場所在地の電力グリッド（JAMALI系統）の排出係数（2010年

版）：0.741tCO2/MWh 

GHG排出削減プロジェクトの概要 

PT. Primatexco Indonesia工場 
（中部ジャワ州Batang市） 

 インドネシアの繊維工場では、製品品質確保のために湿度管理が必要で
あり、工場内空調に大量のエネルギーが消費されている。現在は旧式冷凍
機2基（230USRt、250USRt）を、新型省エネ冷凍機1基（500USRt）に更新し、
省エネを図り、CO2を削減する。（※ USRt：アメリカ冷凍トン（冷凍機の能力を
表す単位の一つ。1冷凍トンとは24時間に0℃の水1tを氷にするために除去
すべき熱量）） 
 導入する新型省エネ冷凍機は、高効率の圧縮機（下図参照）、エコノマイ
ザーサイクル、及び冷媒過冷却サイクルを採用し、省エネ化を図っている。
また、冷媒にはオゾン層破壊を引き起こさないHFC245faを採用し、さらに活

性炭吸着による冷媒の大気放出を抑制し、クーラーに戻すため、温室効果
ガス排出の更なる削減にも寄与する。 

想定GHG削減量 

JCM設備補助事業実施サイト 



 インドネシアのコンビニエンスストアに、最新の高効率機器を導入
し、消費電力低減によるCO2排出量を削減する。具体的には、電力
消費の大きい冷蔵冷凍・空調・照明に、それぞれ自然冷媒（CO2冷
媒）を採用した高効率冷凍機、インバータ式空調機器、及びLED照明
を導入する。 
 また、太陽光発電システムを導入し、買電量（グリッド電力消費量）
を削減し、更なるCO2排出量を削減する。 

コンビニエンスストア省エネ 
           プロジェクト実施者：（日本側）ローソン、（インドネシア側）PT. Midi Utama Indonesia 

JCMプロジェクト設備補助事業⑥         ホスト国：インドネシア 

ジャカルタを中心とする、タンゲランやデポック
の周辺地域の、新規開店15店舗に導入する。 

PT. Primatexco Indonesia工場 
（中部ジャワ州Batang市） 

JCM設備補助事業実施サイト GHG排出削減プロジェクトの概要 

33.1tCO2/店舗/年 
 店舗の消費電力量が、年間39,001kWh削減される。省エネ効果は21％。 
 現時点で標準的に導入される機器と比較 

• 最新型高効率CO2冷媒冷凍機により、冷蔵・冷凍に係る電力量は、14％削減 
• インバータ式最新空調機により、空調に係る電力量は、31％削減 
• LED照明の導入により、照明に係る電力量は、37％削減 

 太陽光発電により、年間6,311kWhの電力消費量を削減する。 
 電力排出係数：0.73kgCO2/kWh 

想定GHG削減量 



GHG排出削減プロジェクトの概要 
 今後の経済成長に伴い、食品の冷凍・冷蔵の需要増が見込まれ
るインドネシアにおいて、自然冷媒（アンモニア（NH3）及び二酸化
炭素（CO2））を利用した高効率の冷却装置「NewTon」を、冷凍・冷
蔵倉庫のコールドチェーンに導入する。NewTonは、新歯型を採用 

コールドチェーンへの高効率冷却装置導入プロジェクト 
     プロジェクト実施者：（日本側）前川製作所、（インドネシア側）PT. Adib Global Food Supplies、PT. Mayekawa Indonesia 

JCMプロジェクト設備補助事業⑦         ホスト国：インドネシア 

スクリュー冷凍機 

CO2液化器 

CO2タンク 

凝縮器 

CO2ポンプ 

エアクーラー 

NewTon心臓部の 
スクリュー冷凍機 

熱源ユニット 

した二段式スクリュー冷凍機
を用いるとともに、高効率
IPMモーターと一体化するこ

とで、冷却設備の高効率化
を実現している。この高効率
冷却装置の導入により、冷
凍・冷蔵倉庫での省エネを
達成するとともに、エネル
ギー消費に起因するGHG排
出を削減する。 

PT. Adib Global Food Suppliesの新設冷凍・冷
蔵倉庫（ジャカルタ近郊に所在） 

JCM設備補助事業実施サイト 

213tCO2/年 
 高効率冷却装置により、30%の省エネ（電力消費量の削減）が

達成されると仮定。 
 ・プロジェクト電力消費量：673MWh/年 

・リファレンス電力消費量：961MWh/年 
・電力のCO2排出係数：0.741tCO2/MWh 

※  なお、リファレンス機器（冷媒にHFCを利用と想定）からの冷媒漏
えい（漏えい率10%と仮定）を、プロジェクトにより回避できる分
を考慮する場合、902tCO2/年と推計される。 

想定GHG削減量 



飲料製造工場における冷温同時取出し型ヒートポンプ導入による省エネルギー事業 
            プロジェクト実施者：（日本側）豊田通商、（インドネシア側）PT. Hokkan Indonesia 

JCMプロジェクト設備補助事業⑧         ホスト国：インドネシア 

 リファレンス排出量：2,042tCO2/年 
   加熱側リファレンスボイラ天然ガス使用量（538,670m3/年） 
    × 天然ガス排出係数（2.071kgCO2/m3） 
   冷却側リファレンスチラー電力使用量（1,268,327kWh/年） 
    × JAMALIグリッド排出係数（0.73kgCO2/kWh） 
 プロジェクト排出量：1,457tCO2/年 
   ヒートポンプの電力使用量（1,995,840kWh/年） 
    × JAMALIグリッド排出係数（0.73kgCO2/kWh） 
 585tCO2/年が削減される見込み。 

想定GHG削減量 

JCM設備補助事業実施サイト 

 飲料製造工場の熱源システムに冷温同時取出し型ヒートポン
プを導入し、生産工程へ供給しているRO（逆浸透）水をプレヒート
することで、RO水加温用の天然ガス使用量の削減を図る。また、
既設空冷チラー2台（交互運転）による工場内冷房を、当該ヒート

ポンプにより冷却することで、既設チラーの動力低減も同時に実
現する。 
 これらを通じて、RO水加温に利用する天然ガス使用量と、冷房

用チラーで使用する電力消費量（電力は石炭火力で主に生成さ
れている）を削減することで、温室効果ガスの排出量を削減する。 
 なお、当該ヒートポンプは、高温出湯対応型（60℃以上の温水
加温が可能）で、ボイラ加温方式に比べ、約3倍のエネルギー効

率で温水加温をすることができる。また、冷熱を冷房熱源として
有効利用することで、加温側効率と合わせ、冷温同時利用による
システム効率は450～500％となることが見込まれる。 

ボゴール近郊に位置する、
PT. Hokkan Indonesiaの 

飲料製造工場 

GHG排出削減プロジェクトの概要 



GHG排出削減プロジェクトの概要 
 インドネシアの繊維工場では、製品品質確
保のために湿度管理が必要であり、工場内
空調に大量のエネルギーが消費されている。
対象2工場では現在設置されている旧式冷凍
機計6台（故障時バックアップ用含む）が使用
されているが、これを新型省エネ冷凍機3台に
更新し、省エネを図り、CO2を削減する。 
 導入する新型省エネ冷凍機は、高効率の圧縮機、エコノマイザーサイ
クル、及び冷媒過冷却サイクルを採用し、省エネ化を図っている。また、
冷媒にはオゾン層破壊を引き起こさないHFC245faを採用し、さらに活性

炭吸着による冷媒の大気放出を抑制し、クーラーに戻すため、温室効果
ガス排出の更なる削減にも寄与する。 

紡績工場の空調に係るエネルギー削減事業 
          プロジェクト実施者：（日本側）荏原冷熱システム、日本工営、（インドネシア側）PT. Argo Pantes Tbk.、PT. Ebara Indonesia 

JCMプロジェクト設備補助事業⑨         ホスト国：インドネシア 

592tCO2/年 
 新型省エネ冷凍機を利用することにより、

1台当たり96kW/時の省エネが実現できる。

工場での製品品質確保のための空調利
用であるため、年間8,322時間（年間総時
間数の95%稼働）で運転されている。 

 年間の省エネ量：799MWh 
  ＝96kW/時×8,322時間 

 当該工場所在地の電力グリッド（JAMALI
系統）の排出係数（2010年版）：
0.741tCO2/MWh 

想定GHG削減量 

PT. Argo Pantes Tbk.の 
（1）タンゲラン工場、及び 
（2）ブカシ工場 

JCM設備補助事業実施サイト 

事業対象地域
（タンゲラン）

スカルノハッタ国際空港

0 5 10 15 20km

バンテン州
ジャカルタ特別区

西ジャワ州

事業対象地域
（ブカシ）

タンゲラン工場 

ブカシ工場 



水産加工分野への高効率NH3ヒートポンプ導入プロジェクト 
    プロジェクト実施者：（日本側）前川製作所、（ベトナム側）Vinh Hoan Corp., Nam Viet Corp.,  
                       Hung Vuong Corp., Godaco Seafood Joint Stock   

JCMプロジェクト設備補助事業⑩           ホスト国：ベトナム 

 リファレンス排出量：1,660tCO2/年 
   リファレンスボイラからの供給熱量（22,413GJ/年） 
    × ディーゼル排出係数（0.0741 tCO2/GJ） 
 プロジェクト排出量：867tCO2/年 
   NH3ヒートポンプの電力使用量（1,603,636 kWh/年） 
    × グリッド排出係数（0.5408tCO2/MWh） 

（ベトナム天然資源環境省（MONRE）2011年12月
公表値） 

 793tCO2/年が削減される見込み。 
 

想定GHG削減量 

 アンモニア（NH3）を利用した高温ヒートポンプ・熱交換器を組

み合わせた、高効率な省エネ型温熱供給パッケージを、ベトナ
ムの水産加工事業者に導入し、省エネを実現することにより、温
室効果ガスの削減を達成する。具体的には、NH3高効率ヒート

ポンプシステムにより、温水を可熱供給することで、既存熱水供
給設備（重油等の燃料ボイラ）の化石燃料使用量を削減する。 
 当該高効率ヒートポンプは、冷媒にNH3を採用しており、非常

に高い温室効果を有するフロン系冷媒と異なり、温室効果が無
いだけでなく、フロン系冷媒よりも冷媒物性値等の特性において
も非常に優れている。したがって冷凍冷蔵分野ではNH3は広く冷

媒として使用されているが、それを高温ヒートポンプへの応用技
術、熱交換器とのパッケージ化を実現することでNH3封入量を冷
凍冷蔵分野の1/20～1/30（重量として100kg未満）に削減し、安
全安心に高効率NH3ヒートポンプを使える技術を用いている。 

GHG排出削減プロジェクトの概要 
温水供給システム 

蒸気ボイラ 

水 

製品 

熱交換器 

熱交換器 

パストライザー 

ヒートポンプシステム 

JCM設備補助事業実施サイト 
ホーチミン近郊にある水産加工業者4社 
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④ 
⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 

①モンゴル   
2013年1月8日 
（Ulaanbaatar） 

②バングラデシュ 
2013年3月19日  
(Dhaka) 

③エチオピア 
2013年5月27日  
(Addis  Ababa) 

④ケニア  
2013年6月12日 
(Nairobi) 

⑤モルディブ  
2013年6月29日 
(Okinawa) 

⑥ベトナム  
2013 年7月2日 
(Hanoi) 

⑦ラオス  
2013年8月7日 
(Vientiane) 

⑧インドネシア  
2013年8月26日 
(Jakarta) 

⑨コスタリカ  
2013年12月9日 
（Tokyo）  

⑩パラオ  
2014年1月13日 
(Ngerulmud) 

 COP19で「攻めの地球温暖化外交戦略」を表明。3年間でJCM署名国を倍増し、16カ国を目指す。 

 COP19以降、新たに2カ国が署名（コスタリカ、パラオ）し、合計10カ国に。 

二国間文書に署名済みの国 

2014年2月末現在 

参考資料① 



イメージ 

背景・目的 事業概要 

事業スキーム 委託対象：民間企業等 
期待され
る効果 

ＪＣＭの本格的な運用のための制度構築、ＪＣＭに関する国際的な理解の醸成やＪＣＭの

実施対象国の拡大に向けた取組、及び、アジア・アフリカ・中南米等の途上国における排

出削減プロジェクトの形成・実施のための支援を行う。 

ＪＣＭを多くの国で構築・実施し、我が国の優れた技術等の移転や普及、及
び世界的な低炭素社会の実現に貢献する。 

我が国は、途上国における日本の優れた温室効果ガス削減

技術等の普及や対策実施による温室効果ガスの排出削減

への貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活

用するため、ＪＣＭを構築・実施している。 

 
【制度設計・運用】 
 ルール・ガイドラインの整備やMRV方法論の開発、

合同委員会の運営等 
【情報普及】 
 制度に関する最新情報等の提供や事業者等から

の相談の受付 
【登録簿の構築・運用】 
 排出削減量の記録・管理のためのシステムの構

築・運用 

制度設計・運用に係る取組 

 
【案件組成等調査】 

 JCMプロジェクト組成のための詳細計画の策定や

方法論の構築、有望案件の発掘のための調査の

実施 
   -案件組成調査 
   -MRV方法論の実証調査 
   -実現可能性調査 

プロジェクト開発に向けた取組 

二国間クレジット制度のイメージ 

日本 
 
 
 
 
 
 
 

日本の削減目標
達成に活用 

温室効果ガス削減技術、
製品、システム、サービス、

インフラ等 

合同委員会で 
MRV方法論を策定 

ホスト国 
 
 
 
 

JCM 
プロジェクト 

MRV 

 
温室効果ガスの
排出削減・吸収量 

 ※MRV：Measurement （測定）、 Reporting（報告）、 Verification（検証） 

 
【途上国等人材育成支援】 
 制度実施のための現地の人材育成、案件発掘・形成のためのワーク

ショップ開催等 
【審査・MRV体制の構築支援】 
 途上国等においてMRVを実施する検証機関の育成支援 
 専門家派遣による個別事業の審査や現地人材を招聘する研修プログラ

ムの実施 

途上国政府・事業者の支援 

クレジット 

二国間クレジット制度（ＪＣＭ）の制度構築・実施等事業      参考資料② 



平成25年度 JCM実証案件組成/方法論実証調査     

モンゴル: 
◆10MW級太陽光発電所及び屋上太陽光発電システム 
◆高効率型熱供給ボイラの導入による熱供給システムの集約化 
◇10MWスケールの太陽光発電施設の導入によるエネルギー供給
の安定化 

◇セメント工場における省エネルギー 
◇石炭火力発電所における保温施工及び復水器洗浄の効率改善 

スリランカ: 
◇持続可能なバイオマス利用による
小規模発電   

タイ: 
◆高効率エアコン普及プログラム 
◇冷温同時取出ヒートポンプシステム 

インドネシア: 
◆高効率冷凍機システムの導入による省エネルギー   
◆セメント工場における廃熱利用発電 
◆自動車部品工場におけるアルミ溶解炉へのリジェネバーナ 
◇天然ゴム製造工程の排水処理における嫌気処理 
◇無電化地域の携帯通信基地局への太陽光発電システム 
◇情報通信技術を活用したREDD+事業実施の効率化 
インドネシア（＆ミャンマー）: 
◇太陽光・ディーゼルハイブリッドシステム 

ミャンマー: 
◇バイナリー地熱発電 
ミャンマー（＆インドネシア）: 
◇太陽光・ディーゼルハイブリッドシステム 

● 

● 

● 

 ◆-- JCM実証案件組成調査（PS） 
 ◆-- JCM方法論実証調査（DS） 
 ◇--  JCM実現可能性調査（FS） 

ベトナム： 
◆卸売市場における有機廃棄物メタン発酵及びコジェネレー
ション 

◆ビール工場における総合的エネルギー設備 
◆ガラス製造工場における溶融炉の省エネルギー 
◇民間商業施設と連携したパークアンドライドとエコポイントシ
ステムによる公共交通利用の促進  

◇民生部門向け省エネガラスの導入 
◇森林管理支援と生計向上によりREDD+と小規模バイオマス
発電 

バングラデシュ: 
◇精米工場における籾殻利用コジェネレー
ションの導入による加工工程の改善 

◇太陽光発電と長寿命蓄電池システムによ
る無電化地域の電化 

ラオス: 
◆電気自動車の利用促進 

ケニア:                                                  
◇地熱発電事業の拡大 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

参考資料③ 



問合せ先 

＜H25年度本補助事業運営補助受託者＞ 
公益財団法人 地球環境センター（GEC） 

事業部 気候変動対策課 
担当：菅（すが）、元田（もとだ） 

Web：http://gec.jp/jp/ 
MENUの地球温暖化対策への貢献 

気候変動対策メカニズム（JCM設備補助） 

Email：jcm-sbsd@gec.jp 

Tel: 06-6915-4122 

Fax: 06-6915-0181 

下記の事業者の方はお気軽にご相談下さい 

・途上国に省エネ設備を売り込みたい 

・途上国の現地子会社に省エネ設備を導入したい 

http://gec.jp/jp/
mailto:jcm-sbsd@gec.jp
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