-------------------------------------------------------------------------------新メカニズム情報プラットフォーム メールマガジン 第 99 号（2015 年 10 月 9 日発行）
-------------------------------------------------------------------------------こんにちは。
新メカニズム情報プラットフォーム事務局です。
-------------------------------------------------------------------------------◇トピックス◇
■□ 事務局からのお知らせ
□ 日・インドネシア JCM 承認方法論 5 件の改訂に関するパブリック・コメント開始
□ 日・ベトナム JCM 方法論「Installation of energy efficient transformers in a power
distribution grid」の承認
□ 「JCM 支援事業・調査採択案件一覧」を更新
□ TPE の指定（インドネシア、モンゴル、ケニア）
□ 『JCM の最新動向』を更新（9 月発行版）
■□ 政府機関の報道発表
□ 「日本国 JCM 実施要綱（案）」に対する意見の募集（パブリックコメント）について
（環境省）
□ 二国間クレジット制度（JCM）の FS 事業採択候補案件を決定しました！～15 か国に拡
大した JCM 署名国でのプロジェクト化を支援します～（経済産業省）
■□ 関連ニュース
□ 「京都議定書第一約束期間終了に伴う京都メカニズムクレジットの取扱いについての
お知らせ（9 月 29 日更新版）」（環境省・経済産業省／京都メカニズム情報プラットフォ
ーム）
□ 平成 27 年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
（MRV 等に関する人材育成）
における受入研修事業・専門家派遣事業に係る事業企画提案の公募のお知らせ（三菱 UFJ
モルガン・スタンレー証券）
-------------------------------------------------------------------------------◆日・インドネシア JCM 承認方法論 5 件の改訂に関するパブリック・コメント開始◆
日・インドネシア JCM 承認方法論 5 件の改訂に関するパブリック・コメントを開始しまし
た（2015 年 10 月 9 日～2015 年 10 月 23 日）

-

Energy Saving by Introduction of High Efficiency Centrifugal Chiller

-

Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural Refrigerant at Food
Industry Cold Storage and Frozen Food Processing Plant

-

Installation of Inverter-Type Air Conditioning System for Cooling for Grocery
Store

-

Installation of LED Lighting for Grocery Store

-

Installation of a separate type fridge-freezer showcase by using natural
refrigerant for grocery store to reduce air conditioning load inside the store

提案方法論はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/methodology.html#proposed

-------------------------------------------------------------------------------◆日・ベトナム JCM 方法論「Installation of energy efficient transformers in a power
distribution grid」が承認されました◆
日・ベトナム合同委員会において方法論「Installation of energy efficient transformers
in a power distribution grid」が承認されました。
承認方法論一覧はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/methodology.html

ベトナムにおける最近の動向はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/vietnam.html#recent

-------------------------------------------------------------------------------◆「JCM 支援事業・調査採択案件一覧」を更新しました◆
「JCM 支援事業・調査採択案件一覧」に平成 27 年度環境省・経済産業省採択案件を追加し
ました。
－平成 27 年度環境省 「二国間クレジット制度を利用した REDD+プロジェクト補助事業」
採択案件 2 件

－平成 27 年度経済産業省「途上国における森林の減少・劣化の防止等への我が国企業の貢
献可視化に向けた実現可能性調査事業」採択候補案件 1 件、実現可能性調査（FS）採択候
補案件 9 件
JCM 支援事業・調査採択案件一覧はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.mmechanisms.org/support/adoption.html

-------------------------------------------------------------------------------◆指定第三者機関（TPE）が公開されました（インドネシア、モンゴル、ケニア）◆
9 月 29 日付で、日・インドネシア合同委員会による電子決済が行われました。
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。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/indonesia.html#recent

9 月 26 日付で、日・モンゴル合同委員会による電子決済が行われました。
モンゴルにおける最近の動向はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/mongolia.html#recent

9 月 14 日付で、日・ケニア合同委員会による電子決済が行われました。
ケニアにおける最近の動向はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/kenya.html#recent

-------------------------------------------------------------------------------◆『JCM の最新動向』を更新しました（9 月発行版）◆
9 月 29 日付で、
「制度概要（日本政府発表資料）」に『二国間クレジット制度(Joint Crediting
Mechanism (JCM))の最新動向』の最新版を掲載しました。
⇒

http://www.mmechanisms.org/initiatives/jcm.html#documents

-------------------------------------------------------------------------------◆「日本国 JCM 実施要綱（案）」に対する意見の募集（パブリックコメント）について（環
境省）◆

日本国における JCM の円滑な実施を図ることを目的として、日本国 JCM 登録簿のシステム
開発を行うとともに、日本国 JCM 登録簿の運用、日本国 JCM 登録簿における JCM クレジッ
トの発行、発行された JCM クレジットの管理その他の必要な事項及びこれらに関する手続
並びに様式等を定める日本国 JCM 実施要綱について検討を進めてまいりました。
今般、日本国 JCM 実施要綱の案について、広く国民の皆様から御意見を頂くことを目的と
して、パブリックコメントを実施致します。今回提出された御意見等を踏まえ、最終的な
要綱の決定を行う予定です。
＜意見募集期間＞
平成 27 年 9 月 29 日（火）～ 平成 27 年 10 月 28 日（水）
詳細はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.env.go.jp/press/101502.html

-------------------------------------------------------------------------------◆二国間クレジット制度（JCM）の FS 事業採択候補案件を決定しました！～15 か国に拡大
した JCM 署名国でのプロジェクト化を支援します～（経済産業省）◆
経済産業省は、二国間クレジット制度の構築等のため、実現可能性調査（FS）を公募し、
外部の第三者委員による厳正な審査を経て、9 件の採択候補案件を決定しました。
今回の公募では、メキシコでの二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の普及に向けた調査を 2
件採択するとともに、中東における JCM プロジェクトの発掘支援、インドの鉄鋼業への省
エネ技術の導入促進など、我が国の優れた低炭素技術を通じた途上国での排出削減の促進
に貢献する調査について採択しました。
詳細はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150925001/20150925001.html

-------------------------------------------------------------------------------◆「京都議定書第一約束期間終了に伴う京都メカニズムクレジットの取扱いについてのお
知らせ（9 月 29 日更新版）」（環境省・経済産業省／京都メカニズム情報プラットフォー
ム）◆

国別登録簿に口座を開設されている皆様に、第一約束期間の調整期間＊の終了と、適用約
束期間が第一約束期間の京都メカニズムクレジット（CP1 クレジット）の取扱いについて、
その後の国際ルールの議論の進展に基づき、8 月 18 日付けでお送りしたお知らせの内容を
更新致します。特に CP1 クレジットの取消しを目的とした国の管理口座への移転（以下「取
消前移転」という。）の期限と、償却前移転済み tCER 補填のための移転期限について記載
を変更しています。これらの内容は、現時点での国際ルールの最新の議論の状況に基づい
ており、今後も議論の進展に応じて、お知らせの更新または変更を行う可能性があります
のでご留意下さい。
＊調整期間とは、第一約束期間の目標達成のため京都メカニズムクレジットの国際的な獲
得・移転が可能な期間のことです。
⇒

http://www.kyomecha.org/about/document.html#GOV

-------------------------------------------------------------------------------◆平成 27 年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（MRV 等に関する人材育成）
における受入研修事業・専門家派遣事業に係る事業企画提案の公募のお知らせ（三菱 UFJ
モルガン・スタンレー証券）◆
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、経済産業省から「平成 27 年度二国間クレジット取
得等インフラ整備調査事業（MRV*等に関する人材育成）」の委託を受けました。
本調査事業は、二国間クレジット制度（以下、JCM）を構築した国等に対し、MRV 等の制度
に係る人材や低炭素技術・製品の導入に係る人材育成を行うことにより、JCM を円滑に実施
することを目的とするもので、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券が全体の運営・実施を
統括いたします。
つきましては、本調査事業の一環として、受入研修事業及び専門家派遣事業に係る事業企
画提案の公募を実施いたしますので、お知らせいたします。
＜公募期間＞
平成 27 年 10 月 9 日（金）～平成 27 年 10 月 28 日（水）正午（必着）
＜公募説明会＞

平成 27 年 10 月 15 日（木）
詳細はこちらをご覧ください。
⇒

http://www.sc.mufg.jp/company/news/inform/info20151009.html

-------------------------------------------------------------------------------◆メールマガジン・その他問い合わせは、事務局までメールにてご連絡ください。
info@mmechanisms.org
◆メール配信停止ご希望の方は、以下のページの「配信停止」より手続きください。
http://www.mmechanisms.org/newsletter/index.html
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