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 二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ/Joint Crediting Mechanism)は、我が国の優れた低炭素技術
の普及等を通じて、地球規模での温室効果ガスの排出削減に貢献するもの。 

 ホスト国において、我が国企業の優れた低炭素・省エネ技術を活用したプロジェクトを実施し、温室効
果ガスの削減分を我が国の目標達成に活用。 

 途上国（ホスト国）との二国間合意に基づき実施。国連との関係では、Various Approachesの一つとい
う整理。新たな国際枠組みが発行されるまでの期間を対象とする。 

 二国間で設置される「合同委員会」において方法論やプロジェクトの実施、クレジットの発行等を決定。
クレジットは取引不可能な制度として開始。 

 ＣＤＭを補完する制度として、迅速な意志決定を目指し、プロジェクトの範囲も超々臨界石炭火力や省
エネ等も対象。 
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温室効果ガス削減活動の実施 
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プロジェクト 

温室効果ガスの排出
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二国間クレジット制度とは 



【モンゴル】  
2013年1月8日 
（ウランバートル） 

【バングラデシュ】 
2013年3月19日 
（ダッカ） 

 日本は、2011年から開発途上国とJCMに関する協議を行ってきており、モンゴル、バングラデシュ、エ
チオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオと二国間オフセット・
クレジット制度に係る二国間文書に署名。 

【エチオピア】 
2013年5月27日 
（アジスアベバ） 

【ケニア】 
2013年6月12日 
（ナイロビ） 

【モルディブ】 
2013年6月29日 
（沖縄） 

【ベトナム】 
2013年7月2日 
（ハノイ） 

 モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、ベトナム、インドネシアとの間で、それぞれ合同委員
会を開催。 

【ラオス】 
2013年8月7日 
（ビエンチャン） 

【インドネシア】 
2013年8月26日 
（ジャカルタ） 

【コスタリカ】 
2013年12月9日 
（東京） 

【パラオ】 
2014年1月13日 
（ゲルルムド） 

二国間文書に署名済みの国 



ビジネスをＪＣＭプロジェクトとして実施した場合、以下のメリットがある。 

技術・製品の省エネ等の効果を両国政府が認めていると考えることができ、国内・他国への売り込みに
使うことが可能。 

企業の社会的責任（ＣＳＲ）として、地球環境に配慮した経営をしていることを対外的に目に見える形で
示すことが可能。 

将来的に取引可能なクレジットを発行する制度へ移行した場合は、事業拡大に活用することが可能。 

ＪＢＩＣやＮＥＸＩと連携したＪＣＭ特別金融スキーム（JSF: JCM Special Financing Scheme）の利用 

  
  

  

事業実施 

クレジット取得 

事業拡大 

事業拡大 

・販売価格に反映 

クレジット取得 
・販売価格に反映 

ＪＣＭプロジェクトのメリット 
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プロジェクト例（１）：デジタルタコグラフ 

CO2 

燃料タンク 燃料残量計 

デジタコ 

電圧 

電圧 

デジタルタコグラフ（以下、デジタコ）は、車両の動きをとらえる各種センターが搭載されており、ブラック
ボックスの役目のほか、前後加速度（アクセル・ブレーキ操作）、旋回速度（ハンドル操作）、左右加速度
（遠心力）などのデータを得ることができる。 

デジタコで取得した各種データを基に、安全運転やエコドライブの指導・改善等を行うことによりＣＯ２の
削減に繋がる。相手国側にとっては、安全・輸送品質向上、燃費削減などの利点もある。 

排出削減量の算定方法（方法論） 

運転に反映 

インターネット上で 

運転状況を確認 

【算定につかうデータ】 

•走行距離 

•燃料使用量 

 

【リファレンスライン】 

デジタコを装着したトラックが装着して
いない場合に発生したであろうと想定
される化石燃料起源の年間排出量（過
去１年間の走行距離などをもとに計
算）を考慮して設定 

通信アダプタ 

1 



FCS FCS 

工場省エネ技術は、工場で使用される電力、蒸気、冷温水、圧縮空気を供給する各設備の全体の運用
最適化を図り、これらの生成に要する燃料および生成の際発生する二酸化炭素を大幅に削減するもの。 

具体的には、今まで個々に運転されていた既設のボイラー、冷凍機、空気コンプレッサといった各設備
を協調させて運用することで、需要の変動に合わせて最適な機器選択・負荷配分を行うことにより設備
全体での無駄を省き、全体の効率向上を実現する。 

排出削減量の算定方法（方法論） 

【算定につかうデータ】 

•燃料使用量 

 

【リファレンスライン】 

•プラント最適化技術を利用していない
場合に発生したであろうと想定される
燃料使用量の年間排出量（過去１年
間の燃料使用量などをもとに計算）を
考慮して設定 

プロジェクト例（２）：工場省エネ 
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インバータは、電力の電圧、電力の電圧、直流と周波数を制御する技術。インバータ付きエアコンは、省
エネ効率が高く、ノン・インバーターエアコンと比較すると約３０％の年間電力消費量を低減する効果が
ある（１台あたり0.5トン／年程度の排出低減効果）。昨年度の実測結果によると、ハノイで４２％、ホーチ
ミンで３６％の省エネ効果が確認された。 

インバータ付きエアコンの導入を進めるため、省エネラベリング制度の導入の検討なども同時に相手国
政府に打ち込むことで、普及の拡大に繋げる。 

排出削減量の算定方法（方法論） 

【算定につかうデータ】 

•電力消費量 

 

【リファレンスライン】 

•従来型ノン・インバータエアコンを使
用した場合に発生したであろうと想定
される年間排出量を考慮して設定 

プロジェクト例（３）：インバータ付きエアコン 
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従来型変圧器は、変電所から送られてくる高い電圧の電気を安全に使えるように低い電圧に変換する
ために常時稼働し、絶えず1～3%の電気を損失している。変圧器の鉄心の素材に電気特性が向上する
合金を用いた変圧器を導入することで、エネルギー損失を大幅に削減できる。 

エネルギー損失を抑えることで、途上国で不足する電力供給の安定化にも繋がる。 

排出削減量の算定方法（方法論） 

【算定につかうデータ】 

•無負荷損低減率 

 

【リファレンスライン】 

•従来型変圧器を使用した場合に発生
したであろうと想定される年間排出量
考慮して設定 

プロジェクト例（４）：高効率配電変電器 
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■途上国側で低炭素技術・製品を導入した際の排出削減量を計測する人材等を育成。 

■概要：NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業として、 

  JCMの活用により、CO2排出削減効果の定量化（見える化）を行い、低炭素技術・製品 

  等の省エネ効果等の有効性を実証するとともに、本制度の本格的な運用に向けた 

  課題の抽出やフィードバックを行う。 

■平成２５年度予算：３５億円 

■委託項目：実証設備の導入工事、実証試験運転、JCMの活用（MRVの実施等） 

■JCM実証事業の要件・審査基準（一部）  

   - 日本の優れた技術、ノウハウ、製品等の活用が見込まれ、プロジェクト実施及び提案 

    された技術の普及による排出削減効果が高いこと。 

   - プロジェクト実施によるMRV方法論の有効性が確認できること。 

   - 共同事業として実施され（応募者は日本登記法人）、３年以内に実証が終了する 

    プロジェクトであること。 

①排出削減プロジェクトの発掘・組成 
②同プロジェクトによる排出削減量の評価方法の構築 
③相手国政府に対する政策提言の実施 

１．JCM実証事業 

２．JCM実現可能性調査（FS）  

３．人材育成事業 

二国間クレジット制度支援事業（経済産業省） 



インド: 
超々臨界石炭火力発電所(ＵＳＣ)の導入 
コークス炉への省エネ技術の導入 

モルディブ: 
海洋深層水多段利用インフラの導入 

マレーシア／インドネシア: 
コーティング肥料使用によるＮ２Ｏ削減 

インドネシア: 
超々臨界石炭火力発電所(ＵＳＣ)の導入 
火力発電設備における低品位炭利用の高効率化 
セメント工場における廃熱回収発電等の導入 
地熱発電設備の新設・改修 
工場設備の最適化制御（by IT） 
REDD+ 
ＣＣＳ（ＣＯ２地下貯留） 

中国:  
工場への高効率モーターの導入 
省エネ住宅の導入 

ベトナム／ラオス／マレーシア／中国: 
車載端末（デジタコ）試行導入 
 

ラオス: 
REDD+ 

ラオス／ミャンマー: 
セメント工場における省エネ診断 

フィリピン: 
地熱発電設備の改修 
鉄鋼焼結プロセスへの省エネ技術の導入 

メキシコ: 
高効率照明・省エネ家電製品普及促進 
 

ペルー: 
REDD+ 

マレーシア: 
業務用ビル空調制御システムの導入 
バイオマス燃料化技術等の導入（セメント工場） 

タイ: 
車載端末（デジタコ）試行導入 
工場設備の最適化制御（by IT） 
自家発電設備・ＣＨＰ設備の導入 

ブラジル: 
REDD+ 
 

ベトナム: 
超々臨界石炭火力発電所(ＵＳＣ)の導入 
原子力発電の導入 
高効率電化機器の普及促進 
高効率配電変圧器の導入 

（３０件・１３か国） 

二国間オフセット・クレジット制度 平成２２年度ＦＳ（経済産業省・ＮＥＤＯ） 



タイ: 

次世代型太陽熱利用
空調システムの導入 

バングラデシュ: 
CCGT発電所の新設 

ポーランド: 
スマートグリッド技術の適用 

モルディブ: 

海洋深層水多段利用イン
フラの導入 

インド/トルコ: 
高炉ガス焚きガスタービン複合発電 

ケニア: 
ロッジ・ホテルのエコ化 

ジプチ/エチオピア/ルワンダ: 

地熱発電 

ベトナム/タイ: 
コンビニエンスストアのエコ店舗化 

ベトナム／ラオス／マレーシア／中国: 

車載端末（デジタコ）試行導入 

ベトナム／インドネシア／南アフリカ： 
高効率配電変圧器の導入 

南アフリカ: 

鉄鋼セクターの省エネ技術導入 
高効率ガスタービンの導入 

インド:  
超々臨界石炭火力発電所(USC)の導入 
コークス乾式消火設備等の省エネ設備普及促進 

石炭火力発電所の高効率化 
超々臨界石炭火力発電設備の導入及び保全アフター
サービスの推進 

製鉄所における省エネ化(3事業） 
太陽光発電の導入 
流水式マイクロ水力発電の導入 
高効率サーバーの導入 

ロシア: 

随伴ガス回収・有効利用 ベトナム: 
高効率エアコン普及促進 
セメント工場における廃熱発電設備普及促進 

データセンター等サーバーの更新・統合 
超々臨界石炭火力発電所(USC)の導入 

低濃度炭鉱メタンガス処理・発電施設の導入 
高効率電化機器の普及促進 

マレーシア／インドネシア: 

コーティング肥料仕様によるN2O排
出削減 

メキシコ: 
食塩電解による苛性ソーダ、塩素製品製造プロセスの省エネ化 

カンボジア: 
REDD+ 

インドネシア：  
高効率太陽光発電普及促進 

REDD+（3事業）  
セメント工場における排熱利用 
地熱発電設備導入 
セメント工場における廃熱による低品位炭等高水分燃料の乾燥 
代替天然ガスの導入 
パームオイル工場廃棄物によるバイオマスボイラー発電施設の導入 
CCS（CO2地下貯留） 
小水力発電プロジェクトに対する日本の技術導入 
セメント輸送船運航効率化 
地熱発電設備（フラッシュ方式・バイナリー方式） 
ユーティリティ供給設備向け「連携制御」技術適用プロジェクト導入 
プラント操業システムの最新化 
水力発電改修 

マレーシア: 

家庭用太陽光発電事業
の促進 

モザンビーク: 
バイオディーゼル発電及び太陽光発電導入 

 → 経済産業省執行（１０事業） 
→ ＮＥＤＯ執行（４０事業） 

（５０件・１８か国） 

二国間オフセット・クレジット制度 平成２３年度ＦＳ（経済産業省・ＮＥＤＯ） 



ベトナム／タイ／マレーシア: 

建物省エネ（商業施設） 

ジプチ／エチオピア: 

地熱発電 

ベトナム／タイ: 

建物省エネ（コンビニエンスストア） 
マイクロ水力発電設備 

マレーシア／インドネシア: 
コーティング肥料仕様によるN2O排出削減 

ベトナム／ミャンマー／カンボジア: 
超々臨界圧（ＵＳＣ）石炭火力発電所普及 

インドネシア: 
再生可能エネルギーハイブリッドシステム 
ユーティリティ設備運用最適化技術普及 
既設石炭火力発電所の効率・環境改善（リプレース） 
高効率水力発電技術 
REDD+ (5 事業) 
プラント操業システムの最適化 
ＥＭＳを活用した風力発電 
薄膜型太陽電池による大規模発電 
パームオイル工場バイオマス発電 
ＳＮＧ 
ＣＣＳ（CO2地下貯留） 
バイオ燃料 

セメント輸送船等運航効率化 
小水力発電 
地熱発電 
低品位炭燃料排熱乾燥 

ケニア: 
ハイブリッド ミニ グリッド 

モンゴル: 
送電網及び石炭火力発電所の高効率化 

フィリピン: 

内燃機関三輪自動車の電気三輪自動車へ
の置き換え 

地熱フラッシュ発電及びバイナリー発電導入 

タイ: 
冷温同時取出ヒートポンプ導入 

カザフスタン: 

石炭火力発電所近代化
更新プロジェクト 

バングラデシュ: 
高効率火力発電 

インド: 
製鉄所における省エネ化 
マイクロ水力導入 

HFC冷媒を用いた省エネ空調機の普及 
低温廃熱回収型石炭乾燥技術の導入 
データセンターにおける高効率サーバー導入 
超々臨界圧（ＵＳＣ）石炭火力発電所 
製鉄所における高効率燃料利用 

モザンビーク: 

バイオディーゼル発
電／太陽光発電のハ
イブリッドシステム 

南アフリカ: 
セメント工場における省エネ 

島嶼国・沿岸国（モーリシャス等）: 
海洋深層水多段利用 

メキシコ: 
コージェネレーション設備の導入 

モルディブ: 

海洋深層水多段利用シ
ステムの普及 

ミャンマー : 
流水式マイクロ水力発電 

ベトナム: 

中小規模水力発電事業の推進 
高効率機器普及促進組成調査（建物省エネ） 

高効率エアコン普及促進 
製鉄所における省エネ化 
節水型シャワー普及 
電動バイク普及 
超々臨界圧石炭火力 

マレーシア: 
ＥＭＳ導入 

 → 経済産業省執行（３３事業） 
→ ＮＥＤＯ執行（２１事業） 

（５４件・１９か国） 

二国間オフセット・クレジット制度 平成２４年度ＦＳ（経済産業省・ＮＥＤＯ） 



ケニア: 
ソーラーランタン 

インド: 

製鉄所における省エネ技術普及 
高効率空調機 

ラオス: 
ビール工場省エネ 
REDD+ 
 
ミャンマー : 
流水式マイクロ水力発電 

インドネシア: 

バイオ燃料 
二酸化炭素冷媒を用いた冷凍冷蔵ショーケース 
REDD+（4事業） 
石油精製プラントの運転制御最適化 
動力プラントの運用最適化技術 
薄膜太陽光発電 

ベトナム: 

超々臨界圧石炭火力（混焼） 
水質浄化・汚泥排出削減 
有機性廃棄物からのエネルギー回収 
風力発電 
国立病院の省エネ・環境改善 
BEMS開発によるホテル省エネ 

モンゴル: 

風力発電 
ゲル地域における高効率集合住宅 
省エネ送電システム 

メキシコ: 
二酸化炭素分離・回収技術(CCS） 

ジプチ／ルワンダ: 

地熱発電 
タイ: 

工業団地における省エネ 
空調冷媒過冷却システム 

 → 経済産業省執行（１９事業） 
→ ＮＥＤＯ執行（５事業） 
→ＮＥＤＯ実証事業（６事業） 

ケニア／エチオピア: 

省水力発電 

ペルー: 
REDD+ 

（３０件・１３か国） 

二国間オフセット・クレジット制度 平成２５年度ＦＳ（経済産業省・ＮＥＤＯ） 



途上国側で低炭素技術・製品を導入した際の排出削減量の計測を実施する人材等を専門
家派遣、訪日研修、二国間対話等を通じて育成。 
 

 JCMによる温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施するために必要な専門的ノウハウの提供 

 JCMのMRV方法論の策定や専門家の育成 
 政府・民間相方におけるJCMの組織的・専門的事項に対する理解促進 

 ２０１２年度事業実績 

省エネ送電システム及び高効率石炭火力発電所（モンゴル） 

省エネセメント工場（南アフリカ） 

データ・センターへの高効率サーバー導入（インド） 

製鉄所における省エネ設備導入（インド） 

経済産業省 

車載端末（デジタル・タコグラフ）を活用したエコ・ドライブ（ベトナム） 

高効率配電変圧器による電力ロスの削減（ベトナム） 

超々臨界圧石炭火力発電所（USC）（ベトナム） 

※その他、相手国と実施案件調整中 

 ２０１３年度事業実績 

中型風力発電導入（モルディブ） 

データ・センターへの高効率サーバー導入（インド） 

経済産業省 

二国間クレジット制度 人材育成企業（経済産業省） 


