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組織概要

名称 公益財団法人 地球環境センター
英語名称： Global Environment Centre Foundation

呼称 GEC （ジェック）
設立年月日 1992年1月28日
所在地 大阪本部：大阪市鶴見区緑地公園2番110号

東京事務所：東京都文京区本郷三丁目19番4号 本郷大関ビル
設立背景 1991年 UNEP(国連環境計画)第16回管理理事会においてIETC（UNEP国際

環境技術センター）の日本設立が正式決定

1992年 大阪府・大阪市から基本財産の拠出を得て
UNEP支援法人「財団法人 地球環境センター」が発足。
※2010年4月1日に公益財団法人へ移行
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• JCM設備補助事業執行団体
• 途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業

執行団体
• REDD+モデル事業事務局 …など.

• JICA課題別研修
• GEC海外研修員ネットワーク事業

• 国際連合環境計画 国際環境技術センター
（IETC）の環境上適正な技術の普及促進
活動への支援

• 地域中核企業創出・支援事業
• 水環境ビジネス推進 …など

環境技術等に
関する研修

開発途上国への
技術的支援等の
国際協力

地球環境問題に
関する事業

GECの活動

GECのウェブサイト
http://gec.jp/
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
All photos are from GEC Annual Report 2016



• 優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラの普及や緩和活動の実施を加速し、
途上国の持続可能な開発に貢献

• 温室効果ガス（GHG）排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、
我が国の削減目標の達成に活用

• 地球規模でのGHG排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠組条約の
究極的な目的の達成に貢献

二国間クレジット制度（JCM）とは
-Joint Crediting Mechanism-



JCM設備補助事業
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※MRV: 測定・報告・検証



JCM設備補助事業のメリット
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JCMパートナー国

現在日本は17ヵ国をパートナー国としてJCMを構築しています。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アセアン10か国中7か国がJCMのパートナー国として署名している。17ヵ国中7か国で41％



JCM設備補助

理解の醸成

補助金を活用し、新規技術を導
入、オペレーションを通じ効果を
見える化（ショーケース化）

関連制度の構築

他分野、他国への展開

効果が明確になったことで地元
企業が自発的に技術を導入。

さらに、制度構築支援と組み合
わせることで、高性能機器が優
先的に導入。

・規制枠組み
・基準設定
・税制

需要は見込まれるものの、イニシャルコストが高い高効率冷凍システムについて、JCM設備補助事業を活用
して初期コストを軽減し、現地企業への1号機納入に成功。
この納入実績をショーケースとして、ASEAN諸国でビジネスを水平展開。
今後、省エネ基準等の関連制度の構築とパッケージ化することで、更なる市場拡大が期待。

JCMを活用した途上国市場でのショーケース化と自立的水平展開
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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（2013年度）
プロジェクト実施者：（日本側）前川製作所（株）、（インドネシア側）PT. Adib Global Food Supplies、PT. Mayekawa Indonesia



JCM設備補助による
モデルプラントの導入

スケールアップ

大規模化（スケールアップ）

パイロットプラントの建設・運転を
通じた技術移転、廃棄物管理
等のための諸制度の整備

パイロットプラントを通じた理解醸
成から本格実機に対するニーズを
創出

国内他地域への展開

パイロットプラントを建設して理解の醸成を図り、スケールアップを実現

 必要性は認識されているものの、現地での受容性の低い廃棄物発電施設について、JCM設備補助事業
を活用してパイロット・プラントを建設

 適切な運転を通じて自治体・政府関係者及び住民の理解を醸成し、廃棄物の収集・分別等の制度構
築と合せて、その後の本格実機導入（大規模化）の基礎を整備

 今後は、スケールアップに向けて、多様な支援スキームを活用した資金調達が課題
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多様な資金支援スキームの活用

ヤンゴン市における廃棄物発電（2015年度）
プロジェクト実施者：（日本側）JFEエンジニアリング（株）、（ミャンマー側）Yangon City Development Committee

JCM設備補助

理解の醸成

想定GHG削減量＝4,732tCO2/年
（うちエネルギー起源CO2排出削減量：
2,358t CO2/年）
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ASEANにおける実施事業（１）
採択年度 代表事業者 事業名

2013 荏原冷熱システム㈱ 工場空調及びプロセス冷却用のエネルギー削減（Batang市）
2013 ㈱ローソン コンビニエンスストア省エネ
2013 ㈱前川製作所 コールドチェーンへの高効率冷却装置導入
2013 豊田通商㈱ 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
2013 荏原冷熱システム㈱ 工場空調及びプロセス冷却用のエネルギー削減
2014 JFEエンジニアリング㈱ セメント工場における廃熱利用発電
2014 伊藤忠商事㈱ 大型商業施設における太陽光発電・蓄電池導入プロジェクト
2014 ㈱豊通マシナリー 自動車部品工場のアルミ保持炉へのリジェネバーナー導入による省エネルギー化
2014 荏原冷熱システム㈱ 省エネ型ターボ冷凍機を利用した工場設備冷却
2014 兼松㈱ 製紙工場における省エネ型段ボール古紙処理システムの導入
2014 東レ㈱ 省エネ型織機導入プロジェクト
2015 ㈱NTTファシリティーズ 高効率ターボ冷凍機によるショッピングモールの空調の省エネ化
2015 ㈱NTTファシリティーズ 工業団地へのスマートLED街路灯システムの導入
2015 三菱ケミカル㈱ フィルム工場における高効率貫流ボイラシステムの導入
2015 豊田通商㈱ 自動車製造工場におけるガスコージェネレーションシステムの導入
2015 シャープ㈱ ジャガバリン・スポーツシティ1.6MW太陽光発電導入プロジェクト
2015 住友ゴム工業㈱ ゴルフボール工場における高効率貫流ボイラ設備の導入
2016 ㈱トーヨーエネルギーファーム 北スマトラ州10MW小水力発電プロジェクト
2016 ㈱ファーストリテイリング 物販店舗へのＬＥＤ照明の導入
2016 日清紡テキスタイル㈱ 織布工場への高効率織機の導入
2016 (一財)関西環境管理技術センター ゴム工場における産業排水処理の省エネルギー化
2016 ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ 食品香料工場への0.5MW太陽光発電システムの導入
2017 ㈱デンソー 自動車部品工場へのガスコージェネレーションシステム及び吸収式冷凍機の導入
2017 東京センチュリー㈱ 化学工場への吸収式冷凍機の導入
2017 ㈱長大 北スマトラ州ライオルディ川10MW小水力発電プロジェクト
2018 アイフォーコム㈱ 高効率ターボ冷凍機及び空調制御機器によるショッピングモール空調システムの省エネ化
2018 北酸㈱ スマラン市公共バスへのCNGとディーゼル混焼設備導入プロジェクト
2018 ㈱大塚製薬工場 輸液製造工場への高効率滅菌釜導入による省エネプロジェクト
2018 高砂熱学工業㈱ ヘルスケア工場及び食品工場への2.8MW太陽光発電システム導入

インドネシア（29件）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アセアン10か国中7か国がJCMのパートナー国として署名している。17ヵ国中7か国で41％
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ASEANにおける実施事業（２）
タイ（26件）
採択年度 代表事業者 事業名

2015 ㈱ファミリーマート コンビニエンスストアにおける空調・冷蔵ショーケースの省エネ
2015 パシフィックコンサルタンツ㈱ 工場屋根を利用した太陽光発電システム導入プロジェクト
2015 東レ㈱ 織物工場への省エネ型織機導入プロジェクト
2015 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱ 半導体工場における省エネ型冷凍機・コンプレッサーの導入
2015 新日鉄住金エンジニアリング㈱ 二輪車製造工場におけるオンサイトエネルギ供給のためのガスコジェネレーションシステムの導入
2015 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱ 半導体工場における省エネ型空調システム及び冷凍機の導入
2015 稲畑産業㈱ タイヤ工場への高効率冷凍機の導入による空調の省エネ化
2016 AGC旭硝子㈱ 苛性ソーダ製造プラントにおける高効率型イオン交換膜法電解槽の導入
2016 ㈱ファーストリテイリング 物販店舗へのLED照明の導入
2016 日本テピア㈱ 牛乳工場における省エネ型冷水供給システムの導入
2016 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 セメント工場への12MW廃熱回収発電システムの導入
2016 ㈱デンソー 自動車部品工場へのコージェネレーション設備の導入
2016 協和発酵バイオ㈱ アミノ酸製造工場への省エネ型冷凍機及び自己蒸気機械圧縮型濃縮機の導入
2016 シャープ㈱ エアコン部品製造工場群への3.4MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2016 ㈱ファインテック ペイント工場への屋根置き1.5MW太陽光発電および先進的ＥＭＳによる電力供給
2016 兼松㈱ 産業用冷蔵庫における省エネ冷却システムの導入
2016 CPF JAPAN ㈱ 食品加工工場への冷温同時取り出しヒートポンプの導入
2016 ティ―・エス・ビー㈱ 工業廃水処理用ため池を利用した5MW水上太陽光発電システムの導入
2016 シャープ㈱ 大型スーパーマーケットへの27MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2016 バンドー化学㈱ ゴムベルト工場における高効率ボイラシステムの導入
2016 ユアサ商事㈱ 空調制御システム導入による精密部品工場の省エネ
2017 富士食品工業㈱ 食品工場へのバイオマスコージェネレーション設備の導入
2017 横浜港埠頭㈱ バンコク港への省エネ設備の導入
2018 トヨタ自動車㈱ 技術研究施設及びオフィスへの3.4MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2018 東京センチュリー㈱ 工業団地への25MW屋根置き及び水上太陽光発電プロジェクト
2018 関西電力㈱ 繊維工場へのガスコージェネレーションシステム及び吸収式冷凍機の導入

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アセアン10か国中7か国がJCMのパートナー国として署名している。17ヵ国中7か国で41％
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ASEANにおける実施事業（３）
ベトナム（18件）
採択年度 代表事業者 事業名

2014 日本通運㈱ デジタルタコグラフを用いたエコドライブ
2014 裕幸計装㈱ 送配電網におけるアモルファス高効率変圧器の導入
2015 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 ホテルへの高効率インバーター・エアコンの導入
2015 ㈱リコー レンズ工場における省エネ型空調設備の導入
2015 日立化成㈱ 鉛蓄電池製造工場への電槽化成設備導入による省エネ
2015 裕幸計装㈱ 空調制御システムを用いた工場の省エネ
2015 裕幸計装㈱ 南部・中部地域の配電網におけるアモルファス高効率変圧器の導入
2015 TOTO㈱ 衛生陶器生産工場への高効率焼成炉の導入
2015 イオンリテール㈱ ホーチミン市ショッピングモールにおける太陽光発電の導入
2016 横浜ウォーター㈱ ダナン市水道公社への高効率ポンプの導入
2016 HOYA㈱ レンズ工場への省エネ設備の導入
2016 裕幸計装㈱ 北部・中部・南部地域の配電網におけるアモルファス高効率変圧器の導入
2016 矢崎部品㈱ 自動車用電線製造工場への省エネ設備の導入
2017 裕幸計装㈱ 南部・中部地域の配電網におけるアモルファス高効率変圧器の導入Ⅱ
2017 ユアサ商事㈱ ゴム製品製造工場における高効率ターボ冷凍機の導入
2017 サッポロインターナショナル㈱ ビール工場への省エネ設備の導入
2018 横浜ウォーター㈱ インバーター導入による取水ポンプの省エネルギー化
2018 ㈱日本クラント 鮮度保持機能付リーファーコンテナを活用した陸路から海路へのモーダルシフト

採択年度 代表事業者 事業名
2015 ミネベアミツミ㈱ 無線ネットワークを活用した高効率LED街路灯の導入
2015 アジアゲートウェイ㈱ インターナショナルスクールへの超軽量太陽光発電システムの導入
2016 イオンモール㈱ 大型ショッピングモールへの1MW太陽光発電と高効率チラーの導入
2016 メタウォーター㈱ 浄水場におけるインバータ導入による配水ポンプの省エネルギー化
2018 アジアゲートウェイ㈱ コンポントム州における1.5MW太陽光発電プロジェクト

カンボジア（5件）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アセアン10か国中7か国がJCMのパートナー国として署名している。17ヵ国中7か国で41％
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ASEANにおける実施事業（4）
フィリピン（8件）

ミャンマー（6件）

採択年度 代表事業者 事業名
2017 豊田通商㈱ ミンダナオ島シギル川15MW小水力発電プロジェクト
2017 ㈱長大 ミンダナオ島タギボ川4MW小水力発電プロジェクト
2017 東京センチュリー㈱ 自動車部品工場への1.53MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2017 トヨタ自動車㈱ 車両工場への1MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2017 東京センチュリー㈱ 冷凍倉庫への1.2MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2018 ㈱長大 ミンダナオ島タギボ川上水供給施設0.16MWマイクロ水力発電プロジェクト
2018 シャープエネルギーソリューション㈱ タイヤ工場への4MW屋根置き太陽光発電システムの導入
2018 ㈱長大 ミンダナオ島ブトゥアン市2.5MWもみ殻発電プロジェクト

ラオス（2件）

採択年度 代表事業者 事業名
2015 JFEエンジニアリング㈱ ヤンゴン市における廃棄物発電
2016 キリンホールディングス㈱ ビール工場への省エネ型醸造設備の導入
2016 エースコック㈱ 即席麺工場への高効率貫流ボイラの導入
2016 ㈱フジタ エーヤワディ地域の精米所におけるもみ殻発電
2016 両備ホールディングス㈱ 物流センターにおける省エネ冷凍システムの導入
2018 ㈱グローバルエンジニアリング セメント工場への8.8MW廃熱回収発電システムの導入

採択年度 代表事業者 事業名
2017 ティ―・エス・ビー㈱ ビエンチャン市における14MW水上太陽光発電システムの導入
2017 裕幸計装㈱ 配電網へのアモルファス高効率変圧器の導入

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アセアン10か国中7か国がJCMのパートナー国として署名している。17ヵ国中7か国で41％



補助金交付額
• 本事業の総予算額は3 ヵ年で69億円
• 1件当たりの補助金の交付額は、原則5千万円以上、20億円以下を目安とする
• 補助金の交付額は補助対象経費の総額に補助率を乗じた金額を上限とする

2018年度補助金交付額および補助率

補助率
• 補助事業を実施する国において、過去に採択されたJCMに係る補助事業のうち、類似

技術を活用している件数（原則応募時点）に応じて、下記のとおり補助率を設定する

• 詳細は「平成30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公募要領」参照

事業を実施する国における
「類似技術」のこれまでの

採択案件数
０件

(初の導入事例)
１件以上
３件以下 ４件以上

補助率の上限 ５０％ ４０％ ３０％



排出量を１トン削減するために必要な補助金額の費用対効果は、
原則として4千円/tCO2以下であることを目安とする。

ただし、同一国において過去に採択されたJCMに係る補助事業のうち、別紙「類似技術の
分類 各パートナー国における採択実績」における太陽光発電の類似技術を活用している
件数が5件以上である場合は、原則として当該技術に係る費用対効果は3千円/tCO2
以下であることを目安とする。

①GHG排出削減総量 ＝ GHGの年間排出削減量 [tCO2/年]×耐用年数 [年]

②GHG排出削減量に係る費用対効果

＝ 補助金額[円]÷GHG排出削減総量[tCO2]

補助金費用対効果
GHG排出削減量に係る費用対効果
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・採択内示
・交付申請説明会

交付決定
補助事業開始

4/6

【平成30年度】（一次公募）

【平成31～32年度】

4/302～3月

以下、一次
公募に同じ

6/25

 採択内示後90日以内にGECが交付決定できるよう、交付申請書を提出
 各年度内に概算払、最終年度に精算払を請求

5/14(月)正午
応募締切

補助事業の予定スケジュール

二次公募開始

8/27

事業実施内容審査 検査/精算
採択審査

(書類&ﾋｱﾘﾝｸﾞ) 補助金支払

補助金支払

交付申請書
提出

事業実施

応募書類
提出

●複数年度案件
 年度終了実績報告
 中間検査

●単年度案件
 完了実績報告
 確定検査

公募開始
●単年度案件

⇒精算払
●複数年度案件

⇒概算払
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内容審査採択審査
(書類&ﾋｱﾘﾝｸﾞ)

【平成30年度】（二次公募）

9月下旬

90日以内

90日以内

事業実施

採択内示 交付決定
補助事業開始

2021/1/29
までに完了

順次採択

検査/精算

 完了実績報告
 確定検査



JCMの手続

JCMの手続ごとの環境省支援事業
各プロセスの実施者

提案方法論の
提出

提案された
方法論の承認

プロジェクト設計
書(PDD)の作成

妥当性確認

登録

モニタリング

検証

クレジット発行

プロジェクト参加者
（事業者）

合同委員会

プロジェクト参加者

第三者機関(TPE)

合同委員会

プロジェクト参加者

第三者機関

合同委員会が発行量を決定
各国政府がクレジットを発行

H30年度の環境省に
よる支援（案）

事業者における御対応

コンサルを委託して方
法論を作成 関連データを御提供いただきます

両国政府が対応 合同委員会への出席は不要です

コンサルを委託して
PDD作成及びTPE
対応

・関連データを御提供いただきます
・ローカルステークホルダーコンサルテー
ション（LSC）の開催に御協力いただ
きます

TPEを委託して妥当
性確認を実施

（必要に応じて現地審査に御対応い
ただきます）

両国政府が対応 合同委員会への出席は不要です

コンサルを委託して初
回のモニタリング報告
書作成及びTPE対応

モニタリングを実施いただきます（事業
活動の中でいずれにせよ収集するデー
タの範囲からモニタリング項目を設定す
る方針）

TPEを委託して初回
の検証を実施

モニタリングデータの御提供と現地視
察に御対応いただきます

両国政府が対応 合同委員会への出席は不要です

※これまでのJCM手続やその支援実績については、以下のWebを御参照ください
https://pub.iges.or.jp/iges-JCM-summary-2016

https://pub.iges.or.jp/iges-JCM-summary-2016


詳しくは下記をご覧ください。
 JCMウェブサイト： http://gec.jp/jcm/
 GECのJCM Twitter https://twitter.com/GEC_JCM_Info
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ご清聴ありがとうございました。

＜お問合せ窓口＞
公益財団法人 地球環境センター
東京事務所 事業第二グループ

竹山、直原 宛
TEL：03－6801－8773
E-mail：jcm-info@gec.jp

Caring for the Future by Caring for the Earth and People
やさしさを人へ地球へ未来の時へ

mailto:jcm-info@gec.jp
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