
１，主催者・共催者名 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 

環境省 

２．タイトル 

二国間クレジット制度（JCM）：日本およびインドネシアの最新情報 

３．目的・概要 

2013 年 8 月に JCM が署名され、また、関連する日本政府支援の事業実現可能性調査の実施

案件も多く、民間事業者のインドネシアへの関心も高い。インドネシアのホスト国としての体制整

備支援が大変重要となっている。本セッションでは、インドネシア国家気候変動評議会が推進す

るJCMを含む市場メカニズムやレジストリ、さらにNAMA、MRVに係る最新情報を提供し、同国

における対策を促進するために求められる気候政策のあり方について議論する。 

 

４．アジェンダ 

進行役：浜中裕徳氏／財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）理事長 

14:30--14:50 開会の挨拶 

 白石順一氏（環境省地球環境審議官） 

 田村政美氏（外務省 国際協力局 気候変動課長） 

 Agus Purnomo 氏（インドネシア国家気候変動評議会（DNPI）事

務局長、気候変動担当大統領特別補佐官） 

14:50-15:05 日本・インドネシアの JCM に係る制度説明（田村氏） 

15:05-15:20 JCM のホスト国として今後の展開について（Dicky Edwin Hindarto

氏／DNPI カーボン取引メカニズムコーディネータ） 

15:20-15:35 JCM と NAMA、MRV およびレジストリのリンケージ（Farhan Helmy

氏／DNPI 緩和ワーキンググループ長） 

15:35-15:55 質疑応答 

15:55-16:00 ラップアップおよび閉会 

 
 

５．発表・議事の概要 

 冒頭挨拶では、白石氏（環境省）、田村氏（外務省）および Purnomo 氏（インドネシア）

からそれぞれ、日本・インドネシア両国政府間の協議の末、今年 8 月に両国間において

JCM に係る合意文書が締結されたことを受けて、技術移転を伴う形で今後ますます両国

間の気候変動に係る協力が進むことへの期待が述べられた。 

田村氏は、JCM に係る制度説明として、世界的な排出削減・吸収に貢献するため、



途上国の状況に柔軟かつ迅速に対応した技術移転や対策実施の仕組みを構築

するものとして同制度を提案しているとしたうえで、GHG 排出削減技術・製

品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策を通じ実現した温室効果ガ

ス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に

活用するものと説明した。また、インドネシアとの合意が今年 8 月に締結され

たことをうけて、10 月には第 1 回合同委員会が開催され、インドネシアにお

ける同制度実施のために必要な文書等の協議・採択の作業が進められていると

述べた。Dicky 氏（インドネシア）は、JCM 署名後の今後の展開として、イン

ドネシア独自の JCM のための事務局の設立が急務であるとしたうえで、更な

る展開として同制度が日本・インドネシアあるいは日本とパートナー国との間

だけの制度ではなく UNFCCC のもとで認知されたものとなるよう制度設計・

実施を進めていくことの重要性を指摘した。Farhan 氏は、国毎の適切な緩和

行動（NAMA）のインドネシアにおける策定プロセスのオプションを示したう

えで、JCM を含む複数のプロセス・メカニズムを包括的に管理する単一のレ

ジストリが必要であると述べた。  
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１，Organizer 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Ministry of the Environment, Japan (MOEJ) 

Institute for Global Environmental Strategies (IGES) 

２．Title 

Joint Crediting Mechanisms: Update from Japan and Indonesia 

３．Theme 

The signing of the agreement on Joint Crediting Mechanism (JCM) between the 

Governments of Japan and Indonesia in August 2013 is a significant milestone in the 

cooperation for promoting low carbon development. By September 2013, more than 

70 feasibility studies of JCM have been conducted and are underway in Indonesia. In 

the meantime, the preparatory work by the Government of Indonesia as a host 

country of JCM has also begun. This session is aimed to provide an opportunity to 

hear the update and prospect from the key officials from the two governments who 

are closely engaged in the discussions for designing JCM.  

 

４．Agenda and speakers 

Chair: Prof. Hironori Hamanaka, Chair of the Board of Directors, Institute for Global 

Environmental Strategies (IGES)  

14:30--14:50 Opening Remarks 

 Mr. Junichi Shiraishi, Vice Minister for Global Environmental 

Affairs, Ministry of the Environment, Japan (MOEJ) (TBC) 

 Mr. Masami Tamura, Director, Climate Change Division, 

International Cooperation Bureau, Ministry of Foreign Affairs, 

Japan (MOFA)  

 Mr. Agus Purnomo, Head of Secretariat, National Council on 

Climate Change (DNPI)/President’s Special Envoy for Climate 

Change, Indonesia  

14:50-15:05 General Overview of JCM between Japan and Indonesia, by Mr. 

Masami Tamura, MOFA 

15:05-15:20 National Plan of Indonesia as a Host Country of JCM , by Mr. Dicky 

Edwin Hindarto, Coordinator of Carbon Trading Mechanism 

Division, DNPI  

15:20-15:35 Linkage of JCM with NAMAs, MRV and registry, by Mr. Farhan 



 

Helmy, Secretary of Mitigation Working Group, DNPI  

15:35-15:55 Question and Answer 

15:55-16:00 Wrap-Up and Closing Remarks 
 

５．Outline of presentations and discussions 

The event introduced overviews and recent updates of initiatives on the JCM 

agreement, project development and its implementation in Indonesia. Three agencies 

from both Japan and Indonesia delivered opening speeches in mentioning 

expectation about acceleration of cooperation between Japan and Indonesia 

regarding climate change associated with transfer of advanced low-carbon 

technologies.  

Mr. Tamura, Japan explained the intent and overviews on the JCM as well as recent 

development on joint committee held in October in Jakarta, Indonesia after signing 

of agreement between Indonesia and Japan in August, this year.  Mr. Dicky pointed 

urgent necessity of establishment of the JCM Secretariat in Indonesia as a first step 

for implementation of JCM and also to seek the possibilities of the JCM 

implementation under UNFCCC. Then event was closed with presentation by Mr. 

Farhan on linkage with JCM and NAMA and a unified registry which have been 

currently considering in Indonesia how to proceed NAMA development process and a 

possible design of registry system to manage NAMA in a MRV manner including 

JCM projects.  
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