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金融庁による「カーボン・クレジットの取扱いに関する Q&A」の公

表について 
 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 「カーボン・クレジットの取扱いに関する

Q&A」公表の背景 
Ⅲ. （問 1）J-クレジット・JCM クレジットの

取扱い 

Ⅳ. （問 2）ボランタリークレジットの取扱い 

Ⅴ. おわりに 

 

 

Ⅰ. はじめに 

 

2022 年 12 月 26 日に金融庁から「カーボン・クレジットの取扱いに関する Q&A」（以

下「本 Q&A」といいます。）が公表されました 1。 

 金融機関等によるカーボン・クレジットの取扱いに関する留意点については、先んじ

て本 Bulletin2でも詳述しておりますが、本稿では、その補論として、本 Q&A 公表の背

景や内容について整理することと致します。 

 

Ⅱ. 「カーボン・クレジットの取扱いに関する Q&A」公表の背景 
 

本 Q&A は、法令や監督指針等の改正に際して公表されたものではなく、金融機関等

に係る各業法上の業務範囲規制に従前から存在する概念である、「地球温暖化対策の推

進に関する法律第二条第七項に規定する算定割当量」（以下「温対法上の算定割当量」

といいます。）「その他これに類似するもの」（銀行法 10 条 2 項 14 号、金融商品取引

業等に関する内閣府令 68 条 16 号、保険業法 98 条 1 項 8 号等）の解釈について、一

定の基準を示すべく本 Q&A 単体で公表されたものです。 

公表の理由として、公表文には、近年、民間認証のカーボン・クレジット（ボランタ

リークレジット）が主流となってきており、金融機関等におけるカーボンニュートラル

の実現に向けた対応を促進する観点から、金融機関等自らが、「その他これに類似する

もの」に該当するか否かを明確に判断できるようにすることが重要となっている旨の記

載があり、金融機関等によるボランタリークレジットの取扱いに係る取組みが始まって

 
1 2022 年 12 月 26 日付金融庁「『カーボン・クレジットの取扱いに関する Q&A』の公表について」 

（https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221226.html） 
2 Carbon Credit Bulletin 2022 年 11 月号（vol.2）「金融機関等によるカーボン・クレジットの取扱いに

関する留意点」（https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/carbon-credit-bulletin/2.html）をご参照くださ

い。 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 冨永 喜太郎 
TEL. 03 6213 8117 
yoshitaro.tominaga@mhm-global.com 
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おり、当該判断が実務的に問題となってきていることを踏まえたものと思われます。 

加えて、このタイミングでの公表の背景としては、GX 実行会議での承認が見込まれ

ている「成長志向型カーボンプライシング構想」3に関する議論の影響があることも推

察されます。すなわち、同構想の内容の一つである市場を活用したカーボンプライシン

グとしての GX リーグにおける排出量取引（GX-ETS）の手続き案において、市場を通

じた排出量取引の取引対象として、超過削減枠と並んで、カーボン・クレジットが検討

されており 4、本 Q&A は、具体的な制度設計が検討途上にある GX-ETS に金融機関等

が将来的に関与するにあたって、各業法の業務範囲規制が支障とならないよう、政府主

導・民間主導問わず幅広いカーボン・クレジットに関して解釈基準を示した点に意義が

あるものと考えられます。 

以下、本 Q&A のそれぞれの（問）と（答）について、内容を詳述します。 

 

Ⅲ. （問 1）J-クレジット・JCM クレジットの取扱い 
 

本 Q&A の（問 1）は、政府主導のカーボン・クレジットが「その他これに類似するも

の」に該当するか否かについて、一定の判断を示しています。具体的には、以下のとお

りです。 

 
 

 

 
3 同構想については、Carbon Credit Bulletin 2022 年 12 月号（vol.3）「第 3 回 GX 実行会議及び第 4 回

GX 実 行 会 議 に お け る 議 論 の 動 向 」（ https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/carbon-credit-
bulletin/3.html）もご参照ください。 
4 GX リーグにおける排出量取引に関する学識有識者検討会（https://gx-league.go.jp/topic/）（第 2 回）資

料「来年度から本格稼働する GX リーグにおける排出量取引の考え方について②」4 頁をご参照くださ

い。 

（問 1） 

金融機関等（業務範囲規制に服するものに限る。）がカーボン・クレジット

の売買又はその媒介等を業務として実施する場合には、業務範囲規制に抵触

しないか整理する必要があり、法令（外国の法令、米国州法を含む。）に基づ

くクレジットについては、「その他これに類似するもの」（銀行法第 10 条第

2 項第 14 号、金融商品取引業等に関する内閣府令第 68 条第 16 号、保険

業法第 98 条第 1 項第 8 号等）に該当し、取扱可能と認識していますが、政

府主導のカーボン・クレジット、例えば、J-クレジットや JCM クレジットは、

「その他これに類似するもの」に該当し、取扱可能でしょうか。 

（答） 

「その他これに類似するもの」に該当するか否かについては、審査・承認手

続の厳格性、帰属の明確性等の観点から、個別具体的に判断される必要があ

りますが、J-クレジットや JCM クレジットは、これに該当すると考えられま

す。 

https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/carbon-credit-bulletin/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/carbon-credit-bulletin/3.html
https://gx-league.go.jp/topic/
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1. 問 1 の意義 

 

（答）のうち、前段部分については、金融庁の過去のパブリックコメントにおける

回答 5で、「「その他これに類似するもの」に該当するか否かについては、審査・承認

手続の厳格性、帰属の明確性等の観点から、個別具体的に判断される必要があります

が、この限りにおいて、法令（外国の法令、米国州法を含む。）に基づく排出枠やクレ

ジットについては該当するものと考えられます。」とされていたものと同趣旨といえ

ます。 

したがって、この（答）の意義は、上記過去の回答が引き続き解釈指針となること

を示したという点を除けば、専ら後段部分において、J-クレジットと JCM クレジッ

トを名指しし、「その他のこれに類似するもの」に該当すると考えられるとの結論ま

で示した点にあるものといえます。 

 

2. GX-ETS の手続き案との関係 

 

J-クレジットと JCM クレジットは、Ⅱ.で上述した GX-ETS の手続き案において、

市場を通じた排出量取引の取引対象として検討されているカーボン・クレジットの中

でも、「J-クレジット（中小企業、個人等の活動）」、「JCM（海外プロジェクト）」とし

て例示されているものです。したがって、この（答）により、仮に GX-ETS の手続き

において、自ら設定した直接排出の目標を達成できなかった場合の選択肢の一つとし

て調達の対象となる「適格カーボン・クレジット」6に J-クレジットや JCM クレジッ

トが含まれることとなった場合でも、金融機関等がその売買又はその媒介等を業務と

して実施することに業務範囲規制上の支障がないという点が明確化されたといえま

す 7。 

 

Ⅳ. （問 2）ボランタリークレジットの取扱い 
 

本 Q&A の（問 2）は、民間主導のカーボン・クレジットが「その他これに類似するも

の」に該当するか否かについて、一定の判断を示しています。具体的には、以下のとお

りです。 

 
5 平成 20 年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの

結果等について（平成 20 年 12 月 2 日公表）（https://www.fsa.go.jp/news/20/20081202-1.html）コメン

トの概要及びそれに対する金融庁の考え方 64 頁 No.23 
6 脚注 4 に加えて、GX リーグにおける排出量取引に関する学識有識者検討会（https://gx-
league.go.jp/topic/）（第 3 回）資料「来年度から開始する GX リーグにおける排出量取引の考え方につ

いて③」9 頁もご参照ください。 
7 また、GX-ETS の手続き案において、目標未達時に調達対象となり得るものとして、他に「超過削減

枠」が予定されています。「超過削減枠」は、他の GX リーグ参画企業による目標の超過達成量で、新た

に創設されるカーボン・クレジット市場において取引が可能となるものであり、これも「その他これに

類似するもの」に該当する政府主導のカーボン・クレジットといえるようなものとして制度設計されて

いくことが予想されます。 

https://www.fsa.go.jp/news/20/20081202-1.html
https://gx-league.go.jp/topic/
https://gx-league.go.jp/topic/
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1. 問 2 の意義 

 

ボランタリークレジットについては、金融庁の過去のパブリックコメントにおける

回答では直接的な言及がなかったものと思われますので、この（答）の意義としては、

まず、「温対法上の算定割当量」との類似性を判断するにあたっては、審査・承認手続

の厳格性、帰属の明確性等が考慮要素であり、政府主導か民間主導かという点自体は

結論を左右するものではないという点が明確化されたことが挙げられます。加えて、

以下のとおり各考慮要素についても、一定の示唆がなされています。 

 

2. 「帰属の明確性」 

 

まず、「帰属の明確性」については、この（答）では、「例えば、帰属の明確性に加

えて、…」とされているように、何ら判断基準は示されていません。もっとも、類似

性を判断する対象である「温対法上の算定割当量」については、温対法 44 条に「算

定割当量の帰属」という概念が明記されており、そこでは「算定割当量の帰属は、こ

の章の規定による割当量口座簿の記録により定まる」とされていることから、当該割

当量口座簿の記録と同様の管理の仕組みがあれば、ここでいう「帰属の明確性」は認

められるといえ、それ以上の判断基準を示す必要性は高くなかったことがうかがわれ

ます。 

 

 

（問 2） 

政府主導のカーボン・クレジットではなく、民間主導で発行されるボラン

タリークレジットは、「その他これに類似するもの」に該当し、取扱可能でしょ

うか。 

（答） 

前述のとおり、「その他これに類似するもの」に該当するか否かについては、

審査・承認手続の厳格性、帰属の明確性等の観点から、個別具体的に判断され

る必要があります。 

例えば、帰属の明確性に加えて、以下のいずれかの機関が当該ボランタリー

クレジット発行の基礎となる温室効果ガス排出削減・吸収事業の妥当性審査

及び当該事業に基づく排出削減・吸収量の検証を実施している場合には、「そ

の他これに類似するもの」に該当し、取扱可能と考えられます。 

1. 京都メカニズムやパリ協定第 6 条第 4 項メカニズムの指定運営機関 

2. ISO14065 に基づき認証された機関など、検証等に関する認証を取得

している機関又はその認定機関 
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3. 「審査・承認手続の厳格性」 

 

次に、「審査・承認手続の厳格性」については、この（答）の後段において、「帰属

の明確性」に加えて 1.又は 2.で示された機関が当該ボランタリークレジット発行の基

礎となる温室効果ガス排出削減・吸収事業の妥当性審査及び当該事業に基づく排出削

減・吸収量の検証を実施している場合は「その他これに類似するもの」に該当すると

の結論まで示されたことを敷衍すれば、「審査・承認手続の厳格性」を直接判断せず

とも、代わりに、上記のような機関によって当該審査及び検証が実施されていること

さえ確認すれば、実質的に「審査・承認手続の厳格性」を満たすとの判断が可能となっ

たといえます。とりわけ、当該機関に関する条件のうち、2.の ISO14065 に基づき認

証された機関か否かという点は、Verified Carbon Standard（VCS）や Gold Standard

（GS）といった現在主要なボランタリークレジットと考えられているようなもので

あれば、基本的に満たすといえますので、これによって、金融機関等においてボラン

タリークレジットが「その他これに類似するもの」に該当するか否かの判断が困難と

なる場面はかなり限定されたのではないかと考えられます。 

 

4. GX-ETS の手続き案との関係 

 

なお、Ⅱ.で上述した GX-ETS の手続き案において、市場を通じた排出量取引の取

引対象として検討されているカーボン・クレジットの中には、「ブルーカーボン等、

その他 GX リーグ内で適格とするクレジットの取扱いや、世界で市場が拡⼤する、国

際標準クレジットのカーボン・クレジット市場での取扱いについても、継続的に検討」

との記載 8があります。このうち、国際標準クレジットについては、ボランタリーク

レジットが含まれる可能性もあるように思われますが、どのようなカーボン・クレ

ジットが想定されているのか、どのような形で GX-ETS の手続きに組み込まれるの

か、現段階では不明です。ただ、どのようなものが含まれるにせよ、本 Q&A によっ

て、金融機関等がその売買又はその媒介等を業務として実施することの業務範囲規制

上の懸念については、相当程度払拭されたものと考えられます。 

 

Ⅴ. おわりに 

 

本 Q&A により、金融機関等がカーボン・クレジットの売買又は媒介等を業務として

実施するにあたって、業務範囲規制上の「その他これに類似するもの」該当性に関する

解釈は相応に明確化されたといえますので、金融庁の説明のとおり、金融機関等におけ

るカーボンニュートラルの実現に向けた対応が促進されるものといえます。 

また、金融機関等に期待される対応を検討するにあたっては、今後の GX 実行会議の

議論とりわけ GX-ETS の手続き案がどのように具体化されていくのかという点につい

ても、注目を要するといえます。 

 
8 脚注 4 をご参照ください。 
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当事務所では、GX 実行会議をはじめとした、GX の実現へ向けた動きや、それに対す

る金融機関等の関与や業法上の論点について、今後も情報発信を行っていく所存です。 

 

 

 

セミナー情報 
 セミナー  『サステナビリティ開示の義務化―2023 年 3 月期有価証券報告書

（6 月提出）から適用－』 

視聴期間  2023 年 2 月 1 日（水）10：00～2023 年 3 月 31 日（金）17：00 配

信 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）有価証券報告書から適用「サステナビ

リティ情報の義務的開示」』 

開催日時  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～12:00 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『第 331 回 2023 年 3 月期から適用 有価証券報告書におけるサス

テナビリティ開示』 

開催日時  2023 年 2 月 2 日（木）18:00～19:00 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人日本 CFO 協会 

 

 セミナー  『脱炭素電源としての水素・アンモニア制度の進展〜環境価値取引

の基本から長期脱炭素電源オークションまで〜』 

開催日時  2023 年 2 月 6 日（月）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、塩見 典大 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『第 5072 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期有価

証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解す

る」』 

開催日時  2023 年 2 月 15 日（水）13:30～15:30 

講師    田井中 克之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/32.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/32.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/15.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/15.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/33.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/33.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/26.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/26.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
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 セミナー  『サステナビリティ・コーポレートガバナンスの開示等に関する改

正〜2023 年 3 月期の有価証券報告書の準備にあたり実務上の留意

点と今後の動向について解説〜』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  【申込受付中】MHM プレミアム Live セミナー「カーボン・クレジッ

トを巡る実務の最新動向」 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）14:00～16:00 

講師    【森・濱田松本法律事務所】 

 佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、大木 健輔 

 【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

 【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

主催    森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHM マイページ」にてお申込みを受け付けいたします。

（申込期限：2023 年 2 月 15 日（水）） 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

 セミナー  『脱炭素時代における再エネ投資の最前線〜M&A、FIP、コーポレー

ト PPA、制度改正の最新動向を専門の弁護士が解説〜』 

開催日時  2023 年 2 月 28 日（火）13:00～15:00 

講師    村上 祐亮 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

NEWS 
 Chambers Asia-Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia-Pacific 2023 で、当事務所は Projects & Energy を含む 17 の分野

で上位グループにランキングされ、タイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー

（Myanmar Legal MHM Limited）、及びベトナムにおいても複数の分野で上位グ

ループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士がその分野で高い評価を

得ております。 

Projects & Energy の分野では、下記の弁護士が選出されています。 

JAPAN 

小林 卓泰 弁護士、岡谷 茂樹 弁護士、末廣 裕亮 弁護士、村上 祐亮 弁護士 

THAILAND 

ジェッサダー・サワッディポン 弁護士、ジョセフ・ティスティウォン 弁護士 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/48.html
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 The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて高い評価を得ました 
The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて当事務所は Projects and energy を含む 16

の分野で上位グループにランキングされ、当事務所の弁護士が各分野にて Hall of 

Fame、Leading Individuals、Next Generation Partners 又は Rising Stars の高い

評価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、

ベトナムにおいても複数の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

Projects & Energy の分野では、下記の弁護士が選出されています。 

JAPAN 

Leading Individuals 

小林 卓泰 弁護士、石川 直樹 弁護士、岡谷 茂樹 弁護士 

Next Generation Partners 

村上 祐亮 弁護士、末廣 裕亮 弁護士 

THAILAND 

Hall of Fame 

ジェッサダー・サワッディポン 弁護士 

Leading Individuals 

ジョセフ・ティスティウォン 弁護士 

 

 ジャカルタオフィス業務開始のお知らせ 
当事務所は、2023 年 1 月 1 日より、インドネシアの現地法律事務所である ATD 

Law との業務提携を開始し、ATD Law in association with Mori Hamada & 

Matsumoto という形で、弊事務所のジャカルタオフィスとして、本格的な業務を

開始いたしました。 

 

ジャカルタオフィスには、パートナーの竹内 哲 弁護士が所属予定であることに

加え、アソシエイトのシャハブ 咲季 弁護士が常駐いたします。竹内弁護士は、

M&A/コーポレートの分野において高い専門性を有し、ジャカルタ駐在（2014 年

～2017 年）後、シンガポールから東南アジア全域の M&A 案件及びインドネシア

案件（M&A、ジョイント・ベンチャー、労務、贈収賄、不正調査、債権回収、倒

産、紛争解決等）を幅広く手掛けて参りました。 

 

ATD Law は、2022 年 10 月に開設した現地法律事務所であり、インドネシアに

おいて既に高い評価を受けており、M&A/コーポレート/金融/通信/テクノロジー

分野への知見が特に深い Abadi Abi Tisnadisastra 弁護士が代表を務めます。また、

ATD Law には、バンキング・ファイナンス分野への知見が深い新進気鋭の Alfa 

Dewi Setiawati 弁護士がパートナーとして、また、当事務所のシンガポールオ

フィスにて幅広いインドネシア案件を長年手掛けてきた Robbie Julius 弁護士が
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カウンセルとして参画し、弁護士数 10 名を擁する体制となっており、インドネ

シア業務に関して幅広いリーガル・サービスを提供できる体制が整いつつありま

す。 

 

インドネシアは、法制度・実務運用が複雑であり従来よりリーガルニーズが高い

国ですが、今後更に巨大な消費マーケットに裏打ちされた各種産業の多様化・深

化が見込まれ、そのリーガルニーズも日々多様化しています。ジャカルタオフィ

スでは、ジャカルタの現地から、当事務所がこれまで培ってきたインドネシア案

件の豊富な経験も活かし、多様化するクライアントの皆様からのニーズに対して、

最良のクライアント・サービスを提供できるよう取り組んで参ります。そして、

当事務所の日本・シンガポール・バンコク・ベトナム・ミャンマー・中国の各オ

フィスのメンバーとも協働することにより、国内外の幅広いクライアントの皆様

からの多様なご依頼へ対応することを通じて、さらなるリーガル・サービスの向

上、インドネシア業務の深化を目指します。 

 

ジャカルタオフィス、当事務所の全弁護士の総力を結集して、インドネシアを含

むアジア全体でのニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制を充実させる

ことにより、クライアントの皆様の Firm of Choice であり続けられるよう、事務

所一丸となって取り組んで参る所存です。 

 

 パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 
本年 1 月 1 日付にて、下記の 18 名の弁護士および 1 名の税理士がパートナー

に就任いたしました。 
 

【パートナー】 

濵 史子、西本 良輔、野間 裕亘、若林 功晃、北 和尚、佐藤 喬洋、北山 昇、

喜多野 恭夫、川端 遼、五島 隆文、立石 光宏、金村 公樹、御代田 有恒、

廣田 雅亮、内津 冬樹、福田 剛、奥田 亮輔、パヌパン・ ウドムスワンナク

ン 
【パートナー税理士】 

間所 光洋 

 
また、同日付で 16 名の弁護士および 1 名の税理士がカウンセルに就任いた

しました。 

 
【カウンセル】 

森田 茉莉子、秋月 良子、島田 里奈、白根 央、蔦 大輔、石田 渉、二村 佑、

桑原 秀明、立川 聡、笠間 周子、ソニ・ティワリ、パタナワツ・ナンタウォー

ワーツ、ピティポーン・アナンタセーツ、サランポーン・チャイアナン、ピ
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ヤワンニー・ワタナサコンパン、ジラユ・サングァンケーウ 

 
【カウンセル税理士】 

丸山 木綿子 

 
今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。 

引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 
 

 新人弁護士（42 名）が入所しました 
2022 年 12 月 20 日付にて、以下の新人弁護士が入所いたしました。 
 

石河 有彩、青木 瑠、伊賀 慧、池田 創人、石川 稜也、泉谷 美沙、伊藤 竜

之介、岩並 野乃佳、小俣 香琳、木村 信太郎、金 伽耶、倉岡 龍一、小髙 綾
太、権藤 陽祐、佐々木 里紗、島田 泰河、島田 真志、正田 和暉、助川 結

理、孫 亨、髙津 洸至、舘 貴也、田中 達基、戸川 匠、根本 拓弥、野々口 

華子、橋永果南、平田 亜佳音、平松 直樹、福江 真治、福本 澪、前川 涼、

松本 光資、松本 華子、松山 莉奈、三鍋 真歩、森 康明、矢野 皓大、籔本 

凌、山下 泰周、山屋 大輝、鑓野目 真由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 
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