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Ⅰ. はじめに 

2023 年 4 月から、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリー

ンエネルギー中心へ転換するグリーントランスフォーメーション（GX）に積極的に取

り組む企業群が、官・学・金で GX に向けた挑戦を行うプレイヤーと共に、一体として

経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場

として、GX リーグの本格稼働が予定されています。 

GX リーグの取組みの中でも、一際大きな注目1を集めているのが GX リーグにおける

排出量取引制度（以下「GX-ETS」といいます。）です。2023 年 2 月 1 日には、GX リー

グの公式 Web サイトにおいて、GX リーグ規程（以下「本規程」といいます。）ととも

に、「GX-ETS における第 1 フェーズのルール」と題する資料（以下「本資料」といい

ます。）が公表されました2。 

そこで、本稿では、本規程及び本資料の内容をもとに、GX-ETS の第 1 フェーズの

ルールについて、その詳細をご紹介したいと思います。

1 2023 年 2 月 10 日には、これまでの GX 実行会議等における議論を踏まえて、「GX 実現に向けた基本

方針～今後 10 年を見据えたロードマップ～」（https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDown

load?seqNo=0000245694）が閣議決定されましたが、GX リーグにおける排出量取引制度は、かかる基

本方針の下で、成長志向型カーボンプライシング構想の一つの柱として重要な役割を期待されています。

当該基本方針については、CARBON CREDIT / ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 2023 年

2 月号にてその内容を概説しておりますので、ご参照ください。 
2 https://gx-league.go.jp/howtojoin/ 
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Ⅱ. 制度の全体像 

 

GX-ETS は、一言でいえば、EU-ETS に代表されるような、いわゆるキャップ・アン

ド・トレード方式の排出量取引制度ですが、自ら参画することを表明した企業が自主的

に温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、その目標達成に向けて温室効果ガスの排出

量削減を進め、目標達成に至らなかった場合にはその理由を説明する責任を負うという

自主的な取組み（プレッジ・アンド・レビュー方式といわれます。）であることが大きな

特徴であるといえます。 

GX-ETS は、段階的に発展していくことが予定されており、2023 年度から 2025 年度

までの試用期間（第 1 フェーズ）、2026 年度から 2032 年度までの本格稼働期間（第 2

フェーズ）、2033 年度以降の更なる発展期間（第 3 フェーズ）に分けられます。 

第 1 フェーズの GX-ETS における取組みの流れは、概ね以下のとおりです。 

 

No. 段 階 概 要 

1 参画 

（プレッ

ジ） 

GX リーグ参画時に、自身が掲げる温室効果ガスの排出削減目標

等を GX リーグ事務局へ提出し、GX ダッシュボード3上で公表。

目標水準は、各社が自ら設定。具体的には、下記「Ⅲ. GX-ETS 参

画時の流れ」参照。 

2 実績報告 自らの活動によって生じる温室効果ガスの国内直接排出量及び間

接排出量の算定・検証。 

算定・検証が完了した温室効果ガスの排出量については、毎年度

終了後及び第 1 フェーズ終了後に GX リーグ事務局へ報告。 

算定・モニタリング・報告方法については、下記「Ⅳ.排出量の算

定・モニタリング・報告に関するルール」参照。検証については、

下記「Ⅴ.排出量の検証に関するルール」参照。 

3 取引実施 毎年度終了後又は第 1 フェーズ終了後の温室効果ガスの排出実績

が一定の基準を充足した場合には、目標と排出実績の差分につい

て超過削減枠の創出が可能。超過削減枠の創出ルールについては、

下記「Ⅵ.超過削減枠の創出」参照。 

第 1 フェーズ終了時に目標達成に至らなかった場合には、その未

達分について超過削減枠若しくは適格カーボン・クレジットの調

達又は未達となった理由の説明が必要。具体的には、下記「Ⅶ.目

標不達成時の取扱い」参照。 

4 レビュー 目標達成状況及び取引状況は、GX ダッシュボードにて公表。 

 

GX リーグ規程においては、2021 年度の直接排出量が 10 万 tCO2 以上である参画企

 
3 GX リーグ参画企業が、自身の温室効果ガス排出量の削減への取組みや設定した削減目標、削減目標の

達成状況、超過削減枠や適格カーボン・クレジットの取引状況等を公表するための情報開示プラット

フォームのことをいいます。 
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業は Group G 企業、10 万 tCO2 未満である参画企業は Group X 企業に分類され、それ

ぞれについて異なるルールが適用されます。Group X 企業については、自らの取組みに

よる超過削減枠の創出ができない一方で、より柔軟なルールが設けられています。 

GX-ETS の第 1 フェーズにおける Group G 企業及び Group X 企業の取扱いの主な相

違点は、以下のとおりです（特に下線部）。 

 

 Group G 企業 Group X 企業 

2021 年度の直接排出量 10 万 tCO2 以上 10 万 tCO2 未満 

1.参画 

（プレッジ） 

基準年度

排出量の

設定 

原則：2013 年度単年 

例外：2014 年度～2021 年度

を基準年度とする場合、基準

年度を含む連続した 3 か年

度平均 

原則：2013 年度単年 

例外：2014 年度～2021

年度を基準年度とする

場合、基準年度単年又は

基準年度を含む連続し

た 3 か年度平均 

2.実績報告 排出量算

定期間 

年度（4/1～3/31） 年度（4/1～3/31）又は任

意の 12 か月の期間 

排出量の

算定結果

に対する

第三者検

証 

必須 任意 

排出量報

告期限 

毎年度終了後の 10 月末まで 毎年度終了後の 10 月末

まで 

※任意の算定期間を設

定した場合は、終了後 7

か月が経過する日まで 

3.取引実施 超過削減

枠の創出 

可能 不可能4 

 

Ⅲ. GX-ETS 参画時の流れ 

 

1. GX リーグへの参画 

 

GX リーグ、ひいては GX-ETS に参画するためには、2023 年 4 月 28 日までに GX

リーグ事務局に対して参画する旨を申し込む必要があります（本規程 11 条 2 項）5。

 
4 Group X 企業であっても超過削減枠の売買自体は可能です。 

5 参画資格として、（i）日本法に基づく法人格を有すること又は外国会社、（ii）本規程に遵守することを

表明することが掲げられています（本規程 10 条）。 
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もっとも、「GX リーグ運営規程（2022 年度）」7 条 1 項に規定する GX リーグ賛同

企業の場合は、同日までに参画しない旨の意思表示を行わない限り、2023 年 5 月 15

日に、自動的に GX リーグ参画企業になります（本規程 11 条 1 項）。年度途中での参

画はできませんが、2024 年度、2025 年度から途中参画をすることも可能です（本規

程 12 条）。 

 

2. 基準年度の設定及び基準年度排出量の算定 

 

GX リーグ参画企業は、参画時に基準年度を設定した上で、基準年度排出量を算定

し、報告することが求められます（本規程 13 条 1 項⑤、⑥）。基準年度排出量は、下

記「3.自主目標の設定」において後述するとおり、GX リーグ参画企業が温室効果ガ

ス排出削減に向けた自主目標を設定する際の基準となるほか、下記「Ⅵ.超過削減枠

の創出」において後述するとおり、超過削減枠の創出において基準となる NDC 相当

排出量の算定基準としても機能します。 

 

（1）基準年度の設定 

基準年度については、日本が、パリ協定6 4 条 2 項に基づく国が決定する貢献

（Nationally Determined Contribution：NDC）として、2030 年度までに、2013 年度

比で温室効果ガス排出量を 46%削減することを国際公約として掲げていることから、

それと整合的な形となるように、2013 年度（単年度）を基準年度として設定するこ

とが原則として求められます。もっとも、例外として、2014 年度から 2021 年度ま

での間で基準年度を選択することも可能です7。 

 

（2）基準年度排出量の算定 

基準年度排出量は、2013 年度を基準年度として選択した場合には、2013 年度単

年度の温室効果ガスの排出量となります。 

2014 年度から 2021 年度までの間で基準年度を選択した場合、Group X 企業の場

合は、当該選択した年度単年度での温室効果ガスの排出量を基準年度排出量とする

ことができますが、Group G 企業の場合は、当該選択した基準年度を含む連続する

3 か年度の温室効果ガスの平均排出量を基準年度排出量とすることになります。 

基準年度排出量の算定・報告は、GX リーグ基準年度排出量算定・報告ガイドライ

ンに従って実施する必要があります（本規程 22 条 1 項）。同ガイドラインについて

は、2023 年 3 月 31 日までに策定、公表される予定です。以下では、本資料に記載

 
6 パリ協定とは、2015 年 12 月に、フランスのパリで開催された第 21 回国連気候変動枠組条約締約国

会議（COP21）において、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして採

択された国際協定です。世界共通の長期目標として、産業革命後の気温上昇を 2℃以内に抑えるという

目標、それを超えて 1.5℃に抑える努力を追求することが掲げられるほか、具体的な取組として全ての

国が削減目標（NDC）を 5 年ごとに提出・更新することや二国間クレジット制度（JCM 制度）を含めた

市場メカニズムの活用等が規定されています。 

7 2013 年度（単年度）以外を選択するにあたって、現時点では特別な要件は課せられていません。具体

的なルールは、GX リーグ基準年度排出量算定・報告ガイドラインにて定められることが予定されてい

ます。 
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の情報に基づき、現時点で想定されている基準年度排出量の算定ルールについてご

説明します8。 

 

（i） 算定に利用可能なデータ 

まず、基準年度排出量の算定に用いることができるデータとしては、地球

温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律 117 号）（以下「温対法」

といいます。）上の算定・報告・公表制度（SHK 制度）のデータ（エネル

ギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和

54 年法律 49 号）9に基づく定期報告を通じて報告されたデータを含みま

す。）、又は GHG プロトコルに基づいて算定されたもので第三者検証10を

受けているデータが挙げられます。算定データが欠落している等、正確性

が担保できない場合や、データは存在するものの第三者検証を受けていな

い場合等は、当該データを基準年度排出量の算定にあたって用いることは

できません。 

 

（ii） 基準年度以降に企業において構造的変化が生じた場合 

基準年度以降に、合併や会社分割、事業譲渡等の構造的変化が生じていた

場合、基準年度における当該構造的変化に関連する温室効果ガスの排出量

のデータが存在する場合には、当該データに基づいて基準年度排出量を再

計算することになります。この場合、自主目標排出量や NDC 相当排出量

も連動して再計算されます。 

但し、構造的変化であったとしても排出源の自社・他社への移転が生じな

い場合（例えば、排出源の新設、増設、閉鎖、事業からの撤退、排出活動

のインソーシング、アウトソーシング等）は、企業の活動実態の一環であ

ることから基準年度排出量の再計算は行わないとされています。 

 

3. 自主目標の設定 

 

GX-ETS の第 1 フェーズにおいては、温室効果ガスの排出削減に向けた自主目標を

設定することが求められます（本規程 13 条 1 項）。自主目標は、下記「Ⅳ.超過削減

枠の創出」において後述するとおり、超過削減枠の創出の基準となるほか、下記「Ⅶ. 

目標不達成時の取扱い」において後述するとおり、超過削減枠又は適格カーボン・ク

レジットの調達の要否を判断する上での基準となります。 

具体的には、以下に掲げる自主目標の設定が求められます。なお、2030 年度の目

 
8 GX リーグ基準年度排出量算定・報告ガイドラインは、GX リーグの賛同・参画企業との今後の対話を

踏まえて策定される予定であり、本稿で取り上げるルールから変更される可能性があることにご留意く

ださい。 
9 2023 年 4 月 1 日付で施行される予定の改正後の法令の名称を記載しています。改正前の名称は、「エ

ネルギーの使用の合理化等に関する法律」です。 
10 但し、Group X 企業の場合には第三者検証は不要です。第三者検証の内容については、下記「Ⅴ.排出

量の検証に関するルール」をご参照ください。 
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標については、第 1 フェーズ期間中に事情変更が生じ得ることを念頭に、第 2 フェー

ズ開始前に見直しが可能とされています。 

 

① 第 1 フェーズ（2023 年度から 2025 年度まで）を通しての国内直接排出量及

び国内間接排出量に関する排出量の総計 

② 2025 年度の国内直接排出量及び国内間接排出量に関する排出量・削減率・削

減量11 

③ 2030 年度の国内直接排出量及び国内間接排出量に関する排出量・削減率・削

減量 

 

Ⅳ. 排出量の算定・モニタリング・報告に関するルール 

 

温室効果ガス排出量の算定・モニタリング・報告は、GX リーグ算定・モニタリング・

報告ガイドラインに従って実施する必要があります（本規程 22 条 2 項）。同ガイドライ

ンについては、2023 年 3 月 31 日までに策定、公表される予定です。以下では、本資料

に記載の情報に基づき、現時点で想定されている算定・モニタリング・報告に関するルー

ルについてご説明します12。 

 

1. 全体のフロー 

 

温室効果ガス排出量の算定・モニタリング・報告については、以下のような流れを

経ることになります。本稿では、このうち Step 6 の排出量の算定と報告の方法につ

いて取り上げます。 

 

  
 

 

 

 
11 削減率・削減量は、それぞれ「Ⅲ.2.（2） 基準年度排出量の算定」において後述する基準年度排出量

と比較した場合の数値として目標設定が求められます。なお、第 1 フェーズを通しての目標を削減率・

削減量で設定することは求められていません。 
12 GX リーグ算定・モニタリング・報告ガイドラインは、GX リーグの賛同・参画企業との今後の対話を

踏まえて策定される予定であり、本稿で取り上げるルールとは異なるルールが採用から変更される可能

性があることにご留意ください。 

Step1
•組織・敷地境界の識別

Step2
•排出源の特定、バウンダリーの確定

Step3
•少量排出源の特定

Step4
•モニタリング方法の策定

Step5
•モニタリング体制・算定体制の構築

Step6
•モニタリングの実施と排出量の算定・報告
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2. 排出量の算定・報告 

 

（1）算定 

（i） 国内直接排出量 

国内直接排出量の算定は、温対法に基づく SHK 制度を基準に定められま

すが、他社へ供給した分の発電・発熱に伴う排出についても、直接排出に

含め算定することになります（下記図参照）。 

 

 
（出展：本資料） 

 

具体的には、以下のような計算式となります。 

 

直接排出量= ①エネルギー起源 CO2（他社へ供給した分も含む） 

＋②非エネルギー起源 CO2（廃棄物原燃料使用に伴うものを

除く） 

＋③CH4、N2O、HFC、PFC、SF6 及び NF3 

 

なお、適格カーボン・クレジットのうち無効化した量、他者へ移転した適

格カーボン・クレジットの量、廃棄物原燃料使用に伴う温室効果ガスの排

出量は、別途報告事項として報告することになります。 

 

（ii） 国内間接排出量 

国内間接排出量の算定は、契約メニューごとの調整後排出係数を使用して

行います。 

 

具体的には、以下のような計算式となります。 

 

間接排出量= 他者から供給されたエネルギー起源 CO2 （他者から供給され

た電気×調整後排出係数） 



 

 
 

 

Carbon Credit Bulletin 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げま

す。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

8 
 

なお、企業が直接調達した非化石証書等13は、別途報告事項として報告す

ることになります。 

 

（iii） 排出量算定に関する個別の論点 

① 廃棄物の原燃料利用の取扱い 

GHG プロトコルにおいては、廃棄物の原燃料利用に伴う温室効果ガスの

排出量については、排出量から控除しない扱いとなっていますが、GX-ETS

においては、SHK 制度における調整後排出量の算定と同様に、排出量から

控除することとされています。なお、廃棄物の原燃料利用に伴う温室効果

ガスの排出量は、別途報告事項とされることになります。 

 

② フランチャイズチェーンのチェーン加盟店の排出量 

SHK 制度上は、フランチャイズチェーンの本部と加盟店とを 1 つの事業

者とみなして、加盟店の排出量も本部の排出量として報告することになっ

ていますが、GX-ETS においては、GHG プロトコルと同様、加盟店の排

出量については、本部の直接排出量・間接排出量には計上しない整理と

なっています。 

 

③ 温室効果ガスの吸収・回収・貯留・利用がされた場合の取扱い 

温室効果ガスの吸収・回収・貯留・利用については、SHK 制度や GHG プ

ロトコルにおいては、明確な算定方法等の定めはなく、今後の検討課題と

されており、GX-ETS においても、SHK 制度や国際的な動向、関連する検

討会の議論等を踏まえて、算定方法等を検討し、一定の基準が定まったも

のから順次、GX リーグ算定・モニタリング・報告ガイドラインに規定し

ていくこととされています。 

 

（iv） GHG プロトコルとの関係 

GX リーグには、GHG プロトコルに基づき目標値や実績値を算定してい

る企業も多数賛同していることから、GHG プロトコルで算定したデータ

も活用できるよう、GHG プロトコルに基づく排出量の算定範囲が、一部

の変換・補足を行った上、GX-ETS の算定範囲を包含していることを条件

に、GHG プロトコルに基づく算定も認めることとしています。 

より具体的には、GX-ETS における算定方法と GHG プロトコルにおける

算定方法が異なるものについては、GX-ETS の算定方法に整合的な形での

変換・補足等が求められ14、また、GX-ETS においては算定対象としてい

 
13 下記「Ⅳ.超過削減枠の創出」にて後述する超過削減枠の創出要件（総量排出要件）においては、自ら

調達する非化石証書等も考慮されることとなります。なお、直接排出要件において、適格カーボン・ク

レジット等を償却した場合も考慮されるかについては、明らかではありません。 
14 例えば、廃棄物の原燃料利用の取扱いについては、GHG プロトコルでは排出量から控除しないとさ

れているところ、GX-ETS では控除が必要になることから、GX-ETS において GHG プロトコルに基づ

き算定されたデータを利用する場合には、当該部分の控除が必要になります。また、間接排出量の算定
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ないものの、GHG プロトコルにおいて算定対象とされている排出量につ

いては、国内分についてのみ GX-ETS の算定範囲に含めることができる15

とされています。 

 

（2）報告 

報告書等の様式については、まだ公表されていませんが、組織境界全体（階層 1）、

法人単位（階層 2）、敷地単位（階層 3）及び排出源単位（階層 4）の各階層ごとに算

定を行うことができる様式が準備される予定です。 

 

それぞれの階層ごとの主な報告事項の粒度、報告項目、公表の有無は、以下のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出展：本資料をもとに筆者ら作成） 

 

Ⅴ. 排出量の検証に関するルール 

 

温室効果ガス排出量の検証は、GX リーグ第三者検証ガイドラインに従って実施する

必要があります（本規程 23 条）。同ガイドラインは、2023 年夏ごろまでに策定、公表

される予定です。以下では、GX リーグ事務局が公表する本資料に記載の情報に基づき、

現時点で想定されている検証に関するルールについてご説明します16。 

 
についても、GHG プロトコルにおいては GX-ETS で採用されているものとは異なる排出係数が使用さ

れていることから、GX-ETS で採用されている排出係数に変換する必要があります。 
15 例えば、GHG プロトコルにおける排出量の算定においては、地理的限定がないため、国外での排出

量も包含されることになりますが、GX-ETS はあくまでも国内の排出量のみを対象とする制度ですので、

国外の排出量は控除する必要があります。他方で、GHG プロトコルでは、温対法施行令上で算定の対象

となっている活動以外についても排出量の算定が求められることがありますが、そういった活動に伴う

排出量もそれが国内の活動に基づくものであれば、GX-ETS 上算入することは可能です。もっとも、そ

のような活動に伴う温室効果ガスの排出量を算入する場合には、その活動内容と理由を明示し、使用す

る排出係数やその排出係数の採用理由を明示する必要があります。 
16 GX リーグ第三者検証ガイドラインは、GX リーグの賛同・参画企業との今後の対話を踏まえて策定

される予定であり、本稿で取り上げるルールとは異なるルールが採用から変更される可能性があること

にご留意ください。 
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1. 合理的保証水準と限定的保証水準 

 

GX リーグの参画企業は、一定の場合には、自己が算定した温室効果ガスの排出量

について、検証を受ける必要があります。検証の保証水準としては、以下の 2 通りが

あります。なお、合理的保証水準の検証については、GX リーグ事務局へ登録された

第三者検証機関から検証を受けることが必要となります。 

 

合理的保証：「算定データは算定基準に準拠され全ての重要な点において適正に表示

しているものと認める」とするもの 

 

限定的保証：「実施した手続及び入手した証拠に基づき、算定データが算定基準に準

拠されていないと信じさせる事項は全ての重要な点において認められな

かった」とするもの 

 

2. 要求される保証水準 

 

Group G 企業で、超過削減枠の創出を申請しない企業については、直接排出量・間

接排出量のいずれについても限定的保証水準の検証を受けることで足りますが、超過

削減枠の創出を希望する企業は、いずれについても合理的保証水準の検証を受ける必

要があります。Group X 企業については、検証は必要とされず、任意となります。 

上記のルールをまとめると、以下のとおりとなります。 

 

Group G 企業 超過削減枠創出あり 合理的保証水準 

超過削減枠創出なし 限定的保証水準 

Group X 企業 不要（任意） 

 

Ⅵ. 超過削減枠の創出 

 

超過削減枠は、GX-ETS における第 1 フェーズの終了時点（通常創出）及び毎年度の

終了時点（特別創出）において、以下に詳述する要件を充足した場合に GX リーグ事務

局に創出申込みを行い、要件の充足が認められた場合に創出されることになります。 

なお、超過削減枠の創出要件のうち直接排出要件については、直接排出にかかる直近

排出量が 2023 年度の NDC 相当排出量以下であるかどうかによって、適用されるルー

ルが異なります17。以下では、直接排出にかかる直近排出量が、2023 年度の NDC 相当

排出量を超過する場合における超過削減枠の創出要件を原則的な創出要件、2023 年度

 
17 企業自ら選択した基準年度以降の取組状況や、経済情勢等によっては、制度開始前から NDC 相当排

出量を下回る（原則的な創出要件を達成している）場合も想定されます。このような場合にも原則的な

創出要件を適用することは、「野心的な目標」を代用する指標としては不十分であることから、直近排出

量における排出実績が、NDC 相当排出量を下回る企業については、制度開始前の排出実績を下回る目標

水準を下回った場合にのみ、超過削減枠の創出を認めることとされています。 
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の NDC 相当排出量以下である場合における超過削減枠の創出要件を例外的な創出要件

として、それぞれについて説明します。 

 

1. 超過削減枠の通常創出 

 

Group G 企業は、以下の要件を充足した場合には、第 1 フェーズの終了時点におい

て超過削減枠を創出することができます（本規程 27 条 1 項）。 

 

（1）原則的な創出要件 

① 第 1 フェーズの直接排出量の総計が第 1 フェーズの NDC 相当排出量の総計よ

り少量であること（直接排出要件） 

② 第 1 フェーズの直接排出量と間接排出量の総計の和が GX-ETS 開始前の直近

の直接排出量及び間接排出量（GX リーグ事務局が定める 3 か年度平均）の総

計を 3 倍した量より少量であること（総量排出要件） 

③ 全ての年度における排出量の実績について、合理的保証水準以上の検証を受け

ていること 

 

ここで、NDC 相当排出量とは、「直接排出にかかる基準年度排出量に各基準年度

と目標となる年度に対応する NDC 水準を乗じた量」をいい、NDC 水準とは、GX

リーグ規程の「別表 1 で定める基準年度から 2050 年 CN まで直線で削減を行う場

合の 2023 年度から 2025 年度削減率を機械的に計算した削減率」をいいます。 

 

例えば、2013 年度を基準年度とし、基準年度排出量を 10,000 千 tCO2 とした場

合、第 1 フェーズの NDC 相当排出量は以下のとおり求められることになります。 

 

第 1 フェーズの NDC 相当排出量＝①10,000 千 tCO2 ×（1-27%） 

＋②10,000 千 tCO2 ×（1-29.7%） 

＋③10,000 千 tCO2 ×（1-32.4%） 

＝21,090 千 tCO2 

 

 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

NDC 水準（基準

年度 2013 年度） 
27% 29.7% 32.4% 

 

 

（2）例外的な創出要件 

直接排出にかかる直近排出量が、2023 年度の NDC 相当排出量と同量又は少量で

ある Group G 企業については、上記原則における直接排出要件に代えて、以下の要

件が適用されることになります（本規程 27 条 2 項）。 
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① 第 1 フェーズの直接排出量の総計が第 1 フェーズの直接排出量の目標排出量

より少量であること 

 

なお、当該第 1 フェーズの直接排出量の目標排出量は、GX-ETS 開始前の直近の

直接排出量（GX リーグ事務局が定める 3 か年度平均）を 3 倍した量と同量又は少

量である必要があります。 

 

（3）通常創出量 

通常創出における超過削減枠の創出量は、以下の算定式に基づき決定されます。 

 

（i） 原則的な創出要件の適用がある場合（本規程 28 条 1 項） 

 

超過削減枠の創出量＝第 1 フェーズの NDC 相当排出量の総計－第 1 フェーズ

の直接排出量の総計（－特別創出により創出済みの超過削減枠の量） 

 

（ii） 例外的な創出要件の適用がある場合（本規程 28 条 2 項） 

 

超過削減枠の創出量＝第 1 フェーズの直接排出にかかる目標排出量の総計－第 1

フェーズの直接排出量の総計（－特別創出により創出済みの超過削減枠の量） 

 

かかる計算の結果、超過削減枠の創出量が 0 未満となる場合は、当該 Group G 企

業は、0 に満つるまで超過削減枠を返納する必要があります（本規程 28 条 3 項）。 

 

2. 超過削減枠の特別創出 

 

Group G 企業は、第 1 フェーズの途中でも、各年度（2023 年度、2024 年度）末の

時点で超過削減枠を創出することができます。 

 

（1）原則的な創出要件 

＜2023 年度の特別創出にかかる要件（本規程 29 条 1 項）＞ 

① 2023 年度の直接排出量の総計が 2023 年度の NDC 相当排出量の総計より少

量であること（直接排出要件） 

② 2023 年度の直接排出量と間接排出量の総計の和が GX-ETS 開始前の直近の

直接排出量及び間接排出量（GX リーグ事務局が定める 3 か年度平均）の総

計より少量であること（総量排出要件） 

③ 2023 年度の排出量の実績について、合理的保証水準以上の検証を受けている

こと 
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＜2024 年度の特別創出にかかる要件（本規程 31 条 1 項）＞ 

① 2023 年度及び 2024 年度の直接排出量の総計が 2023 年度及び 2024 年度の

NDC 相当排出量の総計より少量であること（直接排出要件） 

② 2023 年度及び 2024 年度の直接排出量と間接排出量の総計の和が GX-ETS 開

始前の直近の直接排出量及び間接排出量（GX リーグ事務局が定める 3 か年

度平均）の総計を 2 倍した量より少量であること（総量排出要件） 

③ 2023 年度及び 2024 年度の排出量の実績について、合理的保証水準以上の検

証を受けていること 

 

（2）例外的な創出要件 

直接排出にかかる直近排出量が、2023 年度の NDC 相当排出量と同量又は少量で

ある Group G 企業については、上記原則における直接排出要件に代えて、以下の要

件が適用されることになります。 

 

＜2023 年度の特別創出にかかる要件（本規程 29 条 2 項）＞ 

① 2023 年度の直接排出量の総計が第 1 フェーズにおける直接排出量の目標排出

量の総計における 2023 年度の目標排出量より少量であること 

 

＜2024 年度の特別創出にかかる要件（本規程 30 条 2 項）＞ 

① 2023 年度及び 2024 年度の直接排出量の総計が第 1 フェーズにおける直接排

出量の目標排出量の総計における 2023 年度及び 2024 年度の目標排出量より

少量であること 

 

なお、いずれの場合も、当該第 1 フェーズにおける直接排出量の目標排出量の総

計は、GX-ETS 開始前の直近の直接排出量（GX リーグ事務局が定める 3 か年度平

均）を 3 倍した量と同量又は少量である必要があります。 

 

（3）特別創出量 

特別創出における超過削減枠の創出量は、以下の算定式に基づき決定されます。 

 

（i） 原則的な創出要件の適用がある場合 

 

＜2023 年度の特別創出の場合（本規程 31 条 1 項）＞ 

超過削減枠の創出量＝2023 年度の NDC 相当排出量－2023 年度の直接排出量 

 

＜2024 年度の特別創出の場合（本規程 32 条 1 項）＞ 

超過削減枠の創出量＝2023 年度及び 2024 年度の NDC 相当排出量の総計－

2023 年度及び 2024 年度の直接排出量の総計（－特別創出により創出済みの超

過削減枠の量） 
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（ii） 例外的な創出要件の適用がある場合 

 

＜2023 年度の特別創出の場合（本規程 31 条 2 項）＞ 

超過削減枠の創出量＝2023 年度の直接排出にかかる目標排出量－2023 年度の直

接排出量 

 

＜2024 年度の特別創出の場合（本規程 32 条 2 項）＞ 

超過削減枠の創出量＝2023 年度及び 2024 年度の直接排出にかかる目標排出量

の総計－2023 年度及び 2024 年度の直接排出量の総計（－特別創出により創出

済みの超過削減枠の量） 

 

かかる計算の結果、超過削減枠の創出量が 0 未満となる場合は、特別創出を実施す

ることはできません（本規程 32 条 3 項）。かかる場合の超過削減枠の精算は、第 1

フェーズの終了後に実施されることとなるため、創出量が 0 を下回る場合であって

も、第 1 フェーズの途中において 0 に満つるまで超過削減枠を返納する必要はあり

ません。 

 

Ⅶ. 目標不達成時の取扱い 

 

GX リーグ参画企業は、直接排出量については、第 1 フェーズの直接排出量の総計が

第 1 フェーズの直接排出量の自主目標の総計又は第 1 フェーズの NDC 相当排出量の総

計のどちらか多い方を上回らない18ように、間接排出量については第 1 フェーズの間接

排出量の総計が第 1 フェーズの間接排出量の自主目標の総計を上回らないようにする

努力義務を負うことになります（本規程 24 条）。 

かかる努力義務が達成できなかった場合は、第 1 フェーズ終了後一定の期間までに超

過削減枠又は適格カーボン・クレジットを無効化し、未達分を補填するか（本規程 25

条）、達成できなかった理由を GX ダッシュボードにて公表する必要があります（本規

程 26 条）19。 

適格カーボン・クレジットとは「カーボン・クレジットのうち GX リーグ事務局が選

定するカーボン・クレジット」とされ、制度開始時点では J-クレジット及び JCM クレ

ジット20が該当することが見込まれます。2023 年度以降、適格カーボン・クレジットに

関する WG が GX リーグ内に設置される予定であり、2022 年 6 月に公表された「カー

ボン・クレジット・レポート」において整理された考え方に基づき、今後追加すべき適

格カーボン・クレジットの要件が検討される予定です。 

 
18 従って、直接排出量については、自主目標と NDC 相当排出量のどちらか一方を充足していれば、か

かる努力義務を達成したこととなり、超過削減枠若しくは適格カーボン・クレジットの調達又は不達成

時の理由の公表を行う必要はありません。 
19 なお、第 1 フェーズの途中において、超過削減枠又は適格カーボン・クレジットの調達や、GX ダッ

シュボードにおける目標達成未達の公表を行う必要はありません。 
20 但し、JCM クレジットについては、温対法の SHK 制度における取扱いが検討されている最中であり、

当該議論の状況を踏まえて扱いを決定するとされています。 
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Ⅷ. 第 2 フェーズ以降の発展について 

 

1. 市場安定化措置について 

 

GX-ETS の第 1 フェーズにおいては導入されませんが、第 2 フェーズ（2026 年度

から 2032 年度）においては、カーボンプライスの予見可能性を高めるため、取引価

格の上限と下限を予め定め、かつその価格帯を長期的に上昇させることを示す市場価

格安定化措置が導入されることが予定されています。 

 

2. 発電部門における排出枠の段階的有償化 

 

第 3 フェーズ（2033 年度～）からは電気事業法 2 条 1 項 15 号に規定する発電事

業者に対しては、排出枠の「有償オークション」制度の段階的導入が実施される見込

みです。現時点では、詳細な制度設計までは議論されていませんが、温室効果ガスの

排出量の見通しや発電効率（ベンチマーク）等を基礎に、当初は排出枠を無償交付し、

段階的に減少（有償比率を上昇）させていくことが予定されています。 

 

Ⅸ. 法的論点21について 

 

平成 24 年 3 月に国内排出量取引制度の法的課題に関する検討会が公表した「国内排

出量取引制度の法的課題について（第一次～第四次中間報告）」及び平成 18 年 1 月に京

都議定書に基づく国別登録日の在り方に関する検討会が公表した「京都議定書に基づく

国別登録簿制度を法制化する際の法的論点の検討について」では、排出枠やカーボン・

クレジット取引について、（1）帰属、（2）移転の効力発生要件、（3）保有推定、（4）善

意取得といった論点が掲げられています22。これらの論点については、超過削減枠につ

いても超過削減枠登録簿規程の中で定めることが必要とされており、以下のとおりその

方向性が示されています。 

 

（1）帰属 

超過削減枠は、有体物ではなく、制度によって創出された無体財産としての性格

を有するとされています。また、登録簿上の電子情報に対応する券面も存在しない

ため、取引の安全を確保するためには、登録簿上の電子記録に法的意味を持たせ、

権利の帰属を明確化するよう規定するとされています。具体的には、下記のような

規定案が盛り込まれることが予定されています。 

 

 
21 本資料では、法的論点のほかにも会計・税務上の論点も掲げられていますが、本稿では割愛させて頂

きます。 
22 例えば、J-クレジットの場合は、その実施要綱において J-クレジットの帰属や効力発生要件について

の記載（同実施要綱 3.2）がありますが、保有推定、善意取得については規定が存在しない一方で、京都

クレジット（温対法における算定割当量）については、温対法において帰属（同法 44 条）、効力発生要

件（同法 50 条）、保有推定（同法 53 条）、善意取得（同法 54 条）の規定が設けられています。 
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超過削減枠の帰属は、この章の規定による口座簿の記録により定まるものとする。 

 

（2）移転の効力発生要件 

通常、譲渡の効力は、当事者の意思表示のみで発生しますが、超過削減枠は登録

簿上の記録が保有者を判断する唯一の根拠となるため、帰属の安全性を確保する観

点から振替手続の完了を移転の効力発生要件とすることが予定されています。具体

的には、下記のような規定案が盛り込まれることが予定されています。 

 

超過削減枠の譲渡は、第〇条の規定に基づく振替の結果、譲受人が開設を受けた

口座において当該譲渡に係る超過削減枠の増加の記録を受けなければ、その効力

を生じない。 

 

（3）保有推定 

超過削減枠は無体物であり、登録簿上でのみ認識されるため、登録簿の記載は信

頼されるべきものであるから、保有推定の規定を設けることが予定されています。

具体的には、下記のような規定案が盛り込まれることが予定されています。 

 

口座名義人は、法人保有口座における記録がされた超過削減枠を適法に保有する

ものと推定する。 

 

（4）善意取得 

登録簿を信頼できるものとするため、特定の口座に誤って記録されているクレ

ジットを信頼して取引を行った善意・無過失の第三者を保護すべきであることから、

善意取得の規定を設けることが予定されています。具体的には、下記のような規定

案が盛り込まれることが予定されています。 

 

第〇条（振替手続に関する条文）の規定に基づく振替によりその法人保有口座に

おいて超過削減枠の増加の記録を受けた口座名義人は、当該超過削減枠を取得す

る。ただし、当該名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 

 

以上のとおり、超過削減枠の法的性質や帰属に関してある程度の方向性が示されたこ

とは実務上好ましいことだと言えますが、担保設定・執行の可否や倒産手続きにおける

取扱い、超過削減枠の創出手続きそのものに問題があった場合（例えば超過削減枠創出

の基礎となる排出量のデータに誤りがあった場合等）の超過削減枠の帰趨等、不明確な

点は未だ多いといえます。 

 

Ⅹ. おわりに 

 

以上のとおり、GX-ETS の第 1 フェーズのルールはかなり明確となりましたが、依然
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として各種ガイドラインに委ねられている部分はそれなりに存在するといえます。GX

リーグ賛同企業となっている企業又は今後GXリーグに参画することを予定している企

業については、上記のようなルールをしっかりと把握した上で、GX-ETS の第 1 フェー

ズの始動に備える必要があります。 

本稿がその一助となれば幸いです。 

 

 

セミナー情報 

➢ 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  

 

➢ セミナー  『環境価値の基本～脱炭素電源に関する最新動向 長期脱炭素電源

オークションと水素・アンモニア混焼のポイント』 

開催日時  2023 年 3 月 13 日（月）13:15～15:15 

講師    木山 二郎、塩見 典大 

主催    株式会社日本ナレッジセンター 

 

NEWS 

➢ Chambers Global 2023 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2023 にて当事務所は日本における以下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その分野で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）

及び中国においても以下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。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

 Banking & Finance（Band 1） 

 Capital Markets（Band 1） 

 Capital Markets: Securitisation & Derivatives（Band 1） 

 Corporate／M&A（Band 1） 

 Dispute Resolution（Band 1） 

 Intellectual Property（Band 2） 

 International & Cross-Border Capabilities（Japanese Firms）（Band 1） 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/34.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/34.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/71.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/71.html
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 International Trade（Band 1） 

THAILAND 

  Banking & Finance（Band 2） 

  Corporate／M&A（Band 2） 

  Projects & Energy（Band 1） 

MYANMAR 

  General Business Law（Band 2） 

 

弁護士 

JAPAN 

  Banking & Finance：佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 

  Capital Markets：鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光、田井中 克之 

  Capital Markets: J-REITs：尾本 太郎、藤津 康彦 

  Capital Markets: Securitisation & Derivatives：佐藤 正謙、江平 享 

 Corporate／M&A：棚橋 元、石綿 学、松村 祐土、大石 篤史、小島 義

博、林 宏和、紀平 貴之、松下 憲 

  Corporate／M&A: Expertise based abroad in Myanmar：武川 丈士 

  Dispute Resolution：関戸 麦、飯田 耕一郎 

  Dispute Resolution: International：ダニエル・アレン 

  Intellectual Property：三好 豊、岡田 淳 

  International Trade：石本 茂彦、梅津 英明、宮岡 邦生 

 CHINA 

  Intellectual Property (International Firms): Expertise based abroad in 

Japan：小野寺 良文 

THAILAND 

  Banking & Finance：ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティ

スティウォン 

  Corporate／M&A：アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、ヌァンポー

ン・ウェークスワナラック 

  Projects & Energy：ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティ

スティウォン 

MYANMAR 

  General Business Law: Foreign expert in Japan：武川 丈士 

  General Business Law：キンチョー・チー、武川 丈士、ウィン・ナイ

ン 

 

 

 

（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 


