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2023 年 3 月号（Vol.6） 

 

GX 推進法案の概要について 
 

Ⅰ. はじめに 
Ⅱ. GX 推進法案の目的・基本理念（1 条、3 条

～5 条） 

Ⅲ. GX 推進戦略（6 条） 
Ⅳ. GX 経済移行債（7 条～10 条） 

Ⅴ. 化石燃料賦課金（11 条～14 条）及び特定事

業者負担金（15 条～19 条） 
Ⅵ. GX 推進機構（20 条～72 条） 

Ⅶ. 進捗評価と必要な見直し（附則 11 条） 

 
 

Ⅰ. はじめに 
 

2023 年 2 月 10 日、2050 年カーボンニュートラルと産業競争力強化・経済成長を同

時に実現するための政策イニシアティブとして、GX 実行会議において取りまとめられ

た「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～」1,2（以下「本基

本方針」といいます。）の閣議決定と同時に、本基本方針に定められた各種の政策を実

現するための法案として、脱炭素成長経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案

（以下「GX 推進法案」といいます。）3,4も閣議決定されました。 

そこで、本稿では、現在第 211 回国会（常会）で審議がなされている GX 推進法案の

内容について、概説することと致します。 

 

Ⅱ. GX 推進法案の目的・基本理念（1 条、3 条～5 条） 
 

GX 推進法案の概要と目的は、GX 推進法案 1 条で端的に示されています。同条では、

この法律が、「世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められているこ

と」を背景に、「我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため」、

以下の各措置を講じ、もって「国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するこ

 
1 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245694 
2 本基本方針の概要については、CARBON CREDIT / ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 2023
年 2 月号をご参照ください。 
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064875/20230203-112830.pdf 
3 https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210004/20230210004.html 
4 これと似て非なるが、GX 実現に向けた重要な法案として、(i)地域と共生した再エネの最大限の導入拡

大及び(ii)安全確保を大前提とした原子力の活用を目的とした「GX 脱炭素電源法」の法案が、2023 年 2
月 28 日付で閣議決定されています（https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005.
html）。当該法案の内容については、当事務所が発行する次回の ENERGY & INFRASTRUCTURE BUL
LETIN にて取り上げる予定です。 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 小林 卓泰 
TEL. 03 5223 7768 
takahiro.kobayashi@mhm-global.com 

 

弁護士 鮫島 裕貴 
TEL. 03 5220 1858 
yuki.sameshima@mhm-global.com 
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と」を「目的」として掲げています。それぞれの措置の内容については、各章に分けて

後述いたします。 

 

（1） 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（以下「GX 推進戦略」といいます。）の策

定 

（2） 脱炭素成長型経済構造移行債（以下「GX 経済移行債」といいます。）の発行 

（3） 化石燃料採取者等に対する賦課金（以下「化石燃料賦課金」といいます。）の徴

収 

（4） 特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金（以下「特定事業者負担金」とい

います。）の徴収 

（5） 脱炭素成長型経済構造移行推進機構（以下「GX 推進機構」といいます。）に脱

炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援

等に関する業務を行わせるための措置 

 

また、「定義」規定である GX 推進法案 2 条を経て、GX 推進法案 3 条では、「基本理

念」として、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行が、エネルギー基本計画、地球温暖

化対策計画その他エネルギーの需給等に関する施策との整合性及び中長期的なエネル

ギーに係る負担の抑制の観点も踏まえつつ、「国及び事業者の相互の密接な連携の下に、

我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行わなければならない」と説明

されており、脱炭素化の実現と経済成長とを同時に追い求める姿勢が明確にされていま

す。 

加えて、GX 推進法案 4 条では、「国の責務」として、「その技術及び事業に革新性が

あり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入」するこ

とが掲げられており、これまでの GX 実行会議における議論を踏まえた国による支援の

対象について、その方針が明らかにされ、GX 推進法案 5 条では「事業者の責務」とし

て、3 条の基本理念にのっとり、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資そ

の他の事業活動を積極的に負うよう努めなければならない」と規定し、官民挙げて GX

を推進していくという強い姿勢が示されています。 

 

Ⅲ. GX 推進戦略（6 条） 
 

GX 推進法案 6 条では、政府の義務として、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、GX 推進戦略を策定することが掲げ

られています。 

GX 推進戦略には、概ね以下の事項が定められ（同条 2 項）、経済産業大臣が財務大臣

や環境大臣等と協議の上案を作成し、閣議決定を経て公表されるものとされています

（同条 3 項から 5 項）。また、GX 推進戦略は、GX 経済への移行状況を踏まえて、適切

に見直しが行われることが予定されています（GX 推進法案附則 11 条 1 項参照）。 
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（1） GX 推進に関する目標 

（2） GX 推進に関する基本的方向 

（3） GX 推進に関する施策に関する事項（高い政策効果を見込む事業分野・支援措

置・その他の重要事項） 

（4） GX 経済移行債の発行に関する事項 

（5） 化石燃料賦課金の賦課に関する事項 

（6） 特定事業者負担金の賦課に関する事項 

（7） GX 推進機構が行う支援に関する事項 

（8） GX 推進戦略の達成状況の評価に関する事項 

（9） その他 GX 推進に関し必要な事項 

 

Ⅳ. GX 経済移行債（7 条～10 条） 
 

本基本方針では、今後 10 年間で 150 兆円を超える GX 投資を官民協調で実現するこ

とが目標として掲げられており、その中で、民間投資を促進すべく 20 兆円規模の国と

しての先行投資支援を行うことが明らかにされていました。 

こうした議論を踏まえて、GX 推進法案 7 条では、政府は、2023 年度から 2032 年度

までの各年度に限り、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要す

る費用の財源について、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネ

ルギー対策特別会計の負担において、公債として GX 経済移行債を発行することができ

るとされています。 

GX 経済移行債の償還原資は、後述する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金による

収入とされており、2050 年度までの間に償還することとされています（GX 推進法案 8

条）。 

 

Ⅴ. 化石燃料賦課金（11 条～14 条）及び特定事業者負担金（15 条～19
条） 

 
Ⅴ.で述べる化石燃料賦課金と特定事業者負担金は、本基本方針では「カーボンプラ

イシングによる GX 投資先行インセンティブ」として議論されていたもので、このうち

「化石燃料賦課金」は、本基本方針では「炭素に対する賦課金」と称されていたものに

対応し、特定事業者負担金は、発電事業者が二酸化炭素の排出枠の「有償オークション」

において排出枠を取得する場合の金銭的負担部分に対応しています。 

 

まず、化石燃料賦課金については、2028 年度以降、原油、石油製品、ガス状炭化水素

物、石炭（以下「原油等」といいます。）を採取し、又は保税地域から引き取る者（化石

燃料採取者等）に対して、GX 推進法案 11 条に基づき、当該採取した又は引き取った原

油等に係る二酸化炭素排出量に応じて、化石燃料賦課金が課されます。そして、化石燃

料賦課金の単価については、中長期的なエネルギーにかかる負担の抑制の必要性及び化
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石燃料賦課金が GX 経済移行債の償還原資となることを踏まえて、政令で定めることと

されています（GX 推進法案 12 条）。 

化石燃料賦課金の徴収事務については、GX 推進機構が担うことになりますが（GX 推

進法案 13 条）、徴収の実施に関する事項その他必要な事項は、この法律施行後 2 年以内

に別の法律で定めるほか、必要な法制上の措置を講ずることとされています（GX 推進

法案 14 条、同附則 11 条 2 項）。 

 
次に、特定事業者負担金については、2033 年度以降、電気事業法（昭和 39 年法律 170

号）2 条 1 項 15 号に規定する発電事業者のうち、その発電事業に係る二酸化炭素の排

出量が多い者として政令で定める者（以下「特定事業者」といいます。）に対して、当該

発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠（以下「特定事業者排出枠」といいま

す。）が有償又は無償で割り当てられます（GX 推進法案 15 条 1 項）。有償で割り当て

られる特定事業者排出枠の量は、当該年度に見込まれる納付額の総額や負担金単価の水

準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性

等を勘案して、経済産業大臣により定められます 5（GX 推進法案 15 条 2 項）。また、

特定事業者負担金の総額については、中長期的なエネルギーにかかる負担の抑制の必要

性及び特定事業者負担金がGX経済移行債の償還原資となることを勘案して定めなけれ

ばならないとされています（GX 推進法案 15 条 3 項）。 

有償の特定事業者排出枠の割当先及びその単価は、入札により決定され、特定事業者

は、自身に割り当てられた有償の特定事業者排出枠に、入札により決定した単価を乗じ

て算出された特定事業者負担金を納付する義務を負います（GX推進法案16条、17条）。 

特定事業者排出枠の割当てや入札の実施に関する業務、特定事業者負担金の徴収事務

については、GX 推進機構が担うことになりますが（GX 推進法案 18 条）、特定事業者

排出枠の割当てや入札、特定事業者負担金の徴収の実施に関する事項その他必要な事項

は、この法律施行後 2 年以内に別の法律で定めるほか、必要な法制上の措置を講ずるこ

ととされています（GX 推進法案 19 条、同附則 11 条 2 項）。 

なお、本年 4 月からは GX リーグにおける排出量取引制度（GX-ETS）6が始動します

が、GX-ETS の文脈では、特定事業者に対する排出枠の割当ては、GX-ETS の更なる制

度的発展の文脈の中に位置づけられており、特定事業者排出枠の制度と GX-ETS とは

密接な関連性を有する制度となることが予想されます。 

 
Ⅵ. GX 推進機構（20 条～72 条） 
 
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的として、GX 推進機構の

創設が予定されており、GX 推進法案には、そのための法人設立の規定やガバナンスの

 
5 本基本方針においては、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）させていくといった方針が明記されていま

す。 
6 GX-ETS の第 1 フェーズ（2023 年度から 2025 年度まで）のルールについては、CARBON CREDIT 
BULLETIN 2023 年 2 月号（Vol.5）にてその内容を概説しておりますので、ご参照ください。 
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064876/20230224-032621.pdf 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064876/20230224-032621.pdf
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ための規定が置かれています。 

GX 推進機構が担う業務には、前述した化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収

に係る事務並びに特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務のほかにも、

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対して債務保証や

資金の出資、専門家の派遣、必要な助言など、支援業務等を行うことも含まれます（GX

推進法案 54 条）。 

また、本基本方針では、GX 推進機構は、化石燃料賦課金と前述した GX-ETS におけ

る制度間の調整（同一の炭素排出に対する二重負担の回避や GX-ETS におけるカーボ

ンプライシングを踏まえた化石燃料賦課金単価の決定等）を担う主体としても位置付け

られていることから、そのような制度間の調整機能も期待されていると考えられます。 

 

Ⅶ. 進捗評価と必要な見直し（附則 11 条） 
 

GX 推進法案附則 11 条 1 項では、政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に

向けた投資や事業活動の実施状況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向等の事情

を勘案し、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとされています。 

また、化石燃料賦課金や特定事業者負担金等の制度の詳細設計については、本格的な

稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行後 2 年以内に、必要な法制

上の措置を講ずることとされています。 

以上からもわかるとおり、GX 推進法案は、本基本方針の内容を法令の形に具体化し

たものですが、具体的な施策の在り方については検討段階のものも多く、また、今後の

GX の動向を踏まえて随時制度的措置のアップデートが行われていくことが予定されて

います。 

従って、GX 推進法案の国会における審議の状況のみならず、化石燃料賦課金や特定

事業者負担金をはじめとした、より具体的な制度設計に関するその後の関連法案の議論

の状況も注視していく必要があります。 
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セミナー情報 

 セミナー  『第 5095 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期から

義務化 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報開示の実務

対応ーパブリックコメント回答を踏まえた最終対応を一挙解説ー」』 

開催日時  2023 年 3 月 28 日（火）13:30～15:30 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 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 4 月 13 日（木）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『PPP 官民連携の各種手法及び法制度・契約実務に関する基礎から

応用の勘所 3 時間セミナー』 

開催日時  2023 年 4 月 20 日（木）13:30～16:30 

講師    二本松 裕子 

主催    JPI（日本計画研究所） 

 

 セミナー  『第 5116 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

開催日時  2023 年 5 月 9 日（火）13:30～15:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

NEWS 
 ニューヨークオフィス開設のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、2023 年秋の業務開始を目指してニューヨークオフィ

スを開設する運びとなりましたので、お知らせいたします。 

 

当事務所は、2002 年に森綜合法律事務所と濱田松本法律事務所との統合により

設立され、現在約 720 名の弁護士（外国法弁護士を含む）がグループに所属する

総合法律事務所です。日本国外においては、1998 年に、他の日本の法律事務所に

先駆けて北京にオフィスを開設し、また、2017 年には、バンコクの大手法律事務

所と経営統合するなど、クライアントの皆様から「選ばれる事務所（Firm of 

Choice）」となるという経営ビジョンの下、アジア地域において業容を拡大して

まいりました。 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/110.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/110.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/110.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/18387.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/18387.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/18387.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/91.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/91.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/94.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/94.html
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一方、当事務所は長年、米州とアジアにまたがる取引や紛争案件については、各

地の法律事務所と緊密に連携しながら助言を行ってまいりましたが、ニューヨー

クは、グローバル経済の中心地であるとともに、米州とアジアを結ぶ重要な拠点

であることから、今般、アジア地域以外では初めてオフィスを開設することとい

たしました。当事務所は、ニューヨークオフィスを通じ、現地法律事務所やクラ

イアントの皆様との連携をより強固なものとし、双方の地域にまたがる多種多様

な法務需要に応じることのできる体制を充実させてまいります。 

 

ニューヨークオフィスでは、当事務所の経営トップの一人であり、海外に幅広い

ネットワークを有する松村 祐土 弁護士が代表パートナーに就任するとともに、

クロスボーダー案件に関し高い専門性、経験および実績を有するパートナーの加

賀美 有人 弁護士および鈴木 信彦 弁護士が常駐いたします。加賀美弁護士はク

ロスボーダーの競争法案件や不正調査・危機管理対応・紛争案件に、鈴木弁護士

はクロスボーダーM&A およびコーポレート業務に精通しています。 

 

米州は、クライアントの皆様にとって重要な市場であり続けると同時に、法的に

もひと際大きい市場の一つといえます。当事務所は、ニューヨークオフィスの開

設を契機に、当事務所グループの全弁護士の総力を結集してさらなるリーガル・

サービスの向上、国際業務の深化を目指してまいります。 

 

 長谷川 充弘 弁護士が入所いたします 

当事務所は、2023 年 4 月 1 日付で、昨年 12 月に証券取引等監視委員会委員長を

退任した長谷川 充弘 弁護士を客員弁護士として迎えます。 

 

長谷川弁護士は、東京地方検察庁特別捜査部副部長（財政経済班）、東京高等検察

庁刑事部長等として、企業刑事事件に捜査・公判実務で携わり、また、名古屋地

方検察庁検事正、広島高等検察庁検事長等として各種刑事事件の処理を指揮して

こられました。 

 

さらに、証券取引等監視委員会委員長を 2 期 6 年務め、その間、開示規制違反、

インサイダー取引や相場操縦等、資本市場における犯則事案、課徴金事案の調査・

検査等を指揮してこられました。 

 

当事務所としても、長谷川弁護士の入所により、企業関係の刑事法務や危機管理

において、益々充実したリーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存で

す。 

 

 
（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 


