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アセット･クラスとしての排出権
欧州を中心に排出権取引は拡大を見せており、排出権をひとつの独立したアセット･クラスと
して投資を行うファンドも拡大を見せている。ただ、京都議定書を含めた排出権取引の枠組み
は、今後変わる可能性もあり、各国の動向について注視する必要がある。
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1) EU-ETS：欧州域内排出
権取引制度。EU加盟国は各
国の配分計画に従い、EUの
承認を得た上で、企業ごとに
排出枠を設定。これにより、
排出枠に余裕のある企業と足
りない企業間の排出権のトレ
ーディングが行われる。CDM、
JIの活用も可能。
2) CDM：発展途上国にお
ける排出量削減プロジェクト
で獲得される排出権。中国、
インド、ブラジルでの開発が
多い。
3) JI：ロシアなど経済移行
国での排出量削減プロジェク
トで獲得される排出権。
4) モルガンスタンレーは
2006年11月に欧州での排出権
取引を中心に30億ドルを５年
間かけて投資することを発
表。
5) CCC：Climate Change
Capital 排出権に特化した欧
州ブティック系投資銀行。グ
ローバルで最大級の8.3億ド
ルの排出権ファンドを運用。
6) ECX：オランダのECX
は欧州での排出権取引の75％
を占めるが、他に、フランス
のPowernext、ノルウェーの
Nordpool、ドイツのEEX、
オーストリアのEXAAなどが
存在。
7) オランダの環境評価セン
ター（ Netherlands Environmental Assessment Agency ）の調査によると2006年
時点で中国が米国を抜いて
CO 2排出量世界一となってい
る。
8) WRCAI：Western
Regional Climate Action
Initiative 加州を中心とした
西海岸（CA, WA, OR, NM,
AZ, UT）カナダの一部を含
めた排出権取引制度。2008年
の開始を目標に今夏に排出枠
の設定を予定。
9) RGGI：Regional Greenhouse Gas Initiative 東海岸
の州（ME, NH, VT, CT, NY,
NJ, DE, MA, MD）での排出
権取引制度。2009年開始予定
で、2015年までに2002年程度
の排出量までの削減が目標。

の構築を行い、将来の削減手法を考える時期
に来ているのかもしれない。
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