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研究成果の概要（英文）： 
 
研究成果の概要（和文）：本研究では、金融業、特に投資市場に着目し、環境負荷削減を効率的

に行える企業に対して投資を誘導することで、環境負荷削減、企業の経済的インセンティブ、

投資家利益を同時に満たす新たな環境投資指標を開発し、この指標を活用して環境負荷削減に

資する制度の提案を行うことを目的として研究を実施した。研究の実施は、SRI ファンドの環

境パフォーマンス評価、経済実験に基づいた投資意思決定メカニズムの解明、環境投資指標開

発の 3 つを実施した。結果として、SRI ファンドの環境パフォーマンス定量化、投資先企業の

環境情報が投資意思決定に与えるメカニズムの解明を果たした。また、これらの知見を踏まえ、

新たな環境投資指標を開発した。 

 

 
研究成果の概要（英文）：With the aim to propose a system to contribute to the reduction 
of environmental burdens from the viewpoint of finance, in particular, the investment 
market, this study developed investment indices which simultaneously satisfy the 
reduction of environmental burdens, economic incentives of companies, and investor 
interests, by attracting investments in those companies that decrease environmental 
burdens efficiently. We assessed environmental performance by SRI funds, clarified 
the investment decision-making mechanism employing economic experiments, and 
developed environmental indices. In pursuit of the study, we also quantified the 
environmental performance of the SRI funds and explained the investment 
decision-making mechanism to which environmental information is. This study 
suggested a way of shaping the investment market where the reduction of 
environmental burdens was promoted.  
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1.  研究開始当初の背景 
 地球温暖化の例に見られるように経済成長
と環境負荷削減の両立は困難な問題である。
しかし、持続可能な社会を実現するためには、
これらを両立させることが必要である。 
 環境負荷を削減するために多くの環境関連
法整備が行われてきた。しかし、法規制や税
制による環境負荷削減は経済にとってマイナ
スの側面が大きい。そこで、企業による自主
的な環境取り組みによって、持続可能な社会
を実現することが期待される。しかし、企業
による自主的な環境取り組みを促進するため
には、取り組みによる経済的インセンティブ
が必要である。環境取り組みによる経済的イ
ンセンティブとしては、企業イメージ向上に
よる自社製品の販売促進効果などがあるが、
この効果は消費者向け製品を製造・販売して
いる企業に限られており、より広範な企業に
対して環境取り組みによる経済的インセンテ
ィブを生み出す仕組みが必要である。 

2.  研究の目的 
上記背景を踏まえ、本研究では経済基盤を

支えている金融業、特に投資市場に着目し、
環境負荷削減を効率的に行える企業に対して
投資を誘導することで、環境負荷削減、企業
の経済的インセンティブ、投資家利益を同時
に満たす新たな環境投資指標を開発し、この
指標を活用して環境負荷削減に資する制度の
提案を行うことを目的として研究を実施した。 

3.  研究の方法 
 投資市場を活用して持続可能な社会実現に
寄与する手法として企業の環境面を考慮に入
れて行う投資、SRI (Social responsible 
investment, 社会的責任投資)ファンド（投資
信託）が注目されている。SRI ファンドは投
資資金を環境・社会に良い企業に誘導するこ
とで持続可能な社会を実現することが期待さ
れている。日本国内で 7000 億円、世界で 400
兆円の SRI ファンドが運用されており、世界
市場の約 13％を占めている(1)。SRI ファンド
は、従来ファンドとの利回りの差など、経済
学の分野で研究の対象となってきた (2)。一
方、SRI ファンドは投資先の選定をアンケー
トや環境報告書といった定性情報に基づいて
行っており、真に環境負荷を削減できている
かは不明である。それにもかかわらず、SRI
ファンドの環境負荷を定量的に評価した研究
は国際的にも存在せず、SRI ファンドが環境
負荷削減に寄与できているのかは不明なまま
普及している。そこで、従来の経済学的なア
プローチに対して、研究代表者がこれまで研
究を進めてきた工学的手法である LCA(Life 
cycle assessment)手法を応用し、SRI ファン
ドの環境負荷削減効果を定量的に評価する。
これによって、投資市場を活用した環境負荷
削減の実現可能性を評価する。（サブテーマ 1） 
 国内の投資市場の状態は、ファンドが所有

する株式 17.5%に対して、個人による直接株
式所有 18.2%、法人所有 21.3%である。このこ
とから、SRI ファンドだけではなく、一般の
株式投資についても企業の環境パフォーマン
スを考慮した投資を促すことができれば、投
資資金の誘導による環境負荷削減を効率化さ
せることが期待できる。代表者らによる個人
投資家へのアンケート調査(回答者 2500 人)
では企業の環境面を考慮した投資を行いたい
とする回答が 48%であり環境に配慮した株式
投資にはニーズが存在すると予測される。関
連する既往研究としては、企業が土壌汚染な
どの法令を犯した場合の株価・財務下落リス
クに関するケーススタディ研究はあるが、株
価・企業財務形成に対して企業の環境パフォ
ーマンスがどのようなメカニズムで影響を与
えるのかについては明らかではない。市場メ
カニズムの既往研究としては、U-mart 
Project など仮想市場を用いた研究や、行動
経済学の分野で行われている人間の認知や心
理的バイアスが投資意思決定に与える影響に
着目した研究が行われている。しかし、これ
らの研究では投資先企業の環境パフォーマン
スに着目した研究は行われていない。そこで、
企業の環境パフォーマンスを含んだ投資市場
のメカニズムを明らかにするために、実験室
内に仮想市場を作り、被験者が実際に仮想市
場で株取引を行うことで企業の環境パフォー
マンスが株価・財務形成に与える影響とその
影響メカニズムを明らかにする（サブテーマ
2）。同時に、環境税や国内排出権取引の実施
など将来予測される市場の変化を考慮した場
合についても実験を行う。 
 サブテーマ 1 の結果で得た知見に基づき
ファンド等を用いて環境負荷削減を実現し、
持続堪能な社会実現に向けた効率的市場形成
を行うため、サブテーマ 2で明らかになった
メカニズムに基づき、従来の投資指標（ROE、
PER 等）に企業活動による環境パフォーマン
スを組み込むことで新たな環境投資指標を開
発する。さらに、指標が市場で有効に機能す
るための制度設計を行う。制度に関する研究
としては、メカニズムデザインの理論を用い
た制度に関する研究や、実験経済学の分野で
経済制度に関する研究がされており、これら
を応用する。これによって、環境投資指標を
用いて、市場ニーズの高い指標に改良し、開
発された環境投資指標による効率的環境負荷
削減が可能な制度を追究する（サブテーマ 3）。 
 以上のサブテーマ 1-3 を実施することで、
投資市場のグリーン化に資する研究を行う。 

4.  研究成果 

サブテーマ 1：社会的責任投資による環境改
善効果の測定 

I. 評価方法 
評価対象となる投資信託は、2000年度末か

ら2007年度末までに販売された全国内株式型
投資信託を評価の対象とした（以下、全ファ



 

 

ンドと呼ぶ）。分析手順は以下の通りである。 
①全ファンドの構成銘柄情報をデータベース
化する。 
②全上場企業の GHG 排出量について，環境報
告書をベースとして調査し、データベース化
する。③2003年度を基準年として、2007年度
までの GHG 排出量増加率を全上場企業に付い
て計算する。。 
④①の個別ファンドごとの構成銘柄情報と構
成比率を用いて GHG 排出量増加率の加重平均
を計算して、個別ファンドの GHG 排出量増加
率とする。 
⑤SRI ファンドと SRI ファンド以外のファン
ド（以下、一般ファンド）について④の個別
ファンドの GHG 排出量増加率について平均値
を算出する。 
⑥ ⑤の計算結果を用いて、SRI ファンドと

一般ファンド GHG 排出量増加率を比較する。 
という手順で分析を行った。SRI ファンドの
判断基準には、NPO 法人社会的責任投資フォ
ーラムのデータを用いることとした。 

評価対象ファンドは、延べ 5373 ファンドで
あり、これらのファンドが投資を行った銘柄
数は延べ約 124 万銘柄であった。本研究では
これら5373ファンドをSRIファンドとそれ以
外の一般ファンドに分類し、各年度の構成銘
柄情報に従い温室効果ガス排出増減率を算定
した。得られた結果を SRI ファンドと一般フ
ァンドで比較することで SRI ファンドが温暖
化に対して適切な投資先銘柄選定が行えてい
るのかを評価した。 

II. 結果 
2003年度時点で販売されていた551ファン

ド組成銘柄のその後5年間の温室効果ガス排
出量増加率の結果を図 1に示す。このとき
SRI ファンドは22ファンド、一般ファンドは
529ファンドであった。評価の結果、一般のフ
ァンドを構成している企業の排出量増加率は
108.5％であったのに対して、SRI ファンドで
は106.8％となった。 
 評価の結果いずれの年度においても SRI フ
ァンドが一般ファンドの排出量増加率を上回
ることは無かった。よって、SRI ファンドは
一般のファンドに比べて温室効果ガス排出量
増加率が低い銘柄選定を行えている可能性は
示唆された。しかしながら、排出量増加率の
差異は 2%程度に留まっていた（図 1）。また、
この間の SRI ファンドの財務パフォーマンス
は一般のファンドを 1.4%下回っていた。この
ことから、SRI ファンドは統計的に有意な範
囲で GHG 排出量増加率の低くなる方向の銘柄
選択が成されていることが示唆されたが、一
般のファンドに比べて最大でも 2％程度しか
低減できておらず、また、一般のファンドよ
りも平均の利回りが低くなってしまっている
ことから、現状の方式では投資による温室効
果ガス排出削減に寄与することが困難である
可能性が示唆された。 

 

図 1 SRI ファンドと一般ファンドの温室効果

ガス排出量増加率 

サブテーマ 2：企業の環境パフォーマンス情
報と株式投資の銘柄選択に関する意思決定
メカニズムの解明 

I. 評価方法 
本研究では、株式市場の基本的なモデルと

して、V. Smith らの資産市場実験 (Smith et 
al.1988) の設定を用いる。ここでは、企業の
環境パフォーマンスをその市場モデルに導入
し、拡張する。Case 1 を Smith らのモデルと
同等のものとし、企業の環境コスト負担を考
慮した 2つのケース（Case 2、Case 3）とし
てモデルを構築している。 
本研究では、V.Smith らによる市場モデル

に、以下に述べる新しい設定を追加すること
で、企業の環境コストと株式市場の関係につ
いて 3種類の社会モデルを提案する。なお、
本モデルにおいては社会の構成員は全員株式
市場に参加する投資家であるとする。 
 まず、本モデルにおける環境コストとは、そ
の期の企業活動によって発生した環境負荷を
除去するための費用と定義する。一方、環境
金融によって期待される効果の１つは、環境
への負荷の少ない経営を行う企業が評価され
投資が集まることで、その企業の環境への負
荷削減がより促進することであると考えられ
る。そのため、本モデルにおいては、企業は
自社銘柄の株価が上がれば積極的に環境負荷
が出ないような事前対策を施すため発生する
環境コストが減少し、下がればそのような事
前対策には消極的になるため発生する環境コ
ストが増加すると仮定した。これにより、企
業活動によって生じる環境コストの負担をモ
デル内に組み込み、投資家の意思決定と企業
の環境への取り組みを関連づけるために、投
資意思決定の結果、株式価格に応じて企業の
環境負荷削減の事前対策のレベルが変動し、
それに伴い環境コストの大きさが変化するも
のとしている。さらに環境コストの負担先の
設定として、Case1 では誰も負担しない場合、
Case 2 では株式保有者が負担する場合、Case 
3 では全員で均等に負担する場合の 3 つの設
定について考えた。ここで、被験者は 27 名と
した。 



 

 

 

図 2 Case1～3 の制度設計 

II. 結果 
 全グループでの売買注文価格及び取引成立
価格について図 3〜図 5 に示す。 

Case 2 と Case 3 は、ともに取引価格が高
いほど環境コスト負担が減少するため、被験
者は取引価格を意図的に高くするインセンテ
ィブを持つ。ところが、実験結果においては、
Case 2 では本来価値よりも高い価格で取引が
行われたのに対し、Case 3 では本来価値とほ
ぼ同じ価格での取引が行われた。 
 ここでCase 2の市場に参加する被験者にと
って、自らの環境コスト負担を抑える方法は
二つ存在する。一つは、株価を高く保って市
場全体に課される環境コスト負担を少なくす
る方法、もう一つは期末において手元に株式
が残らないようにする方法である。前者は本
来価値よりも高い価格で売り買いする相手が
いないと成立しないため、不確実性が高い。
後者は確かに環境コストの負担を減少させる
ことができる一方、売り注文の増加、買い注
文の減少を招くため、株価が下がり、全体に
課される環境コスト負担は大きくなってしま
う。 
 Case 2 において、被験者は第 1期から第 3
期にかけては前者の方法を取って高い価格水
準で取引を行っていた。これにより市場全体
で負担する環境コストの値は 0となり、本来
価値で取引した場合と比べ低くなっている。
しかし、先述のとおり、第 3 期末において、
「次期の配当と最終買取価格の期待値 5」が
264 と、環境コストの閾値を初めて下回るこ
とに反応して、次期から環境コスト負担が生
まれることを判断し株式を手放そうとした結
果、株価の下落が起こったものと考えられる。 
企業の環境コストを内部化した株式市場に

ついて 3種類のモデルを構築し、それぞれに
対して被験者実験による検証を行った。実験
の結果、企業活動における環境コストを企業
の利益から負担させるモデルにおいては、社
会全体で負担するモデルに比べて、初期にお
いて株価が高くなり、その結果として、本来
価値によって取引された場合よりも環境コス
トが低く抑えられた。しかし、株式の配当と
最終買取価格の期待値が低くなると、本来価
値よりも高かった株価は下落したため、環境
コストの合計が高くなるという結果を得た。
これに対して、環境コストを社会全体で負担

させるモデルにおける株価の推移は、誰も負
担しない場合と近い形で価格が推移し、環境
コストにも変化が見られなかった。 

 

図 3 Case 1 における売買注文及び取引価格 

 

図 4 Case 2 における売買注文及び取引価格 

 

図 5 Case 3 における売買注文及び取引価格 
 

Case1 環境コストを誰も負担しない場合

Case2環境コストを企業の利益から負担する場合

Case3環境コストを社会全体で負担する場合



 

 

 

サブテーマ 3：投資市場に着目した環境負荷
低減のための制度設計提案：環境株価インデ
ックスの組成 
 
本研究で実施したサブテーマ１，２、及びサ
ブテーマ 3の中で開発した環境株価指標の組
成によって得た知見に基づくと、投資利回り
を低減することなく、環境負荷の低減に資す
る手法として、環境株価インデックスの組成
による環境負荷低減施策の実施によって、投
資資金を環境効率性の高い企業に誘導し、結
果として社会全体の環境負荷削減手法が一つ
のあり方として示唆される。以下では環境株
価インデックスの組成による環境負荷低減効
果を示した。環境株価インデックスの組成に
ついては 3つの組成方法を検討した。 

① 定性評価に基づくインデックス組成 
環境株価インデックスの組成に当たり、欧

米の環境株価インデックス組成手法をそのま
ま適用することでは十分とは言えない。 

東洋経済新報社の CSR 総攬に掲載された
日経 225、東証 Core30 および 70､100 のうち
評価対象項目の記載があった企業を対象に、
定性的環境評価項目と環境負荷排出の関係に
ついて分析を行った。 
「環境方針への第三者関与の有無」、「環境担
当役員が専任であるか、兼任であるか」の 2
項目について、図 6 に示す。ここで、「環境
報方針の有無」や「環境担当役員の有無」の
ような設問を用いなかった理由は、評価対象
企業は大企業であり、環境方針が無い企業、
環境担当役員がいない企業は数社しか存在し
なかったため、環境株価インデックスのよう
な企業選別に用いることができないためであ
る。 

図 6 より、環境方針策定への第三者関与の
有無は温室効果ガス排出量とは無関係であっ
た。その他複数の定性項目について評価した
が、温室効果ガス排出量の増加率と定性項目
の間に関係は見られなかった。このことから、
欧米式の定性評価項目による環境株価インデ
ックスを組成では、仮にインデックスができ
たとしても環境負荷は削減には寄与できない
ことが示唆された。 

 

図 6 環境方針策定への第三者関与の有無に

よる温室効果ガス排出量増加率の違い。 

② 定量的排出環境負荷に基づくインデッ
クス組成 

 定量的温室効果ガス排出情報に基づくイン
デックス組成を行う。単純に温室効果ガス排
出量が低減している企業だけでインデックス
を組成したのでは、経営悪化よって温室効果
ガス削減が起こっている企業が多くなると予
想される。そこで、温室効果ガス排出量増加
率と株価のデカップリングが果たせている企
業（温室効果ガス排出量は低減しつつ、株価
は上昇している企業）によってインデックス
の組成を試みた。評価対象企業は①と同一で
あり、データが完備された企業は 261 社であ
った。評価の結果、2004 年度時点でデカップ
リングが果たせていた企業は 69 社であった。
デカップリングが果たせた企業が継続的に温
室効果ガスの排出削減と株価の高値維持が行
えているならば、持続可能な社会実現に向け
た株価インデックスとして有効である。 
 温室効果ガス排出推移を図 7、株価の推移
を図 8 に示す。結果として、2004 年度にデカ
ップリングを実現した企業群の温室効果ガス
排出量は、デカップリングできていなかった
企業群の温室効果ガス排出量に比べて 2007
年度まで継続的に低い傾向を示した。一方、
株価は、2005 年度までは全社平均と同程度で
あったが、その後全社平均よりも大きく下回
る結果となった。 
 この結果から、ある一時点において温室効
果ガス排出量の削減と株価の向上が果たせて
いた企業のみでインデックスを組成した場合、
温室効果ガスは低減する傾向を示すが、株価
は市場平均を大きく下回る可能性が示唆され
た。 

 

図 7 2004 年度にデカップリングしていた

企業の温室効果ガス排出推移 

 

図 8 2004 年度にデカップリングしていた

企業の株価推移 
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③ 市場平均と同程度の利回りを目指す環
境株価インデックス 

 ②で示した手法によるインデックス組成で
は環境負荷削減は保証されるものの利回りの
低下に至った。欧米も含め、既存のインデッ
クスはその多くが少数の優れた企業によって
インデックスを組成することで市場平均より
も高い利回りを目指している。しかし、環境
株価インデックスの運用先として期待される
SRI ファンド、および年金基金等機関投資家
は長期投資を基礎としている。効率的市場仮
説に基づけば、長期にわたり市場平均を超え
たインデックスを組成することは不可能であ
る。 
 市場平均を上回るのではなく、市場平均構
成銘柄（東証では 1682 社）から、温室効果ガ
ス排出量増加率の大きい企業を構成銘柄から
除外する手法について検討した。 
図 9 に東証構成銘柄 1682 社から、温室効果
ガス排出量増加率の高い企業を除外していっ
た場合の排出量増加率の減少率を図示する。
その結果、約 100 社を除外することで温室効
果ガス排出量増加率は 5％低減し、400 社除外
することで、10%の低減となった。対して、株
価の変動率は 100 社除外で±3％、400 社除外
で±5％の範囲に収まった。除外に当たっては、
東証 33 業種に分類し、業種内での順位を基準
に除外することで業種を考慮した。 

 

図 9 温室効果ガス排出量増加率の大きな企

業を東証構成銘柄から除外していった場合の

排出量増加率の減少率 

＊ 総括 
サブテーマ 1 から 3 の結果を踏まえ、最終

的に投資市場の活用による環境負荷削減施策
として、3 種類の環境株価インデックス構成
手法について検討を行った。その結果、欧米
の手法を参考にした場合、環境負荷削減が保
証されず、定量的環境負荷情報を用いたとし
ても、一時点で環境負荷と株価がデカップリ
ングしている企業によってインデックスを構
成しても数年で破綻することが示された。そ
れに対して、市場平均を超えることを目指す
のではなく、市場平均と同程度の利回りを求
めることで、環境負荷削減と利回りの両立が
なせる可能性を示した。 
サブテーマ 1、2 の結果も踏まえ、金融市場

を活用した環境負荷低減を実現するためには、
既存投資手法を用いるのではなく、効率的市
場仮説に基づく環境株価インデックスの組成
が有効である可能性が高いという知見を得た。 
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