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JEPIXによる企業外部費用の包括的算定にもとづく
企業サステナビリティの社会的評価
Social Evaluation of Corporate Sustainability Based on the
Comprehensive Measurement of External Cost with JEPIX
Authors explore the possibility for developing environmental indicators which shall help
investors on capital market with their decision makings. The research was conducted as one
year project by 2 researchers and 5 working members, and has following features:
- Empirical and quantitative environmental impact data by making use of environmental
reports available in Japan
- Nikkei 225 as portfolio to include 225 leading Japanese companies from 32 industry
branches such as Sony, Toshiba, Toyota, Honda etc.
- JEPIX（Japan Environmental Policy Priorities Index）to evaluate corporate environmental
impacts which is originally derived from Eco Scarcity method in Switzerland
- Environmental impact data to be divided and classified into relevant categories for the
efficient and effective use of stakeholders（mainly stockholders）
Because the basic data on corporate environmental performa nce （emission a nd
consumption）are not completely disclosed on the annually published environmental/ CSR/
sustainability reports under present circumstances, the relevance of these figures are quite
limited, so as to make the relevance of the Eco-indicators from them less reliable. And, to
further develop more useful analytical method of the disclosed data is now necessary.

223

１．はじめに：投資家の意思決定と資本市場における環境情報
今日、個人投資家か機関投資家を問わず、投資家全般が環境保護やＣＳＲ（企業社会責任）にた
いして、従来に比較して、はるかにセンシティブになってきていることは、広く知られている事実であ
る。多くの投資家が、必ずしも利益や利益率、あるいはＰＥＲ（株価収益率）やＰＢＲ（株価純資産
倍率）に代表される財務的・経済的数値のみではなく、環境保護やＣＳＲのパフォーマンスを、自己
の投資意思決定において（たとえ明示的にではなく、黙示的であれ）なんらかの形で考慮しよう、と
いう意思を、程度の差こそあれ示しはじめているのである。
ここで、企業目的ないしは経営目的における名目目標Formelzielと実質目標Sachzielにかんする議
論（たとえば、Kloock（1990）および宮崎（2001）を参照）と同様に、投資家の投資目標のありかた、
ないしは実態として、２つのタイプを想定することができよう。
その第１は、投資家が利益目標と環境目標（以下、本論では、環境保護とＣＳＲのうち、環境保
護に絞って議論する）という２つの目標を同時にあわせもつ、
「複数目標的世界観」を抱き、この両者
の目標をなんらかの形で満足させるように投資行動を決定する、と考えるものである。このタイプの
投資家に割合ふさわしいものとして、証券会社があらかじめ設定し販売するエコファンドを購入する、
ということがあげられる。なぜなら、エコファンドでは、収益性スクリーニングと環境スクリーニン
グが大方独立的に実施されて、投資ポートフォリオが作成されているからである。
ただし、この場合の投資ポートフォリオは、投資家自身が作成するのではなく、証券会社が営利
目的で作成したものである点に注意する必要がある。要は、それだけ、投資家自身は限定された受
け身の立場や姿勢であり、
「投資家の選択の自由度が低い」ということである。
これに対して、
（企業目的と同様に）投資家が利益目標という単一目標のみをもつ、
「単一目標的世
界観」を抱く場合がある。古典派・新古典派経済学の前提とする合理的経済行動（合理的市場仮
説）が単一目標的世界の産物であり、この場合には、環境目標は利益目標の従属目標とされる。す
なわち、環境目標の追求は、それが利益目標の達成に資するから行われるのであり、その追求は
無制限に行われるのではなく、その追求が利益目標にベネフィットをもたらす場合のみに限定される、
と考えるものである。
この単一目標論には、いくつかのタイプがあり、たとえば、短期的利益追求か長期的利益追求か
によっても、実質がずいぶん異なるのであるが、ここではこの差異は論じないことにする。単一目標
論は、狭い味方に見えるかもしれないが、実はそうではない。
見方を変えると、
「環境と経済」の、すなわち「エコノミーとエコロジー」の両立する領域を追求する
わけであり、長期的には
「エコノミーとエコロジー」の両立する領域
（企業や企業部門）を拡大・成長さ
せるモチベーションをもつ。したがって、経済のダイナミックな進化に適切に対応する理論、あるい
は、経済のダイナミックな発展を期待し促進する理論、ということもできよう。また、エコファンドを
購入するという消極的な経済行動ではなく、むしろ、個人投資家の自由な投資意思決定に適した考
え方ということもできる。
投資家の投資行動について深く議論する場合は、この両者のどちらに依ってたつのかが問題とな
る。本論では問題提起をするだけにとどめ、以上の複数目標論と単一目標論の現状や優劣をこれ
以上論じないことにする。基本的スタンスとしては、このどちらの立場も可能であるが、現実的・直
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接的には、現在行われている投資の実態に配慮することもあり、複数目標論も視野に入れつつも、
やや単一目標論的世界観にシフトした意思決定方式を想定していると考えてよい。
さて、この両者のどちらに基礎をおくにせよ、証券市場にエントリーする投資家に環境情報が十
分に開示・提供されていることが、
「議論の前提」となる。すなわち、環境志向的投資家にとっての
意思決定の必要条件だということである。残念ながら、後述するように、この前提条件、必要条件
は現在のところ（はるかに）満足されていない。つまり理想的な状態には程遠いのが現状である。そ
して、必要十分な環境情報の開示には、長い道のりが必要となるのである。
本論ではこのような現状認識を踏まえて、企業情報開示の現状での欠陥を明らかにするとともに、
その状況においてもなお、企業の環境保護上の優劣を論じ、それを投資意思決定に
（なんとかして）
活用する道を探りたいと思う。
なおここで、企業の公開・開示する環境関連情報に、２種類のタイプがあることを指摘しておき
たい。これは必ずしも理論的分類ではないが、それにもかかわらず、現在の状況では非常に重要な
分類である。その１つは、
「環境ビジネスに関する情報」の提供である。そして、第２は、企業の「環
境ディシプリンに関する情報」
の提供である。
証券業界などで広く言われていることだが、電気自動車やグリーンバッテリーなど、前者の環境ビ
ジネスに関するデータは、グリーン・ニューディールなどに見られるように、比較的に企業の短期的・
中期的収益性向上に役立つものであり、その意味で、財務的データに直接的に反映する。極端な
話をすれば、有価証券報告書や決算短信などに掲載される財務的データだけを見ても、グリーンビ
ジネスによる企業の収益性判断をすることは可能なのである。したがって、環境ビジネスは、ある
意味、取り立てて「環境」
を言わないで、一般のビジネスと混合していてもかまわないことになる。現
在非常に取りあげられることの多い環境ビジネスとは、そういう性質のものである。つまり、環境ビ
ジネスは、所詮は、ビジネスなのである。
それにたいして、環境ディシプリンは、企業の製造プロセスにおけるＣＯ２排出や大気汚染物質
排出を減少させるような行為をいう。この場合、環境ビジネスとは違い、企業の短期的・中期的収
益性向上に直ちに役立つことは少ない。むしろ、
（長期的な観点からプラスでも）収益性の観点から
は短期的にはマイナスになることも多い。そこで、環境ディシプリンにかんする情報は、企業の自主
性に任せると、一般的にはなかなか開示されない傾向が強い。企業の正統性（レジティマシー）の観
点からも、短期的収益性に貢献しない、企業にとっての不利情報をあえて開示するモチベーションは、
現状では残念ながら低いのである。
しかしながら、環境ディシプリンを順守して、日々、地道に環境負荷低減に努力する企業は、長
期的観点からは、収益性の観点から見ても、非常に好ましい企業である場合が多い。ここで１つの
例を挙げると、法的限度値ギリギリの大気汚染物質排出量のＡ企業と、自主的努力により法的限度
値とは相当のアローワンスのある、低い程度の大気汚染物質排出しか計測されないＢ企業があると
する。ある時点で政策的ないしは法的輩出限度値が引き下げられた場合、Ａ企業はＢ企業に比較し
てはるかに深刻なダメ―ジを受けることであろう。つまり、Ａ企業はＢ企業に比較して、
（潜在的）環
境リスクが大きいのである。環境リスクはいずれは財務的リスクに転嫁するので、一般には「Ｂ企業
の企業価値はＡ企業に比較して大きい」
ということが言える。
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それを簡単にコーポレートファイナンスの公式
（たとえば、定率成長理論）から論ずると、企業価値
（理論株価×発行済株式総数）
は、利益
（配当金）
を
（期待収益率―企業成長率）で除したものである
から、環境リスク（財務的リスク）の増大は期待収益率（無リスク債権の期待収益率＋リスクプレミア
ム）
を押し上げ、企業価値を低下させるのである。
したがって、ファイナンスの観点からも、企業の環境ディシプリンにかんする情報提供は、非常に
大きな意義をもつものである。にもかかわらず、環境ディシプリン情報は、非常に不十分な形でしか
環境報告書などでは開示されていない。そして、それがために、環境報告書などで開示される環境
（ディシプリン）情報は、ほとんど株価に有意に反映されていないのである。この事実は強調しても
強調しすぎることはない。
以上のような考慮から、本論では主に、環境（ディシプリン）情報の開示に焦点を絞り、それにも
とづく「エコ指標」
をいかに投資家の現実の意思決定に利用することができるかを、その問題点や限
界とともに、具体的に論じたいと思う。
２．先行研究と「エコ指標」の関係
最近１０年ほどを振り返れば、環境負荷情報と資本市場にかんして、これまで数多くの研究がな
されてきた。基本的に、これらの研究は2つのグループに大別することができよう。第1は、SRIや
エコファンドといった、企業の社会的・環境的側面に配慮した「投資動向」に関連するもの（たとえば、
水口・國部・柴田・後藤（1998）、水口（2005）、谷本（2007）などを参照）、第2は、第1の研究にお
ける投資家のための環境負荷情報の
「必要性」を提唱する研究である
（たとえば、河口
（1999）、水口
（2002）
などを参照）
。
企業の社会的・環境的側面に配慮した投資家については、上記の第1のグループにおいて、すで
に10年以上も前からその存在が指摘されており、また、同時期から投資家のための環境情報の必
要性も、上記第2のグループにおいて提唱されてきた。しかし、従来は企業の環境情報にかんする
開示が実際には今日ほど充実しておらず、投資家にとって有用な指標を具体的・実証的に議論する
ことは技術的に難しい状況にあった。
現在、わが国において、環境報告書を公表する実務が定着しつつあり、そこでの定量情報の開
示が格段に拡充されつつある。本研究は、本領域におけるこれまでの研究が指摘・提唱してきた内
容を、今日利用可能なデータにもとづいて、できるかぎり具体的な形で実践し、投資家のための「エ
コ指標」
の開発の可能性を探るものである。
３．「エコ指標」開発にあたっての方法
（１）
対象企業－日経225社
対象企業を決定する際に考慮した点はつぎの2点である。第1に、業界ごとの特性を把握できるよ
うに、多様な業種を網羅できること。第2に、作業の実行可能性を確保するために、限定された企
業数のポートフォリオであること。以上の条件から、日経平均株価の算定に組みいれられている225
社を把握の対象とすることにした1。
1）
2007年12月時点の日経225社を把握対象にしている。
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（２）
データソース－環境報告書
投資家の意思決定に役だてるという最終的な目標と照らし合わせたとき、一般に開示されている
データソースを使用することが重要であると考えられる。この点を考慮して候補としてあがったデー
タソースは、
（１）温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度、
（２）PRTR制度ならびに（３）環境報
告書であった。図表１では、この3つのデータソースの特徴をまとめている。
情報の信頼性や権威の側面からは、
（１）環境省と経済産業省が管轄している温室効果ガス排出
量算定・報告・公表制度や（２）PRTR制度が、自主的開示である（３）環境報告書よりも優れてい
ると思われる。一方で、開示物質の多さについては、
（３）環境報告書が優れている。ところで、財
務分析の領域では、投資意思決定への役だちを考えるとき、単体財務諸表よりも、連結財務諸表
が優れていることが知られている。それを前提に、図表１をみると、バウンダリの考え方として、企
業グループを採用している（３）
環境報告書が「エコ指標」の開発にとって優れているように思われる。
以上の検討から、本調査では、環境報告書をデータソースとして使用することにした。

図表１

エコ指標作成のためのデータソース

なお、企業が自発的に作成・開示しているレポートは、
「環境報告書」以外にも、CSR報告書、サ
ステナビリティ・レポート、環境レポートなどと呼ばれることもある。名称は問わず、企業が自主的
に作成・開示した報告書で、その中に環境負荷にかんするデータが含まれていた場合には、当該
データを調査の対象として使用した。
また、企業によっては紙媒体での報告書を作成せず、Webでの開示のみを行っている場合もある。
Web開示も、一般に公表されているという意味では、紙媒体での報告書と同一であるので、Webで
開示されている情報も環境負荷の把握にあたって利用した。一部の企業については、企業全体で
はなく、事業所ごとにサイトレポートを通じて環境負荷情報を公表している。これらの企業について
はサイトレポートの数値を積みあげ計算している。
なお、文中では、利用した情報の媒体を一貫して「環境報告書」として示した2。企業へのインタ
ビューなど、個別的な調査によってのみ入手可能な
（非開示）情報は一切使用していない。

2）
日経225に組み入れられた企業が純粋持株会社である場合には、その子会社の環境報告書を適宜、使用している。
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（３）環境負荷統合のための手法－JEPIX
企業が発生させる環境負荷を統合的に把握するために、本調査ではJEPIXを使用した。JEPIX
を使用することにより、計算技術的に以下のことが可能になる3 。JEPIXにおいては、環境負荷を引
きおこす物質として、温室効果ガス
（6 ガス）、PRTR物質、NOx、SOx、COD、BOD、窒素、リン
ならびに埋立廃棄物が把握の対象となる。これらの物質の排出量は通常、物理的単位（トンやキロ
グラム）
で把握される
（物理的単位で把握された物質のデータを、インベントリデータとよぶ）。
ところが、それぞれの物質1トンあたりが引きおこす環境負荷の大きさが異なるため、インベント
リデータの数値をそのまま足しあわせることはできない。そこで、インベントリデータを、JEPIXを
用いて、環境負荷の大きさに応じて重みづけする。その換算の結果として、温暖化、有害物質、大
気汚染、水質汚染ならびに埋立廃棄物の5つのカテゴリで環境負荷が把握される。
これらの5つのカテゴリの環境負荷はすべて、EIP
（environmental impact points: 環境負荷単位）
で統 一 的に把 握されるので、5つ
の異なった種類の環境負荷を足し
あわせることが可能になる
（図表２
参照）

Σ Ai
図表２

JEPIXの計算技術的特性

４．環境負荷の単年度集計とそこで明らかにされた問題点
（1）日経225社環境負荷ランキング
上記に示した方法論にもとづき日経225社の環境負荷を把握し、図表3のような日経225社にかん
する環境負荷ランキングを中間成果として作成した。本表においては、環境負荷のカテゴリとして、
「温暖化」
、
「有害物質」
、
「大気汚染」
、
「水質汚染」および「埋立廃棄物」が設定されている。各カ
テゴリにおける環境負荷ポイント（EIP）を合計したものが、
「総環境負荷」である。本ランキングは、
「総環境負荷」
の数値が大きく算定された順に、225社を上から並べたものである。
また、各カテゴリには「割合」として、その環境負荷ポイントが、当該企業の「総環境負荷」に占め
る割合が示されている。この「割合」の数値が高い順に、セルが濃く塗りつぶされており、当該企業
において重要な環境負荷のカテゴリが視覚的に分かるようになっている4。

3）
JEPIXの計算構造の詳細については、宮崎（2008）
ならびに魚住（2005）
などを参照されたい。
4）
例えば、ランク1位の商船三井においては、「大気汚染」、「温暖化」、「埋立廃棄物」
ならびに「有害物質」
と「水質汚染」の順に環境負荷の
数値が大きいので、その順番で各セルが濃い色から薄い色で塗りつぶされている。（すなわち、「大気汚染」がもっとも濃く、「有害物質」
と「水
質汚染」がもっとも薄く。
）
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図表３

日経225社環境負荷ランキング
（1 ～ 70位）
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（２）
バウンダリ問題
上記の環境負荷ランキング作成過程において、環境報告書におけるバウンダリ（集計範囲）にかか
わる問題点が明らかになった。環境報告書における環境情報の開示は、あくまで自発的な開示であ
り、そのバウンダリが企業間で明確に統一化されているわけではない。
そこで、自発的・良心的にバウンダリを広げて環境負荷を公表すればするほど、その結果として
環境負荷の数値が大きくなってしまう負の相関関係が存在する。したがって、図表３として示した環
境負荷ランキングは、各企業の環境負荷の概要は示すものの、一致したバウンダリにもとづいて計
算された数値ではないので、企業間で厳密に比較することはできない。
情報の利用者である第三者が、公表された数値を加工し、計算の前提であるバウンダリを一致
させることは技術的に困難である。その理由は、バウンダリが複数の方向に広がりをもち（図表４）、
各社が異なった視点から環境負荷を整理・開示している点にある。
第1には、親会社、国内子会社ならびに海外子会社といったコーポレート・バウンダリの広がりが
あり、化学業界や繊維業界では、この視点から環境負荷を整理している例がみられる。第2には、
部品製造、組立製造、物流、消費者といったプロセス・バウンダリの広がりも存在し、電気機器業
界を中心に、この視点から環境負荷を整理している例が散見される。第3には、事業のドメインを
軸にした、ドメイン・バウンダリの広がりがあり、たとえばセメント業界で、この視点から環境負荷
を整理している例がある。

図表４

バウンダリの3方向への広がり
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５.

環境負荷の経年・バウンダリ別による集計

環境報告書に開示されている環境負荷は、各企業によってそのバウンダリが異なっているため、
それらの数値を単純に企業間で比較することは難しい。この問題点を解決するために、第２次調査
では、大きく2つの改善点を施した。図表５は、第２次調査に使用したデータ収集のためのフォー
マットと、それに基づいて収集されたリコーのデータの例である。この図表にもとづいて、第２次調
査で施した改善点を説明していく。

図表５

経年・バウンダリ別による集計のためのフォーマット

第1の改善点は、各企業の環境負荷について、2年間の経年比較を前提にデータを収集した点で
ある。図表５でいうと、
「温暖化」、
「大気汚染」、
「有害物質」、
「水質汚染」ならびに「埋立廃棄物」
の5つのカテゴリのもとに、それぞれ「2007」と「2008」が記されている。この欄には、リコーの『環
境経営報告書2007』と『環境経営報告書2008』から拾いだされたインベントリデータにもとづいて、
JEPIXで換算した環境負荷数値がカテゴリごとに表 示されている。このとき、2007と2008のデー
タのバウンダリが一致するように必要に応じてデータを加工している。なお、データが入手不可能で
あった箇所は
「－」
と示してある。
第2の改善点は、各企業の環境負荷を、4つのバウンダリに分類して収集した点である。環境報
告書においては、本業となる事業から生じる環境負荷とは別立てで、物流、オフィスならびに消費
者から生じる環境負荷が開示される傾向がある。そこで、環境負荷のバウンダリのカテゴリとして、
「事業」
、
「付随オフィス」、
「付随物流」5ならびに「消費者」の4つを設定し、環境負荷が環境報告書
においてバウンダリ別に開示されている場合には、設定したカテゴリに合致するようにデータ収集を
実施した
（なお、中間報告の際と同様、該当バウンダリの該当年度における環境負荷のうち、もっと
も大きな割合を占める環境負荷のセルから順に濃く塗りつぶしている）。

・

・

・

・

5）
「付随物流」と
「付随オフィス」
と表記している理由は以下である。航空業、海運業、陸運業においては、物流活動が主たる事業活動である
ので、そこから生じる環境負荷は（「付随物流」ではなく）「事業」において把握している。また、多くのサービス業では、オフィス活動が環境負
荷を発生させる主たる企業活動となる。この活動から生じる環境負荷も（「付随オフィス」ではなく）「事業」において把握されている。あくまで本
業に付随する場合の物流とオフィス活動を把握するカテゴリであるため、「付随物流」
と「付随オフィス」
と表記している。
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図表６

区別される4つのバウンダリ

「事業」には、該当する企業の本業から生じる環境負荷が把握されており、リコーを例にすると、
プリンター等の製品の部品製造や組立製造にかかわる環境負荷が「事業」に表示されている。
「付
随オフィス」には、本業に付随するオフィス活動が把握され、リコーの場合には販売拠点の電力消
費や車両利用などに伴う環境負荷が表示されている。
「付随物流」においては、本業に付随する輸
送活動から生じる環境負荷が把握される。ガソリン消費から生じる環境負荷が主たる要素となる。
「消費者」においては、製品の使用において生じる環境負荷が把握され、リコーのケースでは、プ
リンターの使用時に生じる環境負荷がこれに該当する。バウンダリごとに、企業の環境負荷の増減
が経年で比較できるように、データを収集している。なお、環境報告書において、バウンダリ別に
環境負荷が開示されていない場合には、開示されている環境負荷のすべてを「事業」に含めている。
以下では、バウンダリを区別したことから得られた知見、経年比較への注目によって得られた知見
の順に説明していく。
（１）
バウンダリの区別から得られた知見－
「付随的な環境負荷」の相対的重要性
オフィス、物流ならびに消費者といった、付随的な活動から生じる環境負荷が、主たる事業から
発生する環境 負荷にたいし、およそどれだけの相対的重要性をもつのか、第二次作業において
収集したデータ基礎にして算定した。図表７から図表９においては、
「付随オフィス」、
「付随物流」
ならびに
「消費者」
から生じた環境負荷が、
「事業」
環境負荷に対して占める割合をそれぞれ算定した。
3つの図表を解釈するにあたっての注意点を記す。いずれの3つの図表においても、付随的な活動か
ら生じた環境負荷が「事業」環境負荷に対して占める割合が高い企業から順に上から配置している。
ただし、このとき、企業間の比較を行うことを目的に、これらの図表を作成したわけではない（企業
間のバウンダリの相違は解消されていないので、厳密な企業間比較可能性は存在しない）。3つの図
表を示した意図は、
「事業」
環境負荷に対して、付随的な環境負荷がもちうる相対的重要性を概観す
ることにある。なお、これらの3つの図表に掲載された企業は、環境負荷をバウンダリ別に公表して
いる企業のみとなる。
さて、図表７は、
「付随オフィス」環境負荷が「事業」環境負荷に占める割合を示している。最上方
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に配置されているリコーについては、
「付随オフィス」には販売店で使用する車両からの環境負荷が
合算されて開示されていることが一因となり、高い割合となっている。それ以外の企業については、
日産自動車の11％を除き5%未満の数値が算定されている。図表８は、
「物流」環境負荷が「事業」環
境負荷に占める割合を示している。最上方に配置された三菱商事は380.68%と、他企業に比べ格段
に割合が高い。その理由の1つは、同社の「事業」に含まれる環境負荷が、オフィス業務から生じた
環境負荷に限定されていることにある。その他には、50%を超える企業（いずれも製造業）が4つ存
在している。図表９は、
「消費者」環境負荷が「事業」環境負荷に占める割合を示す。消費者段階で
生じる環境負荷の計算については、企業間で共通の基準が設定されているわけではないので、企
業間の数値に厳密な比較可能性は担保されていない。しかし日産自動車の5,654%をはじめ、
「消費
者」環境負荷が、
「事業」環境負荷を容易に上回る可能性をもっていることが定量的に示されている。
3つの図表の解釈を総合すると、付随的な環境負荷が、
「事業」環境負荷にたいして占めうる割合の
大きさは一般的には、
「付随オフィス」
＜
「付随物流」＜
「消費者」の順と言えそうな結果となった。

図表７ 「事業」環境負荷に占める
「付随オフィス」環境負荷の割合の高い10社

図表８ 「事業」環境負荷に占める
「付随物流」環境負荷の割合の高い10社
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図表９ 「事業」環境負荷に占める
「消費者」環境負荷の割合の高い10社

（２）
経年変化への注目から得られた知見
つぎに、同一企業の経年変化に注目し、2007年から2008年にかけての総環境負荷の増減率を算
定した。図表９では、もっとも大きく減少した企業から順に、図表12ではもっとも大きく増加した企
業から順に上から掲載している6 。さて、2つの図表は企業の総環境負荷は1年間で半分近くに減少
することもあれば、2倍以上に増大することもあることを示している。ある企業は著しく環境負荷が
減少し、ある企業は著しく環境負荷が増加している情報を目にしたとき、情報利用者は、その情報
をどのように解釈すればよいのであろうか。この問題意識を念頭に、以下に若干の考察を行なう。

図表1０

総環境負荷減少率ランキング
（上位10社）

図表1１

総環境負荷増加率ランキング
（上位10社）

6）
いずれも、環境負荷の対象となっているバウンダリは「事業」である。
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①環境負荷のカテゴリごとの経年比較
第２次調査で収集したデータについて、温暖化、大気汚染、有害物質、水質汚染ならびに埋立
廃棄物の5つのカテゴリにおける環境負荷の増減率を個別に算定し、増減率の分布についてカテゴ
リごとの特性がみられるかを調査した。すでに第一次調査の段階で、業種ごとに重要な環境負荷の
カテゴリが異なることが明らかとなっている。したがって、環境負荷のカテゴリごとの増減率の特性
が明らかになれば、業種ごとの総環境負荷の増減率の特性もある程度明らかにされるものと考えた。
図表1２には、各カテゴリにおける増減率の分布の詳細が示されている。有害物質と埋立廃棄物
は、他のカテゴリに比べて、増減しやすい特性をもっていることが分かる。同様のことを、図表1３
に示された記述統計量の分散の値も示唆している。有害物質による環境負荷が増減しやすい性質
をもつのは、有害性の高い物質はその重み付け係数も高くなっているため、当該物質の排出量に少
量の変動があった場合でも、そのインパクトが大きくなることによる。埋立廃棄物による環境負荷
に関しては、業種ごとに、廃棄物の内容が異なるため、いちがいに変動の理由を説明することはで
きない。
さて、有害物質と埋立廃棄物による環境負荷が増減しやすいという知識を前提に、再度、図表
1０と図表1１を見る。すると、有害廃棄物と埋立廃棄物以外のカテゴリの変動は、相対的に大きな
意味をもっていることを前提にデータを解釈することができる。投資家の視点からみれば、有害廃
棄物や埋立廃棄物のカテゴリの変動については、他のカテゴリの変動よりも重要性が低いものとし
て認識し、投資意思決定に役立てていくべきと考えられる。

図表1２

各カテゴリにおける増減率の算定結果

図表1３

記述統計量
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６．まとめ
本稿においては、
「現時点では、企業の環境負荷情報を反映した、投資家の意思決定のための
指標が存在しない」
ということを問題意識にしながら、本章では投資家の意思決定に役立つ「エコ指
標」の開発の可能性を探った。具体的には、日経225社に属する企業が公表する環境報告書を収集
し、そこで公表されている環境負荷の数値を、JEPIXを使用して定量評価した。
本研究で実施した調査で得られた知見をまとめると、2007のデータを収集した第１次調査におい
ては、第1に環境負荷データの企業間比較においてバウンダリの相違が問題となること、第2に業種
ごとに重要となる環境負荷が異なることを明らかにした。この調査の結果を受けて、第２次調査に
おいては、4つのバウンダリの区別を導入したうえで、2007と2008の経 年比較が可能になるように
データを収集した。
その結果、第1に、付随的な環境負荷が、
「事業」
環境負荷にたいして占めうる割合はおおよそ
「付
随オフィス」
＜
「付随物流」
＜
「消費者」
であること、第2に、有害物質と埋立廃棄物の環境負荷数値は、
その他のカテゴリに比較して変動しやすい性質があることが明らかとなった。
第2の点は、有害物質と埋立廃棄物が総環境負荷の中で大きな割合を占める業種、たとえば医
薬品業界や建設業界の総環境負荷は変動しやすいことも示唆している。
最後に、企業の環境ディシプリン遵守を測定するために有用な、投資家の意思決定に役立つ「エ
コ指標」
の開発に向けて、今後、つぎの2点がとりわけ重要になるものと考える。
第1は、
「環境負荷数値を解釈する方法の構築」である。財務分析の領域では、分析に使用する
財務比率や、それらについて業界ごとの正常値などについて知見が存在し、膨大な量の財務情報の
理解を助けている。これを環境情報に敷衍すれば、現在、徐々に蓄積されつつある企業の環境負荷
の定量的情報について、今後は、それを分析・理解するための方法や手法が希求されるはずである。
第2に、
「企業の環境負荷情報にかんするデータベースの構築」である。再び財務情報の領域に目
を転じると、そこでは膨大な量の情報が電子データ形式で利用可能であり、これが財務情報の有
用性を検証する実証研究を可能にしている。今後、
「エコ指標」の開発・普及にあたっては、企業の
環境負荷情報にかんする包括的なデータベースの構築、さらには、そのデータベースに依拠し、株
価との関連からの
「エコ指標」の有用性の検証が必要になってくるものと考える。
環境パフォーマンスデータの企業の環境ディシプリン評価への応用は、まだ、始まったばかりであ
る。今後、株価との関連ではエコ指標がますます重要となると思われるが、エコ指標を作り込むた
めの開示データの現実的充実とともに、エコ指標を基礎づける理論の整備が急がれる。企業の環
境負荷がステイクホールダーに正しく理解され、さまざまな目的に応用できるようにされるために、こ
の方面の多面的研究が発展することを強く期待する次第である。
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