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国内製造業の環境技術特許と
財務パフォーマンスの因果関係性分析

藤井　秀道＊，†・八木　迪幸＊・馬奈木俊介＊・金子　慎治＊＊

摘　　　要

　本分析では国内製造業を対象に，環境技術特許の取得数と財務パフォーマンスの因果
関係性を企業レベルのデータを用いて明らかにする。環境技術は（1）汚染防止技術，（2）
エネルギー技術，（3）製品開発に関する技術の三つに分類し，特許取得数には引用数で重
み付けを行い使用した。分析対象期間は 1965 年から 1997 年の 33 年間であり，分析には
ポアソン回帰分析を適用する。分析結果より経済パフォーマンスと汚染対策技術及び製品
に関する環境技術特許取得数との間に正の関係性が観測されたことから，業績が好調で研
究開発資金に余裕がある企業が環境技術特許の開発を積極的に行っていると言える。企業
規模は環境技術開発と強い因果関係性を持ち，大規模企業の高い研究開発能力は汚染防止
技術，エネルギー技術，製品開発技術のすべての分類において，特許取得数を増やす関係
性が明らかとなった。企業の外部要因が与える影響として，環境規制の強化は汚染対策技
術開発を促進させるが，エネルギー技術開発には影響を与えず，製品開発技術にはタイム
ラグを経て負の影響を与えることが明らかとなった。一方で，石油価格の上昇は汚染対策
技術，エネルギー技術，製品開発のすべてにおいて研究開発を促す影響が確認された。
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1．は じ め に

　新たな環境保全技術（以下，環境技術）の開発
は，企業の汚染対策をより容易で安価なものにする
ために必要不可欠である。とりわけ，原材料の加工
によって成り立つ製造業は，環境技術によって汚染
対策を実施できるとともに，無駄の少ない運営に
よって経済的効果も期待できる。環境技術は，我が
国の方針の一つとして開発が促進されている。文部
科学省が制定した「第二期科学技術基本計画（2001
－ 2005 年）」では，環境技術の開発は，国家的・社
会的課題に対応した研究開発の中でも特に重点分
野の一つであると定義されていた。さらに，続く
「第三期科学技術基本計画（2006 － 2011 年）」にお
いても，環境技術は引き続き重点推進分野として
位置づけられており，研究開発の促進が期待され
る。企業の環境技術特許に着目した動きは，近年国
際的にも拡大している。2008 年には，環境負荷削

減に貢献する特許を無償で開放し，相互利用が可能
な枠組みをつくるために，世界経済人会議（World 
business Council for Sustainable Development: 
WBCSD）が世界中の企業に呼び掛けを行った。こ
の取り組みは，エコパテントコモンズと呼ばれ，企
業間の利害関係を超えて，環境技術特許を共用する
ことで，途上国企業や中小企業も含めた広範囲にお
ける環境負荷削減を目指している。2010年 9月現在，
12 の企業がエコパテントコモンズに参加しており，
102 の環境技術特許が開放されている。
　ここで，環境技術とは，一般に次の三つに分類で
きる。一つは，工業廃水や排ガス，廃棄物処理を目
的とする汚染防止技術であり，二つ目にはエネル
ギー効率の改善を目的とした省エネ技術である。こ
れら技術は，製造業企業の生産過程から排出される
汚染物質や消費されるエネルギー資源を低減する
技術である。三つ目は，製品が使用される段階にお
いて，消費者の使用過程から排出される環境負荷を
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軽減する技術を指す。経済学的視点に立てば，汚染
対策技術の研究開発は非生産部門への追加コスト
および投資であり，直接収益に結びつかない。よっ
て，企業の利潤最大化行動のもとでは非生産部門に
おける費用は最小化されるため，一つ目の汚染防止
技術に対する開発インセンティブは低い。一方で，
二つ目の省エネルギー技術による製造方法は，製造
過程でのコスト削減に貢献するため，技術開発のイ
ンセンティブは高いと考えられる。また，三つ目の
製品設計に関する技術においても，製品の市場競争
力に直接的に寄与する技術であるため，企業が開発
を進めるインセンティブは高いと言える。
　このように，企業が環境技術特許の開発に対する
インセンティブは，特許の種類によって様々であ
り，その要因は法令規制やステークホルダーの影響
など多次元に及ぶ。従って，企業への環境技術特許
を促進させるためのインセンティブを高める政策
を実現するためには，どのような要因が企業の特許
開発の意思決定に反映されているのかを明らかに
する必要がある。

2．先行研究と目的

　環境技術特許開発の決定要因に関する研究は国
外，特に米国や欧州の製造業を中心に行われてき
た。米国製造業を分析対象とした研究では，環境
技術特許取得数と汚染対策費用，政府のモニタリ
ング回数との因果関係性を分析した Brunnermeier 
and Cohen（2003）1）や，米国の環境規制である
Clean Air Actで規制対象となった化学物質に着目
し，環境技術特許数と化学物質排出量の関連性を
分析した Carri-Flores and Innes（2010）2）が挙げ
られる。また，欧州を対象とした研究では，ドイ
ツを対象とした研究が盛んであり，多くの論文が
発表されている（Rennings et al, 20063）； Wagner, 
20074）；Rehfeld et al., 20075）； Frondel et al., 20086），
Horbach, 20087）； Ziegler and Nogareda, 20098）； 
Kammerer, 20099））。これらの先行研究に基づけば，
企業の環境技術特許の決定要因は次の 4つに大きく
分類することが出来る。
　一つ目は，企業の財務パフォーマンスである。特
許の発明には長期間における研究開発費が必要で
あり，実験などを行う場合には非生産部門への設備
投資が必要となる。従って，企業の財務諸表が悪化
している場合には，研究開発に多額の予算を割り振
ることが難しいため，企業の財務パフォーマンスは
特許開発の決定要因の一つであると言える。
　二つ目は，企業の研究開発能力であり，一般には
研究開発に携わる研究者数で表される。経営学で用

いられる Resource based viewに基づけば，企業の
知的財産や研究開発能力は企業規模とともに拡充
されるため，中小規模企業に比べて大規模企業のほ
うが，より高い研究開発の経営資源を有する10）。（金
原・金子，2005）従って，企業規模は特許開発にお
ける研究能力の代理指標として解釈可能であり，環
境技術特許の決定要因の一つであると考える。
　三つ目の要因は，環境関連の法令規制であり，四
つ目は市場の要請やイベントである。前者は，大気
汚染防止法や水質汚濁法など，企業から排出される
環境汚染に対する規制であり，企業は規制を遵守す
るために環境保全の取り組みを行う必要がある。そ
の場合に，末端処理的な環境保全の取り組みは，非
生産部門における追加的費用であり，企業の財務効
率を圧迫するため，企業はより安価に規制へ対処で
きるよう新たな環境技術の開発を開始すると考え
る。後者は，石油ショックなどの資源価格の高騰
や，京都議定書などの国際的な環境保全を目指した
枠組みが挙げられる。こうしたイベントが発生する
と，企業はエネルギーコスト上昇の抑制や，温室効
果ガス排出削減に向けた新たな技術開発を進める。
　前述したように，これまでに多くの環境技術特許
に関する研究が進められてきたが，その多くが欧
米を事例とした研究であり，国内製造業を対象と
した環境技術特許の決定要因分析には，有村・杉
野（2008）11）や八木・馬奈木（2008）12）が挙げられ
るが，広範囲の業種を対象とした企業レベルでの分
析は行われていない。加えて，先行研究では環境技
術特許を分類せずに，汚染対策技術やエネルギー技
術など，特性が異なる特許を同等に扱って分析が行
われてきた。その一方で，特許技術を複数に分類し，
包括的に特許取得に関する決定要因の分析を行っ
た研究は行われてこなかった。しかしながら，汚染
対策技術やエネルギー技術では特許取得のインセ
ンティブが異なっているため，企業が研究開発を行
う意思決定メカニズムも異なると考えられる。こう
した状況を踏まえて，本研究では国内製造業を対象
に，環境技術特許を，（1）汚染対策技術，（2）エネ
ルギー技術，（3）製品設計に関する技術の三つに分
類し，より包括的な環境技術特許取得数の決定要因
を明らかにすることを目的とする。決定要因につい
ては，企業の財務パフォーマンスと企業規模，関連
する法令及びイベントに着目して分析を行う。

3．分析方法とデータ

　本研究では，被説明変数に用いる環境技術特許取
得数のデータが正の整数であり，加えて 0となるサ
ンプルが多数含まれていることから，因果関係性の
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分析にポアソン回帰分析を採用した。分析モデル
では，標準誤差に頑健性を持たせるためWhiteの
修正済み標準誤差による推計を行った。使用する企
業の特許取得数データは財団法人知的財産研究所
（IIP）が公開している IIP patent databaseより作成
した。特許取得数データは，特許庁の特許審査を通
過した特許のみを対象としており，特許取得数デー
タの年度は，特許申請時の年度を利用している。企
業の財務データは日経メディアマーケティング社
の NEEDSデータベースより取得した。分析サンプ
ルの多くは一部上場企業であり，分析対象期間は
1965 年から 1997 年の 33 年間である。本研究では
被説明変数として，環境技術特許を引用数で重み付
けを行った企業別の環境技術特許取得数を使用す
る 1。環境技術特許の選定については表 1の通りで
あり，OECD13）で定められている環境技術の分類方
法を適用する。
　この分類方法を参照することで環境技術特許を
（1）汚染対策技術特許（Pollution），(2)エネルギー
技術特許（Energy），（3）商品開発に関する特許
（Product）の三つに分類し，分析を行った 2。
　説明変数には企業規模のコントロール変数とし
て従業員数（EMP），財務パフォーマンスを表す変
数として総資本利益率（ROA），さらに各企業の業
種特性をコントロールするために業種ダミーを用
いる。業種ダミーは日本標準産業分類に基づき，17
業種に分類してダミー変数を設定した。環境技術
特許取得の意思決定に関する外部要因として本研
究では石油の国際価格（Oil price）と環境規制を
用いる。石油の国際価格は International Finance 
Statisticsより取得した。この石油価格データを円
ドル為替レートにより日本円に変換し，消費者物価
指数で基準化した。加えて，環境規制については規
制の強度を反映するために，Hamamoto（2006）16）

を参照に，主要産業の設備投資計画各年版より，公
害防止設備投資額（Pollution abatement capital 
expenditure: PACE）3 を企業物価指数で基準化した

値を，環境規制の強度の代理変数として適用した。
分析対象企業数は 523 社であるが，企業によっては
データが取得できない期間が生じるため，本分析で
は不完全パネルデータによる分析を行う。また，一
般に研究開発に着手してから特許を発明するまで
にはタイムラグが発生するため，本研究では被説明
変数である特許取得数に対して 0年間から 3年間の
タイムラグを考慮したモデルをそれぞれ適用した。
　分析に使用したデータセットの基本統計量を表 2
に記す。分析対象年度を四つの期間に分け，期間内
の平均値と標準偏差を記載する。表 2より，従業員
数と ROAは年々低下しているのが分かる。これは，
技術進歩により製造工程が労働集約型から資本集
約型にシフトしたためである。加えて 1990 年代初
頭のバブル崩壊により 1989 年から 1997 年の ROA
は低い値をとっている。石油価格は 1973 年と 1979
年の二度のオイルショックによって急上昇してい
ることが分かる。公害防止設備投資額は 1973 年か
ら 1980 年の期間で大幅に上昇しているが，これ
は 1970 年代の SOxの総量規制や NOxの排出規制，
BOD及び COD，水銀等重金属類の排出規制が強
化されたことにより，企業が汚染対策設備を導入し
たためである。汚染対策技術特許数は公害防止設備
投資額と類似した傾向を見せており，エネルギー技
術特許数は石油価格の上昇とともに増加傾向にあ
る。商品開発に関する特許数は，時間とともに増加
傾向にあることが分かる。
　ここで，環境技術特許は，環境関連の研究開発投
資の成果として得られるものであり，その決定要因
を厳密に分析するためには，「財務状況⇒研究開発
投資⇒研究成果⇒特許申請」というパスを詳細に吟
味する必要がある。しかしながら，企業レベルデー
タでは，環境技術特許の開発を目的とした研究開発
投資や設備投資額のデータを取得することは困難
であり，加えて研究成果の度合いや，成果を特許と
して申請するかどうかの意思決定については，企業
の重要な情報であることから，入手は不可能であ

表 1　 環境技術特許の分類方法

Pollution Energy Product
air pollution abatement wind power insulation

water pollution abatement solar power heating
solid waste abatement geothermal energy lighting

marine energy vehicle
hydro power

biomass energy
waste-to-energy
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ると考える。こうした状況を踏まえて，本研究では，
環境関連の研究開発投資が大きいほど，より優れた
環境技術の発明につながり，企業は発明された技術
を特許として申請すると仮定した。このように仮定
することで，環境技術特許取得数を環境関連の研究
開発投資の代理変数として解釈することが可能であ
る。

4．分 析 結 果

　分析結果を表 3から表 5に示す。それぞれの表に
は，タイムラグの設定別に四つの分析結果を記載し
た。Pollution（t＋ 1）の列は説明変数と被説明変
数との間に一年間のラグを取ったモデルであり，t
年の説明変数のデータを用いて t＋ 1年の特許取得
数を被説明変数として用いた分析結果であることを
示す。また業種ダミーの結果は表に記載せず，省略
している。特許申請年度と引用数の間に生じるバイ
アスについては，複数の割引率による重み付け特許
データを利用し，感度分析を行った結果，割引率を
設定しない場合と類似した結果が得られたことから，
本研究では特許申請年度と引用数との間に生じるバ
イアスが分析結果に与える影響が軽微であると解釈
した。以下，割引率を仮定しない場合の分析結果に
よる考察を行う。
　表 3は被説明変数に汚染対策技術を用いたポアソ
ン回帰分析による推計結果である。分析結果より，
ROAと従業員数が汚染対策技術特許取得数に対し
て正で有意の関係性が観測された。従って，汚染対
策技術は経済パフォーマンスが高く，規模が大きい
企業ほど取得数が多い傾向にあることが示された。
逆に言えば，直接的に自社の利潤に必ずしも直結し
ない汚染対策技術特許は，従業員規模が小さい企業

や経済パフォーマンスが低い企業では，環境技術以
外の特許開発と比較して研究開発の資金や人材を投
入する優先度が低いため，このような結果が得られ
たと解釈出来る。
　次に，石油価格と設備投資額について考察する。
表 3 より，これら二つの外部要因についても，汚
染対策特許との間に有意で正の関係性が確認された。
従って，石油価格の上昇や環境基準の厳格化は，企
業の汚染対策技術の開発を促進させると言える。こ
こで，一般に特許の発明には複数年の研究開発期間
が必要であるため，タイムラグなしのケースや一年
間のタイムラグを設定したモデルの分析結果で，環
境規制の代理変数である設備投資額が有意に汚染対
策技術の取得に影響を与えることは考えにくい。し
かし，こうした事象は企業による規制の先取りを考
慮することで解釈が可能である。規制の先取りと
は，将来施行される環境規制に対して，自主的に環
境規制の遵守を試みる企業戦略の一つである。規
制の先取りを行うことで，企業は環境規制が施行さ
れるまでの期間に企業全体で問題意識の共有が可能
となり，対応策を研究・開発することでノウハウを
蓄積し，より効果的で安価な対策を講じることが可
能となる。環境規制は施行の数年前に公布されてい
るため，環境基準を満たしていない企業や，法令遵
守のための汚染対策費用が膨大となる企業にとって
は，いかに素早く効果的で安価な汚染対策技術を開
発・導入するかが重要となることから，環境規制の
施行前から汚染対策技術の開発を進めている可能性
が十分に考えられる。また，石油価格と汚染対策技
術の開発との間で有意な正の関係性が得られた点に
ついては，汚染対策の末端処理設備においてもエネ
ルギーを消費することから，石油価格の上昇は，よ

表 2　分析対象データセットの記述統計

変数 単位
1965 － 1972 1973 － 1980 1981 － 1988 1989 － 1997

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

従業員数 万人 0.487 0.916 0.470 0.917 0.432 0.871 0.431 0.859

総資本利益率（ROA） ％ 0.242 0.144 0.238 0.136 0.234 0.118 0.198 0.097

国際石油価格 千円／バレル 0.235 0.025 0.635 0.259 0.637 0.299 0.238 0.059

公害防止を目的とした
設備投資額 兆円 0.214 0.188 0.606 0.302 0.313 0.059 0.337 0.069

汚染対策技術特許数 引用換算件 0.454 2.704 2.126 8.188 1.810 7.397 2.149 9.860

エネルギー技術特許数 引用換算件 0.185 1.748 0.495 2.735 0.578 3.041 0.516 2.955

商品開発及び製品デザ
インに関する特許数 引用換算件 0.340 2.874 0.486 3.298 0.659 4.000 0.913 4.887
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りエネルギー効率的な汚染対策技術の開発促進に
寄与すると考える。
　次にエネルギー技術特許数の要因について考察
する。表 4より，従業員数が有意に正で効いている
ことから，規模の大きい企業ほどエネルギー技術特
許数を多く取得している傾向にあることが分かる。
これは，大規模製造業企業では製造過程で大量のエ
ネルギーが必要となるため，資源価格の高騰や停電
などの外部要因による操業停止のリスクを低減さ
せる目的で，再生可能エネルギー技術を開発し，自
社内で生成するインセンティブが指摘できる。加え
て，再生可能エネルギーに利用する最先端の技術に
ついては，新たな素材の開発や大規模な実験設備が
必要であることから，莫大な研究費用が必要となる
ため，大規模企業が開発を進めやすい環境にあると
言えよう。
　また，表 4より，特許を申請した年度，翌年及び

翌々年度の経済パフォーマンスがエネルギー技術
特許取得数に対して有意に負の関係性を持ってい
る。この因果関係性の解釈として，分析対象期間に
おける再生可能エネルギーの位置づけを理解する
必要がある。1965 年から 1997 年の期間では，地球
温暖化の懸念が企業に十分に浸透していない時期
であり，再生可能エネルギーについても石油や石炭
などの化石燃料の代替としての利用目的として開
発されていた。加えて，太陽光発電や風力発電は石
炭火力発電所に比べて高コストであり，さらに発電
可能容量や安定供給にも難があったため，実用化に
は長い時間を有するという考えが共通認識であっ
たと考える。こうした時期において，積極的に開発
に着手した企業は高額の研究予算と設備を導入し，
再生可能エネルギー開発を推し進めているため，特
許申請時における財務状況は研究開発費によって
少なからず圧迫されていると言え，こうした理由か

表 4　被説明変数にエネルギー技術特許数を用いた分析結果

Energy（t） Energy（t＋ 1） Energy（t＋ 2） Energy（t＋ 3）
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err Coef. Std. Err Coef. Std. Err

ROA -1.085 0.426＊＊ -1.032 0.448＊＊ -0.807 0.440＊ -0.527 0.437

EMP 0.507 0.015＊＊＊ 0.508 0.015＊＊＊ 0.511 0.015＊＊＊ 0.514 0.015＊＊＊

Oil price 0.784 0.160＊＊＊ 0.799 0.155＊＊＊ 0.839 0.149＊＊＊ 0.691 0.137＊＊＊

PACE 0.157 0.147 0.143 0.148 0.049 0.149 -0.016 0.152

定数 -0.535 0.423 -0.563 0.422 -0.57 0.422 -0.529 0.411

サンプル数 15,876 15,876 15,876 15,876

対数尤度 -16,659 -16,730 -16,681 -16,742

Pseudo R2 0.323 0.325 0.326 0.323

　注　 ＊，＊＊，＊＊＊はそれぞれ 10％， 5％， 1％水準で有意であることを示す。

表 3　被説明変数に汚染対策技術特許数を用いた分析結果

Pollution（t） Pollution（t＋ 1） Pollution（t＋ 2） Pollution（t＋ 3）
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err Coef. Std. Err Coef. Std. Err

ROA 1.057 0.241＊＊＊ 1.319 0.233＊＊＊ 1.664 0.223＊＊＊ 1.885 0.214＊＊＊

EMP 0.525 0.014＊＊＊ 0.53 0.014＊＊＊ 0.535 0.014＊＊＊ 0.537 0.014＊＊＊

Oil price 0.29 0.121＊＊ 0.35 0.113＊＊＊ 0.292 0.111＊＊＊ 0.288 0.107＊＊＊

PACE 0.795 0.111＊＊＊ 0.76 0.114＊＊＊ 0.655 0.119＊＊＊ 0.456 0.126＊＊＊

定数 -1.242 0.265＊＊＊ -1.254 0.263＊＊＊ -1.261 0.264＊＊＊ -1.248 0.263＊＊＊

サンプル数 15,876 15,876 15,876 15,876

対数尤度 -46,112 -45,884 -45,874 -46,070

Pseudo R2 0.348 0.348 0.345 0.323

　注　 ＊，＊＊，＊＊＊はそれぞれ 10％， 5％， 1％水準で有意であることを示す。
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らマイナスの関係性が観測されたと考える。
　もう一つの理由として，エネルギー技術開発に乗
り出した企業は石油価格の上昇が経営業績に大き
く影響するエネルギー集約的産業であると考えら
れる。こうした企業は，石油危機に伴う急速な石油
価格の上昇によって経済パフォーマンスを悪化さ
せている一方で，企業が抱えるリスクの管理を目的
とし，石油依存度を低減させるためにエネルギー技
術の開発を進めたと言えよう。一方で，ROAとエ
ネルギー技術特許取得数との間の負の関係性は，時
間経過とともに弱まっており，三年間のタイムラグ
を設定した分析結果では，有意な関係性は見られな
かった。この分析結果より，特許申請年度の三年前
の経営業績はエネルギー技術特許数に直接的に関
係があるとは言えないことが明らかとなった。
　最後に商品開発及び製品デザインに関する特許
数を被説明変数に用いた分析結果の考察を行う。表
5 より，ROAと従業員がすべてのモデルで統計的
に有意で正の関係性が観測された。従って，高い経
済パフォーマンス及び規模が大きい企業ほど，製品
に関する環境技術特許取得数が多いことが明らか
となった。製品開発に関する特許は，商品の市場競
争力に直結し，企業の利潤に反映されることから，
企業が研究開発を進める優先度は高いと考えられ
る。そうした中で，より研究開発に予算を割り振る
ことが出来る好業績な企業や，知的資源が豊富な大
規模企業では，積極的に製品開発を進める企業戦略
は，競合他社との競争に勝ち抜くための有効な手段
である。こうした背景から，高 ROA企業や大規模
企業では，製品開発に関する特許取得数が多いと考
える。
　興味深い点として，外部要因の二変数が特許申請
年度，翌年度において統計的有意な関係性が観測さ

れていない。加えて，石油価格は年々正の関係性を
強めている一方で，公害防止設備投資額は年々負
の関係性を強めており，三年間のタイムラグをとっ
た分析結果では，両者とも 5%水準で有意な関係性
が観測された。石油価格の上昇は，企業のみならず
消費者にとっても費用負担が増加するため，消費者
はより製品のエネルギー効率性に敏感になると考
える。この消費者及び市場の志向の変化は，企業が
エネルギー効率的な製品を開発するインセンティ
ブを高めることから，正の関係性が得られたと解釈
できる。一方で，三年間のタイムラグを設定した場
合にのみ有意な関係性が得られた理由としては，次
の二点が挙げられる。一点目の理由としては，製品
に関する環境技術特許の開発に使用可能な研究予
算が石油価格の上昇に伴い縮小された点，さらに
は石油依存からの脱却を試みた企業が，エネルギー
技術に研究開発の企業戦略をシフトしたことが影
響していると考えられる。しかしこの予算配分のシ
フトは石油価格が急上昇した場合に短期的にとら
れる措置であることから，その効果は限定的である
と言えよう。二点目の理由として，石油価格の急上
昇に伴う財務指標の圧迫を避けるため，企業はエネ
ルギー価格の変動を見極める必要がある。こうした
場合には，石油価格が落ち着くまでの間は，積極的
な商品設計を目的とした研究開発投資に対して予
算を費やすことが難しい。さらに石油価格の上昇に
よって，消費者や市場の選好がどのように変化して
いるかを調査することが重要であることから，開発
には時間を要する点が挙げられる。
　一方で，公害防止設備投資が製品開発特許取得数
に負の影響を与えている。これは環境規制の強さが
消費者の商品に対する選好に大きな影響を与えな
いことに加えて，環境基準の強化は企業の汚染対策

表 5　被説明変数に商品開発及び製品デザインに関する特許数を用いた分析結果

Product（t） Product（t＋ 1） Product（t＋ 2） Product（t＋ 3）
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err Coef. Std. Err Coef. Std. Err

ROA 1.183 0.480＊＊ 1.392 0.452＊＊＊ 1.538 0.443＊＊＊ 1.716 0.438＊＊＊

EMP 0.504 0.015＊＊＊ 0.505 0.015＊＊＊ 0.503 0.015＊＊＊ 0.501 0.015＊＊＊

Oil price -0.066 0.161 0.003 0.155 0.178 0.142 0.283 0.138＊＊

PACE 0.019 0.136 -0.15 0.141 -0.266 0.152＊ -0.409 0.177＊＊

定数 -0.829 0.440＊ -0.624 0.43 -0.549 0.416 -0.504 0.401

サンプル数 15,876 15,876 15,876 15,876

対数尤度 -17,764 -17,887 -17,964 -18,014

Pseudo R2 0.483 0.484 0.481 0.476

　注　 ＊，＊＊，＊＊＊はそれぞれ 10％， 5％， 1％水準で有意であることを示す。
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設備及び汚染対策技術の開発を促すことから，製品
開発に割ける研究開発予算が小さくなるためであ
る。従って，環境規制の強化は汚染対策技術開発を
促進させるが，エネルギー技術開発には影響を与え
ず，製品開発技術には複数年の時間差で負の影響を
与えることが明らかとなった。一方で，石油価格の
上昇は汚染対策技術とエネルギー技術の両方で，研
究開発を促進させ，さらに製品開発においてもタ
イムラグを経て研究開発を促す影響を与える。最
後に，各分析結果の対数尤度，Pseudo R2 及び説明
変数の有意性の度合いを総合的に評価すると，表 3
は Pollution（t＋ 1），表 4 は Energy（t＋ 2），表
5は Product（t＋ 2）のモデルが，当てはまりが良
いことが明らかとなった。

5．まとめと課題

　本研究の目的は，国内製造業を対象に，企業の財
務パフォーマンスと企業規模，関連する法令及びイ
ベントに着目し，環境技術特許開発の決定要因を明
らかにすることである。推計より得られた結果を要
約すると以下の通りになる。経済パフォーマンスが
高い企業では汚染対策技術特許や製品に関する環
境技術特許取得数が多いことから，業績が好調で研
究開発資金に余裕がある企業が環境技術特許の開
発を積極的に行っていると言える。企業規模は特許
取得数と強い因果関係性を持ち，大規模企業の高い
研究開発能力は汚染防止技術，エネルギー技術，製
品開発技術のすべての分類において，特許取得数を
増やす関係性が明らかとなった。企業外部の要因で
は，環境規制の強化は汚染対策技術開発を促進させ
るが，エネルギー技術開発には影響を与えず，製品
開発技術には複数年の時間差で負の影響を与え，石
油価格の上昇は汚染対策技術とエネルギー技術の
両方で，研究開発を促進させ，さらに製品開発にお
いてもタイムラグを経て研究開発を促す影響を与
えることが判明した。こうした分析結果より，環境
技術特許の決定要因は，特許の分類によって大きく
ことなっていることが確認された。
　また，研究開発投資の蓄積は企業の研究能力資本
として蓄えられ，新たな技術の開発に寄与すると考
えられる。従って，特許開発に取り組んできた経験
年数や研究開発費のストックなどは，環境関連特許
取得数を決定する要因の一つとして考えられる。こ
うした研究開発に関する蓄積を包括的に網羅した
企業別のデータが得られなかったため，本研究では
この点について検証を行うことが出来なかった。こ
うした点は本研究の今後の課題である。
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注

1  特許の重み付けには審査官引用数および特許公
報記載の特許引用数を用いる。重み付け特許取
得数（weighted patent count: WPC）の計算には，
Trajtenberg（1990）14）を参照し，特許 iの被特許
引用数の Ciを用いて，WPCi＝ 1 ＋ Ciで計算を
行った。この重み付けを適用した場合に特許の被
引用回数は古い特許ほど多く引用される傾向が指
摘できるため，本研究では Hall et.al.（2005）15）を
参照に，複数の割引率によってバイアスの影響を
観察した。加えて，本研究では特許登録数を被説
明変数に用いて分析しているが，一般に特許申請
から特許登録までは長い時間を有する。こうした
場合，分析対象期間の最新年に近いほど，申請し
た特許が審査中，もしくは登録手続き中となって
いる可能性が強く，登録特許数が減少するバイア
スが指摘できる。本研究では，こうした問題を考
慮し，分析対象期間内に申請された特許が審査中，
もしくは登録手続き中となるようなものを確認し
た結果，分析対象期間内に申請された特許につい
ては，審査中及び登録手続き中となっている特許
数は僅かであったことから，本研究の分析結果に
与える影響は軽微であると考える。

2  分類した 3種類の特許は，企業の同一のプロジェ
クトを通じて発明される可能性があるが，各特許
データがどのようなプロジェクトによって発案さ
れたかを明らかにすることが困難であることから，
本研究では，汚染対策技術特許，エネルギー技術
特許，商品開発に関する特許は独立して発明され
ると仮定して分析を行う。

3   公害防止設備投資額は（1）大気汚染防止施設，（2）
水質汚濁防止施設，（3）騒音振動防止施設，（4）
産業廃棄物処理施設，（5）公害防止関連施設の 5
つの設備投資額で定義される。全体に占める騒音
振動防止施設の割合は小さいことから，本研究で
用いた公害防止設備投資額は，大気汚染，水質汚
濁，廃棄物処理対策を目的とした設備投資額と解
釈でき，本研究で定める汚染対策技術の分類と整
合している。
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Relationship between Eco-patent and Corporate Financial
Performance in Japanese Manufacturing Sector
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Abstract

　　This study examines the relationship between patent invention for environment 
and corporate financial performance in Japanese manufacturing sector. We separate 
environmental patents groups as follows, (1) Pollution abatement technology, (2) Energy 
technology, (3) Products design and development technology. Dataset covers from 
1965 to 1997 and we apply Poisson regression model. The result implies that economic 
performance have positive effect into the pollution abatement technology and products 
design and development technology. This is because high ROA fi rm can allocate enough 
budget to promote environmentally technology development, which might not contribute 
corporate productivity directly.

Key Words: Eco-patent, manufacturing fi rm, Japan
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