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一般論文 中小企業における環境負荷の把握と環境イノベーションの関係

高 安宋・中野牧子「

摘要

環境負荷低減につながるイノベーションが環境マネジメントシステムの導入によって促

進されることを示す研究が多数存在する。しかし，中小企業は大企業と比べ，環境マネジ

メントシステムの導入が困難であることが多い。中小企業が環境イノベーションを促進す

るにはどうすればよいのか。こうした背景を踏まえ，本研究では中小企業を対象に，自ら

排出する汚染物質の把握（環境負荷の把握）という側面に焦点をあて，環境負荷の把握が

環境イノベーシヨンに影響を与えるかどうかを調べる。さらに，環境マネジメントシステ

ムを導入していない場合における環境負荷把握の効果を調べるために，環境マネジメント

システムを導入している中小企業を除いたサンプルを用いた分析もあわせて実施する。分

析に必要なデータは愛知県内の製造業に属する中小企業を対象に筆者が実施したアンケー

ト調査を用いた。分析の結果，環境負荷を把握している中小企業は，そうでない中小企業

と比べて環境負荷の小さい製品及び生産方法の開発を行っていることが明らかとなった。こ

れは環境マネジメントシステムを導入している中小企業を除いた分析においても同様で、あっ

た。本研究は，たとえ 15014001をはじめとした環境マネジメントシステムを導入してい

ない場合であっても，少なくとも自らの環境負荷を把握し「見える化」を行うことが，環

境イノベーションにつながる可能性を示唆するものである。

キーワード：環境イノベーション 中小企業，環境負荷の把握

1.はじめに

近年，大企業が中小企業も含めた取引先における

環境取り組みにも関心を持つケースが増えている（在

間， 2005)1）。また，中小企業庁（2010)Z）によると，

日本の総エネルギー起源二酸化炭素排出量の 12.6%

が中小企業からの排出であり，日本が今後も厳しい

排出削減を求められる可能性を考えると，大企業だ

けでなく中小企業による取り組みも重要となる。

こうした中，中小企業においても環境に配慮した

製品や生産プロセスを採用することが求められ，こ

れらを開発することが環境負荷の低減に貢献すると

考えられる。中小企業総合研究機構（2009)3）が示す

ように，中小企業の中にも技術力の高い企業が多く

存在していることから，中小企業によって環境負荷

低減に関する重要なイノベーションが生み出される

可能性は十分ある。さらに，そのような中小企業の
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部品が大企業の製品に使用される場合には，中小企

業によるイノベーションは大企業の製品にも影響す

ることになる。こうした理由から，大企業だけでな

く中小企業における環境技術の開発も重要で、あると

考えられる注l。

近年，環境イノベーションと環境マネジメントシ

ステムの関係に関する研究が行なわれてきた。例え

ばRenningset al. (2006)4l, Rehfeld et al. (2007)5l, 

Wagner (2007) 6)(2008) 7l, Horbach (2008) s）におい

ては，環境マネジメントシステムが環境イノベーショ

ンにつながるという結果が得られている。しかしこ

れらの研究は中小企業に固有の問題をとりあげてい

るわけで、はない。また， Theyeland Hofmann (2015) 9l 

とPingetet al. (2015) W）は中小企業を対象に，環境

マネジメントシステムとイノベーションの関係を分

析しプラスの関係を見出している。

とはいえ，中小企業においては資金や人材等の制

名古屋大学環境学研究科，干 4648601愛知県名古屋市千種区不老町
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約により，環境マネジメントシステムを導入する企

業は大企業と比べると少ない注2。また，環境マネジ

メントシステムの認証取得においては，環境マネジ

メントシステムの運用の手順を文書化して管理する

といったフォーマルな対応が求められる。しかし

フォーマルな運用が中小企業にそぐわないことが，導

入が進まない一因であるという指摘がある（Lefebvre

et al., 2001) 11＞。その一方で＼環境マネジメントシス

テムの導入にまでは至らなくとも，自ら排出する廃

棄物や温室効果ガスの量，またはエネルギーの投入

量等を測定し把握している中小企業は多数存在する。

こうした環境パフォーマンスを評価できるデータの

把握は，イノベーションの準備につながると考察す

る研究がある（Klewitzand Hansen, 2014) 12＞。この

ため本研究では，中小企業における環境イノベーショ

ンの促進要因として，環境負荷に関わる排出量や投

入量の把握に注目する。

また，環境イノベーションを表す変数として本研

究では，研究によって環境負荷の小さい製品を開発

できたかどうか，あるいは環境負荷の小さい生産方

法を開発できたかどうかを尋ねる設問への回答を用

いた。イノベーションのインプットとしての研究開

発支出を変数として用いる研究は多いが（例えば

Arimura et al., 200713>; Demirel and Kesidou, 

201114>; Kesidou and Demirel, 201215>; Inoue et al., 

201316)), 中小企業においては， Kleinknechtand 

Reijnen (1991) 17）が指摘するように研究開発部門の

設置や研究開発支出を伴わない「インフォーマル」

な研究開発活動も含まれるため，本研究では研究開

発支出は用いなかった。また，イノベーションのア

ウトプットとしての特許に関しては， 中小企業庁

(2009) lB）は，「中小企業は自らの技術・ノウハウにつ

いて，特許の出願により保護をするのではなく，営

業秘密として保護している可能性が考えられる」と

しているため，本研究では特許は使用しなかった。

以上を踏まえ本研究の目的は次の通りである。ま

ずは，中小企業を対象に自らの環境負荷の把握が環

境負荷の小さい製品及び生産方法の開発に与える影

響を調べる注3。さらに，環境マネジメントシステム

を導入していない場合における環境負荷把握の効果

を調べるために，環境マネジメントシステムを導入

している中小企業を除いたサンプルを用いた分析も

あわせて実施する。分析に用いるデータは，愛知県

に本社のある製造業に属する従業員数30人以上300

人以下の中小企業を対象に2011年に筆者が実施した

アンケート調査を用いる。

本論文の構成は以下の通りである。第2節では先

行研究について述べる。第3節ではモデルについて，

第4節ではデータについて述べる。第5節では結果

と考察，第6節ではまとめを述べる。

2.先行研究

環境イノベーションに影響する要因として，

15014001などの環境マネジメントシステムに注目

している研究として以下のものがある。

Rennings et al. (2006)4lは， ドイツの製造業にお

いて， Ei'v仏 S(EU Environmental Management and 

Auditing Scheme）を取得している事業所を対象に

調査を実施した。その結果， EMASの再認証を受け

ることで，より環境マネジメントシステムが成熟す

るほど，また研究開発部門のEMASへの関わりが強

いほど，環境プロセスイノベーションに結びつきや

すいとの結果が得られた。また，環境プロダクトイ

ノベーションについては環境マネジメントシステム

による学習過程が重要であるとの結果が得られた。

Rehfeld et al. (2007) 5lは， ドイツの製造業を対象

に実施した調査に基づき， IPPOntegrated Product 

Policy）に関連する項目と環境プロダクトイノベー

シヨンの関係を分析した。その結果， 15014001ま

たはEMASの認証を取得している企業は環境プロダ

クトイノベーションを実施する傾向があることが示

されている。

Wagner (2007) 6lは，ドイツの製造業に関して，環

境マネジメントシステムを導入するために実施して

いる取り組みの数が多い企業は，環境プロセスイノ

ベーションを行う傾向があるが，環境プロダクトイ

ノベーションについては有意な傾向が見られないと

している。

Wagner (2008) 7JではEUの9か国における製造業

のデータを用いて，環境マネジメントシステムを導

入するために実施している取り組みの数が多い企業

は，環境プロセスイノベーションを行う傾向がある

一方で、，環境プロダクトイノベーションについては

頑健な結果が得られなかったとしている。

一方で＇. Harbach (2008)8lはドイツの環境関連の

財・サービスを提供する企業においては環境マネジ

メントシステムの導入が，新製品の開発及び製品の

改善を促進するという結果が示されている。

上記の研究は環境マネジメントシステムとイノ

ベーションの聞にプラスの関係が見出されたものだ

がそうではない研究も存在する。 Frondelet al. 
(2008) 19）では， ドイツの製造業を対象に実施した調

査に基づき，環境マネジメントシステムの導入は，環

境イノベーションに有意な影響を与えないとしてい

る。

また，特に中小企業に注目した研究として以下が
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あげられる。 Theyeland Hofmann (2015)91は，米

国の製造業に属する中小企業を対象に調査を実施し，

環境マネジメントの一貫として導入している取り組

みが多いほど，プロダクトイノベーション及ぴプロ

セスイノベーションを:ffう｛頃向カ宝あることを明らか

にしている。

また， Pingeret al. (2015) IO）では，フランスの中

小企業を対象に実施した調査に基づき，環境イノベー

シヨンを妨げる要因について費用・市場・知識とい

う観点から分析している。その中で，環境監査や

15014001のように環境影響を測定する仕組みを導

入しているかを示すダミー変数を説明変数に含め，環

境イノベーションに対してプラスの影響があるとし

ている。

環境マネジメントシステムまたは環境会計と研究

開発支出の関係を調べた研究には以下がある。

Arimura et al. (2007) 131は， ドイツ・ハンガリー・

日本・ノルウェー・フランス・カナダ・米国におけ

る事業所を対象に実施した調査に基づき，環境研究

開発支出に影響する要因を調べた。その結果，環境

会計を導入している事業所は，環境研究開発支出が

大きい傾向があり，また内生性を考慮したモデルに

おいても環境会計の導入が環境研究開発の実施を促

進することを明らかにしている。

Demirel and Kesidou (2011) 141は，イギリスの産

業部門において， 15014001の認証取得は，エンド

オブパイプ技術への投資と環境研究開発支出を増や

す傾向がある一方で、，クリーンプロダクション技術

への投資には影響しないとしている。

Kesidou and Demirel (2012) 151は，イギリスの産

業部門において企業の研究開発支出に影響する要因

を調べたところ，環境マネジメントシステムを導入

している企業は，環境研究開発に投資する傾向があ

ることを明らかにしている。

Inoue et al. (2013) 161は， 日本の事業所レベルの

データを用いて， 15014001認証取得後の年数が長

い企業ほど，環境研究開発支出が多いことを明らか

にしている。

以上より，環境マネジメントシステムの導入と環

境イノベーションの実施及び環境研究開発支出に関

する研究は多数存在するものの，第 1節で述べたよ

うに中小企業においては環境マネジメントシステム

の導入が難しいケースがある注4。日本を対象とした

研究として井口他（2014）却）は， 15014001認証取得

による環境負荷削減効果については中小企業に属す

る事業所と大企業に属する事業所において差がない

ものの，中小企業に属する事業所は， 15014001認

証取得のインセンテイブが大企業の事業所と比べる

と弱いという結果が示されている。このように中小

企業は環境マネジメントシステムの導入が困難な場

合があるが，そうした場合に，どのような取り組み

がイノベーションを促進するのかということを調べ

た研究は存在しない。そこで本研究では，環境負荷

に関する排出量や投入量の把握に注目する。環境負

荷の定量的な把握は環境マネジメントシステムの一

貫として行われているケースもあるが，環境マネジ

メントシステムを導入していなくともt巴握だ、け行っ
ているケースもある。環境負荷を定量的に把握する

「見える化」を行うことはそれらを低減する取り組み

の一歩となり，イノベーシヨンにつながる可能性が

あるため，本研究では環境負荷の把握と環境イノベー

ションの関係について分析を行う。

3.モデル

五＊＝。＋/JData；＋δ’x,+r.1 (1) 

Data;*= A+ ry/509001;+ JI’X;+ V; (2) 

五＝ j 1 if Yi*>O 
l 0 if Yi＊三O

Data,= 11 グ Data；り O
伸一z l 0 グ Data；日O

(1）式，（2）式において iは企業を表し， α，S，δ，

A，η，yはパラメータである。 Y＊ は環境イノベー

ションを実施することにより企業が得ることができ

る便益を表している。この便益そのものを観察する

ことはできないが， Y*>Oの場合には Y=lとして，

Y＊三Oの場合には Y=Oとして観察することができ

る。この式を環境プロダクトイノベーションと環境

プロセスイノベーションのそれぞれについて推定し

た。環境プロダクトイノベーションの場合は， Yは

過去5年間（2005年度～ 2009年度）に環境負荷の

小さい製品を開発することができたと回答している

企業は l, そうでない企業は Oをとるダミー変数

(Product）である。また，環境プロセスイノベーシヨ

ンの場合は， Yは過去5年間（2005年度～ 2009年

度）に環境負荷の小さい生産方法を開発することが

できたと回答している企業は l，そうでない企業は

Oをとるダミー変数 （Process）である。この質問に

おいて開発することができたかどうかは企業の判断

によるものであり，こうした回答に基づくイノベー

ションの測度は，イノベーションの主観的な測度と

呼ばれている注5。中小企業の研究においては， Pinger

et al. (2015) 101やTheyeland Hofmann (2015)91も主

観的な測度を採用している。本研究では，中小企業

において営業秘密として保護されるイノベーション

を含む，幅広いイノベーションを考慮するために主

観的測度を用いた。
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また，環境イノベーションに影響する観察できな

い要因として，例えば環境に関する経営者の考え方

や企業文化があげられるが，これらが環境負荷の把

握と相関している可能性があるため，内生性への対

処として2変量プロピットモデルを検討する。 Data*

は環境負荷の把握を行うことで企業が得ることがで

きる便益を表している。この便主主そのものを観察す

ることはできないが， Data*>Oの場合には， Data=

lとして， Data日 Oの場合にはData=Oとして観察

することができる。過去5年間（2005年度～ 2009

年度）で把握したことのある環境負荷のデータはど

のようなものかを尋ねた設問において，環境負荷の

把握を全く実施していない場合においてはData=O

となる一方で、，何らかの環境負荷について把握した

ことがある場合にはData=lとなる注6,1主70 本研究で

は（2）式においてのみ1509001を説明変数に含め

ている。これは， 2004年度以前に 1509001を取得

していればLそうでなければOとなるダミー変数

である。 1509001は，品質マネジメントに関する国

際規格である。製品やサービスの品質を改善するた

めに「監視，測定，分析及び改善のプロセスを計画

し実施しなければならない」（中僚・須田， 2015)21)協

とされており，監視や測定を組み込んだ、プロセスを

組織内に構築することが求められている。 1509001

は環境に関する規格ではないものの，監視や測定を

含むプロセスが組織内に構築されている場合には，環

境負荷の監視や測定を行う仕組みも構築しやすいと

考えられるため，（2）式においては説明変数とした。

また， 15014001認証を取得する企業は取得にあたっ

て環境負荷を測定する仕組みを組み込んで、いる可能

性があるが， IS09001を取得している企業は

15014001を取得する傾向があることを示す研究が

存在する（Arimuraet al., 201422）；井口他， 201420））。

Eとvは誤差項を表す。 Corr(c,v）宇Oならば， Eと

Dataは相関していることになり， 2変量プロピット

モデルで推定を行う必要がある。このとき，誤差項

Eとvは期待値O，分散1の2変量正規分布に従うと

仮定する。 Corr(c,v) = 0ならば， 2変量プロピット

モデルを用いる必要は無く，環境負荷の把握と環境

イノベーションの関係を調べるには，（1）式をプロ

ビットモデルで推定すればよい。この場合， E は期

待値O，分散1の正規分布に従うと仮定する。

Xはその他の外生変数のベクトルを表しており，以

下の変数が含まれる。 NAEUは北米・欧州諸国と取

引を行っていればLそうでなければOとなるダミー

変数である。北米・欧州諸国の環境基準は厳しく，こ

れらの固と取引を行うためには環境対応を行う必要

がある。例えば， EUにおいて 2006年に施行された

Ro HS指令（電子電気機器に含まれる特定有害物質

の使用制限に関する EU指令）への対応の必要性か

ら環境イノベーションを行う可能性がある注9。

Klewitz and Hansen (2014) 12）は中小企業のイノ

ベーションに関して， Businessto Businessの事業を

行っているのか，あるいはBusinessto Consumerの

事業を行っているのかによって状況が異なる可能性

を指摘している。 本研究ではこれを踏まえ，

Consumerとλd初旬戸ctureを説明変数とした。

Consumerは，主な顧客が消費者であればl，それ

以外であればOとなるダミー変数であり，主にBusiness

to Consumerの事業を行っていることを示しているo

Wagner (2008) 7lにおいて，環境ラベルを付与するこ

とが環境イノベーションにプラスの影響を与えると

いう結果が得られていることから， Businessto 

Consumerの事業を行っている企業が消費者を意識

した行動をとる場合に，環境イノベーションにつな

がる可能性がある。また， Manu_βctureは主な顧客

が他の製造業者であればl，それ以外であればOと

なるダミー変数であり，主にBusinessto Businessの

事業を行っていることを示している。在間（2005)1) 

は，大企業が取引先の中小企業に与える環境配慮に

関する圧力について，中小企業を対象にした調査を

行い，環境配慮を求める要求を受けている中小企業

は約4割に達しているという結果が得られている。こ

のため，取引先企業からの圧力がなんらかの環境イ

ノベーションにつながる可能性がある。その一方で、

取引先企業からの要請が無い場合にはイノベーショ

ンが実施しにくい可能性がある。特に中小企業にお

いては下請けで生産を行っているケースがあり，そ

の場合には製品・部品の仕様を決めるのは生産する

企業ではなく，取引先の企業であることから，自ら

の創意工夫によってイノベーションを行う余地が少

ない可能性がある。

Competitionは主要な競合他社との競争の程度を

表す変数である。競合他社との競争の程度を尋ねる

質問に対して「競争はかなりある」と回答した場合

はl，それ以外（「競争は少しある」「競争はあまり

ない」「競争は全くない」）と回答した場合はOをと

るダミー変数である注100Wagner (2008) 7lにおいて，

環境対応は競争上意味があると考えている企業は，環

境イノベーションを実施する傾向があるとされてい

ることから，市場での競争において環境という側面

が重要で、ある場合には，競争が激しい市場において

環境イノベーションにつながる可能性がある。しか

し一方で、，環境という側面が競争において重要で、な

い場合には，むしろ環境イノベーション以外のイノ

ベーションが優先されると考えられ，競争の激しさ
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が環境イノベーションにつながらない可能性がある。

Yearは企業の設立からの経過年数を示す。 Inoue

et al. (2013) 16）は，設立からの年数が長いほど社会か

らの圧力に直面し，より多くの環境R&Dを実施す

る傾向があるとしている。 Yearに対数をとったもの

を説明変数とした。

Employee は2005年度から 2009年度における従業

員数の平均値である注11。従業員数が多い場合には人

材を確保しやすいためイノベーシヨンを行いやすい

可能性がある一方，小規模な企業は柔軟な対応が可

能であるがゆえにイノベーションを実施しやすい可

能性もある。企業規模とイノベーションの関係につ

いては Cohen(2010）却において議論がなされてい

る。 Empt.の胞に対数をとったものを説明変数とした。

産業特性を表す変数に関しては， OECD(2011)24) 

の分類において， High-technologyindustriesまたは

Medium-high-technology industriesに分類される業

種はlとなるIndustワ1という変数と， Medium-low-

technology industriesに分類される業種は lとなる

Indus句辺という変数を作成した注12。基準となるの

は， Low-technologyindustriesに分類される業種と

した。この OECD(2011）却に基づく産業分類は，

百igueroet al. (2013) 25）においても中小企業の環境イ

ノベーションの分析において，製造業の産業分類に

使用されている。

4.データ

本研究で用いるデータは愛知県の中小企業を対象

に筆者が実施したアンケート調査のデータである注130

アンケート調査は， 2011年2月～3月に， 日経リ

サーチデータベースにおいて，愛知県内に本社があ

る製造業に属する企業で，かつ従業員規模が30人以

上300人以下の中小企業という条件を満たす企業の

中から，ランダムサンプリングで800社を抽出し，調

査票を郵送した。これにより 114社から回答を得た。

回収率は 14.3%である注14。本研究では，このうち分

析に必要な設問にすべて回答している企業を分析対

象とするため，分析に用いるサンプルサイズは 114

社よりもやや小さくなる。表1～表4は分析に用い

たサンプルに関する記述統計を主要な分析について

まとめたものである。なお，表lと表2の観測値数

は同じだが欠損値のために対象となる企業は異なる

ため記述統計の表は別々に作成した。

また， ProcessとProductの相関係数は，環境マネ

ジメントシステム導入企業を含めた場合は 0.65，環

境マネジメントシステム導入企業を除外した場合に

おいては， 0.61である。

5.結果と考察

表5は2変量プロピットモデルによる推定結果で

ある。下段の（1）式の推定結果を見ると， Dataは，

環境プロセスイノベーションにおいても環境プロダ

クトイノベーションにおいても有意にプラスの結果

が得られた。また，いずれにおいても Corr（ε，v)= 

Oを棄却しなかったため（尤度比検定の検定統計値

は環境プロセスイノベーションの分析において0.846,

環境プロダクトイノベーションの分析において

0.920), 2変量プロビットモデルを用いる必要は無く，

環境負荷の把握と環境イノベーションの関係を調べ

るには，（1）式をプロピットモデルで推定すればよ

Uミ。

表6は（1)式をプロピットモデルで推定し，その

平均限界効果を求めたものである。なお，プロピッ

トモデルの推定における対数尤度及びLRChi2は，

表1 記述統計（表6において環境プロセスイノベーションの分析に用いられたサンプルに対応）

変数名 観測値数 平均 標準偏差 最小値 最大値

Process 104 0.317 0.468 。
NAEU 104 0.212 0.410 。
Consumer 104 0.087 0.283 。
Manufacture 104 0.731 0.446 。
Competition 104 0.712 0.455 。
log(year) 104 3.769 0.546 1.609 4.820 

log( employee) 104 4.288 0.735 2.708 6.648 

Industryl 104 0.490 0.502 。
Industry2 104 0.125 0.332 。
Data 104 0.760 0.429 。 1 

注）サンプルに含まれる企業の製造業内での産業分類は次のとおりである。数字は各産業に属する企業数を表す。食品
9，繊維11，パルプ・紙3，化学l，窯業2，鉄鋼業2，非鉄金属および金属製品9，機械7，電気機器10，自動車・
自動車部品24，その他輸送機器5，精密機器4，印刷4，その他製造13。
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表2 記述統計（表6において環境プロダクトイノベーションの分析に用いられたサンプルに対応）

Product 

NAEU 

変数名

Consumer 

Manufacture 

Competition 

log(year) 

log( employee) 

Industryl 

観測値数

104 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

平均

0.327 

0.212 

0.067 

0.740 

0.702 

3.777 

4.287 

0.481 

標準偏差 最小値

0.471 。
0.410 。
0.252 。
0.441 。
0.460 。
0.540 1.609 

0.752 2.708 

0.502 。
Indusrrγ2 1叫 0.144 0.353 0 

最大値

1 

4.820 

6.648 

Data 104 0. 760 0.429 0 1 
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注）サンプルに含まれる企業の製造業内での産業分類は次のとおりである。数字は各産業に属する企業数を表す。食品

8，繊維 11，パルプ・紙4，化学l，窯業2，鉄鋼業3，非鉄金属および金属製品 10，機械6，電気機器 10，自動車・

自動車部品 24，その他輸送機器5，精密機器4，印刷4，その他製造業 120

表 3 記述統計（表7において環境プロセスイノベ ションの分析に用いられたサンプルに対応）

変数名 観測値数 平均 標準偏差 最小値 最大値

Process 60 0.217 0.415 。
NAEU 60 0.200 0.403 。
Consumer 60 0.133 0.343 。
Manufacture 60 0.567 0.500 。
Competition 60 0.683 0.469 。
log(year) 60 3.790 0.557 2.079 4.820 

log( employee) 60 4.038 0.635 2.708 5.521 

Industry! 60 0.383 0.490 。
Industry2 60 0.133 0.343 。
Data 60 0.600 0.494 。 1 

注）サンプルに含まれる企業の製造業内での産業分類は次のとおりである。数字は各産業に属する企業数を表す。食品

9.繊維8，パルプ・紙3，窯業2，鉄鋼業 l，非鉄金属および金属製品5，機械4.電気機器3，自動車・自動車部

品10，その他輸送機器4，精密機器2，印刷2，その他製造業7。

表 4 記述統計（表7において環境プロタクトイノベーションの分析に用いられたサンプルに対応）

Product 

NAEU 

変数名

Consumer 

Manufacture 

観測値数

59 

59 

59 

59 

平均

0.271 

0.186 

0.119 

0.576 

Competition 59 0.661 

log(year) 59 3.801 

log( employ田） 59 4.029 

Industry! 59 0.373 

標準偏差 最小値

0.448 。
0.393 。
0.326 。
0.498 。
0.477 。
0.550 2.079 

0.644 2.708 

0.488 。
Industry2 59 0.1日 0.363 0 

最大値

Data 59 0.593 0.495 0 1 

注）サンプルに含まれる企業の製造業内での産業分類は次のとおりである。数字は各産業に属する企業数を表す。食品

8，繊維 8，パルプ・紙3，窯業2，鉄鋼業2，非鉄金属および金属製品5，機械3，電気機器3，自動車・自動車部

品10，その他輸送機器4，精密機器2，印刷2，その他製造業7。
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表5 2変量プ口ビットモデル

環境プロセスイノベーション 環境プロダクトイノベーション

Data (2）式 Data (2）式

NAEU -0.148 (0.432) 0.361 (0.443) 

Consumer 0.768 (0.642) 0.823 (0.754) 

Manufacture 0.503 (0.468) 0.544 (0.456) 

Competition 0.590 (0.391) 0.695* (0.387) 

log(year) -0.299 (0.343) -0.483 (0.297) 

log( employee) 0.589キ (0.312) 0.668＊ネ (0.305) 

Industryl -0.498 (0.456) -0.548 (0.438) 

Industry2 -0.449 (0.619) -0.528 (0.572) 

1509001 1.611 * * * (0.532) 1.520* ＊キ (0.541) 

定数項 1.439 (1.601) -1.174 (1.407) 

Process (1）式 Product (1）式

Data 2.379* * * (0.706) 1.826* * (0.728) 

NAEU 0.384 (0.352) 1.090*** (0.398) 

Consumer 0.061 (0.629) 0.042 (0.782) 

Manufacture -0.808キ (0.438) 0.472 (0.457) 

Competitio日 0.324 (0.365) 1.357* * (0.562) 

log(year) -0.245 (0.295) 0.249 (0.381) 

log( employee) -0.043 (0.286) 0.187 (0.304) 

Industryl 0.136 (0.366) -0.008 (0.391) 

Industry2 -0.400 (0.511) -0.570 (0.544) 

定数項 -1.034 (1.168) -4.632* ** (1.757) 

観測値数 95 95 

Wald Chi2 40.91 48.50 

Log likelihood 85.85 一75.24

（注）カッコ内は標準誤差を表す。＊＊＊は 1%水準，刊は 5%水準，＊は 10%水準で有意である

ことを示す。

表 6 平均限界効果

Process Product 

Data 0.375* * * (0.068) 0.182＊キ (0.090) 

NAEU 0.101 (0.110) 0.320* * * (0.100) 

Consumer -0.082 (0.159) -0.178 (0.129) 

Manufacture -0.232* (0.123) -0.140 (0.103) 

Competition 0.108 (0.092) 0.312* * * (0.076) 

log(year) 0.044 (0.079) 0.118 (0.090) 

log( employee) 0.044 (0.062) 0.093* (0.053) 

Industryl 0.042 (0.101) 0.008 (0.089) 

Industry2 0.113 (0.134) 0.144 (O.lll) 

観測値数 104 104 

（注）カッコ内は標準誤差を表す。＊＊＊は 1%水準，日は 5%水準，＊は 10%水準で有意で、あ

ることを示す。

環境プロセスイノベーションの分析においてそれぞ、

れ 53.20及び23.56，環境プロダクトイノベーショ

ンの分析において，それぞれ－44.91及び41.63であ

に関する結果を見ると， Dataは有意にプラスの結

果が得られた。従って環境負荷を把握している企業

は，そうでない企業と比べて環境プロセスイノベー

ションを行う傾向があるといえる。 Klewitzand 

Hansen (2014) 12）においても，データを収集し評価

る。

表 6において，まず環境プロセスイノベーション
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することはプロセスイノベーションを行うための準

備になると考察している。このため本研究において，

データを測定し把握することが，環境プロセスイノ

ベーションにつながる結果になったものと考えられ

る。平均限界効果を見ると，環境負荷を把握するこ

とは環境プロセスイノベーションを行う確率を平均

して 0.38上昇させることが読み取れる。

Mamφctureは有意にマイナスである。従って主

な顧客が他の製造業者である場合は，環境プロセス

イノベーションを実施しない傾向がある。本研究の

推定結果からは，取引先企業が生産プロセスにおけ

る環境パフォーマンスの改善に対して与える圧力は

小さく，環境プロセスイノベーションに結びついて

いない可能性が推測される。

次に，環境プロダクトイノベーションについての

推定結果を見ると， Dataは有意にプラスの結果が

得られた。本研究においては，アンケート調査にお

いて環境負荷の小さい製品を開発することができた

かどうかを尋ねる際に，環境負荷の小さい製品の例

として，より少ない量の原材料で生産しているといっ

た例もあげている。このため，たとえ生産ライン全

体における物質の投入量であっても把握することは，

個別の製品の生産に使用される原材料の節約という

意識につながりやすく，イノベーションの第一歩と

なると考えられることから，環境プロダクトイノベー

ションにも有意にプラスとなったと考えられる。平

均限界効果を見ると，環境負荷の把握を行うことは

環境プロダクトイノベーションを行う確率を平均し

て0.18上昇させることが読み取れる。環境プロダク

トイノベーションにおいては，平均限界効果で見た

場合， NAEU(0.32）やCompetition(0.31）の方が，

影響が大きいことが推測される。

NAEUは有意にプラスとなった。このことから，

北米・欧州諸国に向けた輸出を行っている企業はそ

うでない企業と比べ，環境プロダクトイノベーショ

ンを実施する傾向があることが示された。特に EU

に輸出をする場合には， 2006年に施行されたRoHS 

指令に対応しなければいけないことから，製品中に

含まれる特定の物質を基準値以下にするために努力

をする必要があり，環境プロダクトイノベーション

を行ったものと考えられる。

Competitionは有意にプラスの結果が得られた。

従って厳しい競争に直面するほど環境プロダクトイ

ノベーションを行う傾向があるといえる。これは

Wagner (2008) 7＞に示されているように，中小企業に

おいても環境という要素が競争上意味を持っている

ために，それが環境イノベーションにつながってい

るものと推測される注15。

また， log（旨mployeりは有意にプラスであることか

ら，規模が大きいほど，環境プロダクトイノベーショ

ンをfrっていることになる。

以上の分析結果から，環境負荷の把握を示すData

は，環境プロセスイノベーションにおいても環境プ

ロダクトイノベーションにおいても有意にプラスと

なった。しかし環境負荷を測定し把握することは，

環境マネジメントシステムの一環として行われてい

る可能性もある。例えば， 15014001環境マネジメ

ントシステムの場合，「目的及び目標は，実施できる

場合には測定可能で、あること」とされていることか

ら注目，環境マネジメントシステムを導入する過程で

環境負荷の測定を組み込んでいる可能性がある。こ

の場合， Dataが環境イノベーションに与える影響

が，環境負荷の把握の効果なのか，それとも環境マ

ネジメントシステム導入の効果なのかが不明である。

このため，サンプルから 2009年以前に環境マネジメ

ントシステムを導入していた企業を除いてプロピッ

トモデルで分析を実施しその平均限界効果を求め

たものを表7に示す注17，注I凡なお，プロビットモデ

ルの推定における対数尤度及びLRChi2は，環境プ

ロセスイノベーションの分析においてそれぞれ－20.21

及び22.31,環境プロダクトイノベーションの分析に

おいてそれぞれ 24.05及び20.86である。

表7より， Dataは環境プロセスイノベーション

および環境プロダクトイノベーションの両方におい

てやはり有意にプラスであり，環境マネジメントシ

ステムを導入していない場合であっても，環境負荷

を把握している企業はそうでない企業と比べ，環境

イノベーションを実施する傾向があることが明らか

となった。 Dataの平均限界効果は，環境プロセス

イノベーションにおいて 0.36，環境プロダクトイノ

ベーションにおいて0.25である。環境プロダクトイ

ノベーションにおいては， Dataよりも NAEUの平

均限界効果の方がやや大きい。

一方，従業員数に関しては，環境プロセスイノベー

ションにおいて，環境マネジメントシステム導入企

業を含めた分析においては有意ではなかったが（表

6），環境マネジメントシステムを導入していない企

業にサンフ。ルを絞った分析においてはマイナスに有

意となっている（表7）。また，環境プロダクトイノ

ベーションにおいてはプラスに有意で、あったにもか

かわらず（表6），有意ではなくなっている（表7）。

このことから，従業員数で見た企業規模の大きさが

環境プロセスイノベーションにおいてはデメリット

となり，また環境プロダクトイノベーションにおい

てはメリットが消失している傾向がうかがえる。規

模が小さい場合，意思決定が迅速に行われ，市場の
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表7 平均限界効果（環境マネジメントシステムを導入している企業を除く）

Process Product 

Data 0.358* •• (0.071) 0.247* ** (0.094) 

NAEU 0.005 (0.115) 0.278* (0.146) 

Consumer -0.010 (0.142) -0.227** (0.098) 

Manufacture -0.268キキ＊ (0.097) -0.209* (0.118) 

Competition 0.029 (0.103) 0.210** (0.101) 

log(year) -0.055 (0.089) 0.142 (0.103) 

log( employee) -0.215＊＊キ (0.077) 0.047 (0.084) 

Industryl 0.172 (0.108) 0.067 (0.128) 

Industry2 -0.046 (0.153) 0.064 (0.167) 

観測値数 60 59 

（注）カッコ内は標準誤差を表す。＊＊＊は 1%水準，日は 5%水準，＊は 10%水準で有意で
あることを示す。

変化に対し柔軟に素早く反応することができるとい

うメリットがある（Cannon,1985)26）注目とされてい

るが，環境マネジメントシステムを導入していない

企業の場合には，規模が大きいことのメリットと比

べ，規模が小さいことのメリットが強くなっている

可能性がある。

環境プロダクトイノベーションにおける

ManU;βctureは環境マネジメントシステム導入企業

も含めた分析においては有意ではなかったが，環境

マネジメントシステムを導入していない企業に絞っ

た分析においては有意にマイナスである。このため，

環境マネジメントシステムを導入していない企業に

おいては，主な顧客が他の製造業者である場合は，む

しろ環境プロダクトイノベーションを実施していな

い傾向がある。

6.お わ り に

本研究は，愛知県内の製造業に属する中小企業を

対象に実施したアンケート調査のデータを用いて，中

小企業が自らの環境負荷に関するデータを把握する

ことが，環境プロセスイノベーションと環境プロダ

クトイノベーションにつながるかどうかを検証した。

その結果，環境負荷を把握している企業ほど，環境

プロセスイノベーションと環境プロダクトイノベー

ションを実施する傾向があることが明らかとなった。

15014001などの環境マネジメントシステムを導

入することでイノベーションが促進されることを示

す研究は，第2節でレビ、ユーしたように多く存在す

る。しかし環境マネジメントシステムの導入には資

金や人材が必要となり，中小企業は大企業と比べ環

境マネジメントシステムを導入していないケースが

多い。

このため本研究では，環境マネジメントシステム

を導入しない企業がどうすれば環境イノベーション

を行えるのかといった観点から，環境マネジメント

システムを導入していない企業にサンプルを絞った

分析もあわせて実施した。その結果，やはり環境負

荷を把握している企業ほど，環境プロセスイノベー

ションと環境プロダクトイノベーションを実施する

傾向があることが明らかとなった。この結果は，た

とえ 15014001をはじめとした環境マネジメントシ

ステムを導入しない場合であっても，少なくとも自

らの環境負荷を把握し「見える化」を行うことが，環

境イノベーションにつながることを示唆するもので

ある。

今後の課題としては次の2点があげられる。第 l

点は，本研究は分析対象を愛知県内の中小企業とし

ているが，今後サンプルサイズを大きくし全国の中

小企業を対象として環境イノベーションについて考

察することが重要であると考えられる。第2点は，本

研究においては漸進的なイノベーションと急進的な

イノベーションを区別していないが，両者では環境

に与えるインパクトに差があると考えられることか

ら，これらを区別して把握することも今後の課題で

ある。

注

注l 中小企業の研究開発活動については中野

(forthcoming) 27lを参照。

注2 環境省（2015）詔）によると，従業員数500人未満

の場合， 48.8%が環境マネジメントシステムを構築

していないと回答している一方， 5千人～1万人未

満の企業ではこの割合は22%,l万人以上では13.3%

と減少する。

注3 本研究では，環境イノベーションとして製品のイ

ノベーションである環境プロダクトイノベーショ

ンと，生産プロセスのイノベーションである環境

プロセスイノベーションの2つを想定している。

注4 中小企業など15014001の認証を取得することが
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困難な企業を対象とした環境マネジメントシステ

ムとして，エコアクション 21(EA21）や京都環境

マネジメントシステム・スタンダード（KES）が

ある。

注5 一方で，特許や研究開発支出は客観的な測度と呼

ばれている。 この分類については Pingetet al. 
(2015) lO）を参照。

注6 環境負荷の把握に関する設問においては，把握し

たことがある場合は以下の項目（①総エネルギー

投入量 ②総物質投入量 ③紙（コピー紙，プリ

ンター用紙など）の使用量 ④水資源投入量 ⑤ 

温室効果ガス排出量 ⑤化学物質排出量・移動量

⑦廃棄物等総排出量 ③廃棄物最終処分量 ⑨総

排水量 ⑩自動車排ガス中の大気汚染物質（窒素

化合物，粒子状物質）の排出量 ⑪その他（その

他については自由回答））の中から把握したことが

あるものすべてを選択してもらった。なお， この

選択肢は環境省（2012）却） (2010）却） (2009)31)にお

いて環境負荷データの把握を尋ねる設問の選択肢

と同じ選択肢を用いている。ただし③紙の使用量

において「コンピュータ用紙等Jとされていたと

ころを本研究では「フ。リンター用紙など」という

記述を用いている。

注7 本研究では2005年度～2009年度における環境負

荷把握と， 2005年度～2009年度における環境イノ

ベーションの関係を分析しており，変数に 5年間

という幅がある。このため，例えば環境負荷の把

握が2009年度に開始され，かっ環境イノベーショ

ンが2005年度に実施された場合には， DataもY

も1となるが，実際は 2005年度には環境負荷の把

握を実施していなくとも環境イノベーションが起

きたことになる。データの制約上こうしたケース

を排除できないことに留意しておく必要がある。

注8 なお， 1509001は現在2015年改訂版が発行され

ているが，アンケートの実施時期にはまだ改訂版

は発行されていないため，この文言は 2008年版の

ものである。

注9 回答企業が直接に北米・欧州諸国と取引をしてい

なくとも，回答企業が中間財を他の企業に納品し，

その納品先の企業が北米・欧州諸国に最終製品を

輸出している場合には，回答企業は北米・欧州諸

国に輸出していなくとも，北米・欧州諸国の環境

基準の影響を受ける可能性がある。この間接的な

影響はNAEUで捉えきれないことに留意する必要

カfある。

注10 本庄（2007）泣）は，「中小企業の場合，むしろニツ

チ（niche）と呼ばれる市場で事業活動を行うことが

少なくなく，市場全体の競争状況が必ずしも中小

企業を取り巻く市場環境をあらわすとはいいがた

い」としている。このため，本研究においてはハー

フインダール指数を使用せず，本庄（2007）泣）と同

様の方法で競争に関する変数を作成した。

また，本研究のアンケート調査では，国内競争

と国際競争を区別して尋ねていないため，両者を

含むと考えられる。両者を区別して捉えることは

今後の課題としたい。

注目 企業規模を表す変数として一般的に用いられる

売上高や資本金の代わりに本研究では従業員数を

用いている。本庄（2007）辺）においては，財務に関

する質問より従業員数に関する質問の方が回答率

が高いと考え，企業規模を従業員数で、捉えている。

本研究においても，売上高については従業員数と

比べ無回答の企業が多くサンプルサイズが小さく

なってしまうため用いなかった。また，資本金に

ついては今回のアンケート調査では尋ねていない

れ今後は調査項目に入れることを課題としたい。

注12 本研究においてはHigh-technologyindustriesに

属する企業の数が少なく，単独のグループとして

は推定ができなかったため， High-technology

industriesとMedium-high-technologyindustriesを

まとめてひとつのグループとした。

注目 中小企業基本法による製造業における中小企業

の定義は「資本金の額又は出資の総額が3億円以

下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人

以下の会社及び個人」とされており，本研究では

従業員数に基づき，従業員数300人以下の企業を

中小企業と考えることとした。

注14 アンケートに回答した企業のみを分析対象とし

ているため，環境意識の高い企業がアンケートに

回答する傾向があるならば，サンプルセレクショ

ン・バイアスが存在する可能性が高いことは留意

しておく必要がある。

注目他の考え方として，競争が一般的なプロダクト

イノベーションを引き起こしそれがたまたま環

境負荷が少ないために，企業は環境フ。ロダクトイ

ノベーションが行なわれたと回答している可能性

も考えられる。

注16 吉津（2005）却を参照。

注 17 表6において，環境プロセスイノベーションの

分析サンプルである104杜のうち， 38社が15014001

環境マネジメントシステムを導入しており， 2社が

エコアクション 21, 1社がKES（京都環境マネジ

メントシステム・スタンダード）を導入している。

また，環境プロダクトイノベーションの分析サン

プルである 104社のうち， 39社がIS014CD1環境

マネジメントシステムを導入しており， 2社がエコ

アクション 21, 1社がKESを導入している。

注 18 なお，環境マネジメントシステム導入年の質問

に無回答である企業も分析から除外された。

注目ただし最高経営責任者が中央集権的で独裁的

な場合は，そうでない場合と比べてイノベーショ

ンにつながりにくいとしている。
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The Relationship between the Measurement of Environmental Burdens and 

Environmental Innovation in Small and Medium-sized Companies 

Among GAO and Makiko NAKANO 

(Nagoya University, Graduate School of Environmental Studies, 

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi 464-8601, Japan) 

Abstract 

Several studies show that environmental innovation is encouraged by the 

implementation of an environmental management system (EMS). However, in many cases, 

small and medium-sized companies find it difficult to introduce an EMS owing to 

resource constraints within a company. How do small and medium-sized companies 

stimulate environmental innovations? This study examines the effect of measuring 

environmental burdens on environment立linnovations in small and medium-sized 

companies. In addition, in order to investigate the effect on small and medium-sized 

companies without an EMS, we conducted the analysis using the sample of small and 

medium-sized companies without an EMS, too. We collected the data from small and 

medium-sized manufacturing companies in Aichi Prefecture via a questionnaire survey. 

Both estimation results show that environmental product innovation and environmental 

process innovation are affected by the measurement of environmental burdens. This study 

suggests that visualizing a small and medium-sized company’s environmental burdens can 

stimulate environmental innovation, even when it does not introduce an EMS. 

Key Words: Environmental innovation, small and medium-sized com pan予 measurement

of environmental burdens 
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