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Ⅰ．循環型社会の課題

１．企業経営における環境対応

　今日、現代企業の企業価値最大化目的の長期

持続化（Sustainability）の必然の帰結として、知
的財産のウエートが飛躍的に高まると同時に、
CSRや環境への取り組みもその主要な構成要
因になってきている。
　ここで、Sustainability 持続可能性の概念に
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ついて、「環境と開発の世界委員会1987年」に
よると「持続可能な発展とは、次の世代が必要
とするものを十分えられるようにして、自分た
ちの世代の必要を満たしていく発展である」と
定義されている。
　1908年にフォード自動車会社がフォードT
型１号車の生産を開始して以来、各企業がマス
プロダクション革命の洗礼を受けて大規模化
し、20世紀の社会は急速に産業化への道を歩
み始めた。そして大量生産、大量販売、大量廃
棄をベースとする産業社会は繁栄の極を究めた
が、反面、地球に対する環境負荷を飛躍的に増
大させた。その結果、資源枯渇、温暖化、オゾ
ン層破壊等々の地球環境の諸問題が、企業のみ
ならず、地球上の人類の存続そのものをも脅か
すことが予想されるまでに立ち至ったのであ
る。
　このような20世紀末の時代背景を受けて、
国際連合による上記のSustainability の定義が
下されたわけであるが、21世紀のわれわれの

社会は、この定義に基づく循環型社会へと大き
な構造変化を余儀なくされつつある。そしてこ
のことが、21世紀の企業経営にまた、資源制
約や環境制約といった強い制約を課すことに
なったのである。
　まず国会は2000年に、環境基本法を成立さ
せた。別名、循環型社会基本法とも呼ばれる各
種の法律 1の成立に伴い、21世紀の企業は、こ
れらの法的枠組みの中でしか、活動出来ないこ
とを意味している。更には、自主規制ではある
が、環境マネジメントの国際認証である
ISO14000シリーズが、国際ビジネスのパスポー
トと云われる程にまで、その経営管理に大きな
影響を及ぼすようになっているのである（図１
参照）。

２．循環型社会実現への課題

　次に100年以上の歴史を有する財務的格付会
社で、ダウ式平均株価指数で有名な「ダウジョー

1　 廃棄物処理法、産業廃棄処理特定施設整備法（厚生省）、資源有効利用促進法、家電リサイクル法、容器包装リサイクル法（経済
産業省）、食品リサイクル法（農林水産省）、グリーン購入法（環境省）、建設資材リサイクル法（建設省）、改正省エネ法など。
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ンズ社1999年」によると「企業の持続可能性と
は経済的・環境的・社会的発展に伴う機会とリ
スクに適切に対処して、長期的な株主価値を創
造する営みのことである」とされている。
　この定義に基づいてダウジョーンズ社は、
コーポレートサステイナビリティに関する分野
でリードしている企業のパフォーマンスを追跡
するために、Dow Jones Sustainability Indexes
（DJSI）を設定した。DJSI シリーズのすべての
指標はCorporate Sustainability Assessment と
個別の基準に従って評価されるのである。そし
てスイスのSustainable Asset Management AG
（SAM）がこの指標を発表し、売り出している。
現在、14の国の52のアセットマネージャーに
ライセンスが与えられ、さまざまな金融商品が
販売されている。
　世界的な指標であるDow Jones Sustainability  
World Index（以下DJSI World）は、全般的な
指標とアルコール・タバコ・ギャンブル・兵器・

銃器から収入を得ている企業もしくはそれらの
産業を排除した５つの限定された部分的な指標
の２つから成り立っている。この指標の組み合
わせは1999年９月８日に初めて公表された。
これはDow Jones Global Index（以下DJGI）の
企業で持続可能性に関する分野においてリード
している上位10パーセントのパフォーマンス
を追跡するものである。24の国、18の産業部
門から成り、318の企業で構成されている。そ
して、毎年同社の発行する“Wall Street Journal”
誌上でそのランキングを発表している。
　DJGI は世界の12の地域、34の国、10の市場、
40の産業グループ・70のサブグループにわた
るおよそ3,000の銘柄から構成され、株式市場
の80％をカバーしている。このDJGI に相当す
る（類似した）他社のワールドファンドとしてモ
ルガン・スタンレー社のワールドインデックス
（MSCI）がある。図２のグラフは93年12月から
07年１月までのDJSI World とMSCI（≒DJGI）

出所：the Dow Jones Sustainability Indexes, MONTHLY UPDATE
　　　 【http://www.sustainability-index.com/djsi pdf/news/MonthlyUpdates/DJSI 

Update 0701.pdf】
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のパフォーマンスを比較したものである。一見
して明らかなように、ほぼ一貫してDJSI 
World の動きはMSCI を上回っている。
　また1993年12月から現在までの株価の推移
をトレースしているが、その全期間にわたって、
Sustainability score による格付け対象企業の株
価（DJSI）の方が、対象外企業のそれ（MSCI ≒
DJGI）よりも上回っているので、今日の企業経
営におけるSustainability の重要性が確かめら
れたとしている 2。
　そして図３は、このDJSI ファンドの財産額
の追跡図である。
　21世紀の循環型社会では、いかに環境問題
に対して積極的に取り組んでいるかが、その企
業の長期的な評価に繋がるだけでなく、企業の
存続そのものを揺るがしかねない重要な問題で
あり、行政府の課税や法規制などによる環境マ
ネジメント以上に、企業価値最大化目的による

企業自身の環境マネジメントと積極果敢な戦略
行動が今日もとめられているといえよう。
　これまでの企業経営の対象範囲が、素材の調
達から廃棄へ至る動脈過程だけであったのに対
し、今日の企業経営では、回収・リサイクルと
いった静脈過程をも含めたプロダクトライフサ
イクルの全領域が対象となる。そしてその全領
域において、各企業が最適生産・最適消費・最
小廃棄に努めて、３R（Reduse 省資源、Reuse
再利用、Recycle 再生）を実現することが、21
世紀の循環型社会実現への課題なのである（図
４参照）。
　松下電器産業では、中村邦夫前社長による創
業者･松下幸之助の20世紀型モデルの「破壊と
創造（＝“環境立社”モデル）」の試みで松下の再
生が成功裏に終了し、本年６月大坪文雄新社長
の安定成長路線へのバトンタッチがなされた。
そして2006年９月21日には、産業再生機構保

2　 別府祐弘「Ecology と Economy －環境マネジメントとエコロジー投資信託」成蹊大学経済学部論集、第 32 巻第１号、2001 年 10
月、187-248 ページ参照。

出所：the Dow Jones Sustainability Indexes, MONTHLY UPDATE
　　　 【http://www.sustainability-index.com/djsi pdf/news/MonthlyUpdates/DJSI 

Update 0701.pdf】
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3　 出所：第 154回国会における小泉内閣総理大臣施政方針演説（2002 年２月４日）【http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2002/
02/04sisei.html】

有松下株の市場への大量放出がなされたが、株
価の暴落もなく、逆に値上がりした。本稿では、
この松下電器産業のケースを中心として、知的
財産と環境マネジメント、したがってまた企業
価値について考究する。

Ⅱ．知財立国に向けての動向

１．知財立国への取り組み

①　知財立国への取り組みの始まり
　知財立国への取り組みは、2002年の第154回
国会における小泉前内閣総理大臣による次のよ
うな演説により始まった。
　「我が国は、既に、特許権など世界有数の知
的財産を有しています。研究活動や創造活動の
成果を、知的財産として、戦略的に保護・活用
し、我が国産業の国際競争力を強化することを
国家の目標とします。このため、知的財産戦略

会議を立ち上げ、必要な政策を強力に推進しま
す 3。」
　知的財産の重要度の高まりは、また、世界的
な趨勢でもある。例えば、経済開発協力機構
（OECD）加盟国は、「知」、「知的資産」「知的財
産」のマネジメントのあり方や新事業の創造と
それを支えるシステムの構築のための議論を展
開している。「知的財産経営」の高度化は、企
業価値創造に貢献し、企業の存続に関わるとの
認識からである。

②　国家戦略の動向
　以上のような小泉前内閣総理大臣による演説
を契機として、わが国が有する特許権などの知
的財産を保護、活用し、国際競争力を強化する
ために、「知的財産戦略会議」が2002年２月25
日に設立された。その後、2002年７月３日に「知
的財産戦略大綱」が決定し、2002年12月４日
には「知的財産基本法」が公布され（2003年３
月１日施行）、2003年３月１日には「知的財産



－ 104 －－ 104 －

戦略本部」が設置され、2005年４月１日には「知
的財産高等裁判所」が設立された（表１参照）。
　「知的財産立国」の実現が、国家戦略として
位置づけられ、具体化されたのである。

【表１】　知財を巡る国家戦略の動向
2002年２月25日 知的財産戦略会議の開催

2002年７月３日 知的財産戦略大綱の決定

2002年12月４日 知的財産基本法の公布
（2003年３月１日施行）

2003年３月１日 知的財産戦略本部の設置

2005年４月１日 知的財産高等裁判所の設立

2006年以降は、知的財産立国政策の第２期である。

③　経済産業省の動向
　さらに、以上のような国家戦略を受けて、経
済産業省からは、企業に対して知的財産の管理、
活用、開示などに関して、2003年３月に「知的
財産の取得・管理指針」が公表され、2004年１
月には「知的財産情報開示指針」、2005年８月
には「産業構造審議会　新成長政策部会　経営・
知的資産小委員会　中間報告書」、2005年10月
には「知的資産経営の開示ガイドライン」が公
表されている（表２参照）。

【表２】　知財を巡る経済産業省の動向

2003年３月 知的財産の取得・管理指針の公表

2004年１月 知的財産情報開示指針の公表

2005年８月
産業構造審議会　新成長政策部会
経営・知的資産小委員会　中間報
告書の公表

2005年10月 知的資産経営の開示ガイドライン
の公表

　従来までの日本企業は、「知的財産」を法的
な側面から捉える傾向にあった。政策投資銀行
「企業の設備投資行動とイノベーション創出に
向けた取組」（2004年11月）の調査によると、
研究開発の効率性に関して何らかの指標により

定量的に把握する企業は42％に留まり、知的
財産が将来にわたり生み出す事業キャッシュフ
ローの評価をする企業は２％に留まっている。
　今後は知的財産を重要な経営資源として位置
づけ、企業価値創造のための経営戦略のなかに
組み込む必要がある。知的財産経営は、経営戦
略、研究開発戦略と一体不可分である。
　米国企業においては経済的価値の最大化を
目的としてCIPO （chief intellectual property 
officer：知財最高責任者）の設置が活発化して
いる。
　そしてパテント・ポートフォリオの構築、外
部とのライセンス交渉における価値評価やコス
ト面の管理を担当する。日本においてもCIPO
を設置する企業は増加してきている。

２．知的財産の定義

　以上のような知的財産を巡る動向は、今日、
現代企業の企業価値最大化目的の長期持続化の
必然の帰結として知的財産のウエートが飛躍的
に高まった結果であるが、ここで、本稿でいう
知的財産の定義を示しておくことにしたい。
　まず、知的財産権というと、その中には、図
５に示したように、特許権、実用新案権、意匠
権、著作権や商標権といった知的創造に関係す
るもので法的権利を取得しているものが含まれ
る（図５は、特許庁ホームページにおいて示さ
れているものである）。
　一方、知的財産といった場合、法的権利を取
得している知的財産権に加えて、知的創造に関
係するものではあるが未だ法的権利を取得して
いないものも含めて意味される。また、最近で
は、そのような意味の知的財産と同じものを意
味するものとして、知的資産や知的資本といっ
た用語も多く用いられている。
　これに対して、会計では、無形資産やインタ
ンジブルズという言葉が用いられているわけで
あるが、これには、知的創造に関係する「知的
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財産」に加えて、例えば地上権や電話加入権な
ど、知的創造に関係しないものも含まれると
いったように、会計における無形資産やインタ
ンジブルズは、知的資産が意味するよりもさら
に広い意味で用いられている（表３参照）。

Ⅲ． 企業価値向上の源泉としての知的財産

１．企業価値の定義
　

　継続企業の21世紀型ビジネスモデルは、知
的財産に力点を置いて企業価値の最大化を持続
的に図っていくというものである。ここで、企
業価値について、通常「財務管理」で企業の目

出所：特許庁HP：知的財産権制度について【http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm 】

【図５】　知的財産権

✓　 知的財産
✓　 知的資産
✓　 知的資本

「知的財産権（知的創造に関係するもので法的権利を取得しているもの）」
　　　+
「知的創造に関係するもので法的権利を未だ取得していないもの」

✓　 無形資産
✓　 インタンジブルズ

「知的財産」
　　　+
「地上権や電話加入権など、知的創造に関係しないもの」

【表３】　知的財産に関係する用語の整理
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標という場合に、それは企業価値の最大化ある
いは他人資本の市場価値一定と仮定して株式価
値の最大化をさす。そのために、財務的決定で
ある投資決定や資金調達の決定及び配当決定
は、決定の基準である純現在価値法に従って決
定する時に、その目標が達成されるという。
　このように、財務管理論では、目標を企業価
値の最大化を前提にし、その基準として純現在
価値（法）を採用している。そのため、ソロモン
の言うように、継続企業を前提にすれば、富
Wは純現在価値V-Cに等しくなる 4。
　また、企業価値の最大化という目標を設定し
たならば、暗黙の前提として「市場が効率的で
あれば、自己資本の市場価値＋他人資本の市場
価値が、企業価値Wとニアイコール」という
ことになる。
　従って、この前提で財務的意思決定である投
資決定では、純現在価値（W=V-C）の基準を使
うことになる。そして、投資決定は、従来は、
設備投資や金融資産投資のみをさす場合が多
かったわけであるが、今日では、知的財産にも

適用できるようになってきている（図６参照）。
　図６ではgoing concern な現代企業の無限持
続的・長期的企業価値の最大化が描かれている。
この図でV＝e/k は、ある等比級数の合計を求
めることによって与えられる。
　以下において、それを証明する。
　１、２、３、……∞の諸年度に期待されるe
の流れをe1、e2……e∞とすれば、

V＝ e1
1＋k

 ＋ e2
（1＋k）2

…… e∞
（1＋k）∞

……＊

　＝e・ 1
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 ＋ （ 1
1＋k ）
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 ＋……（ 1

1＋k ）
∞
 

 

　＝e・ 1
1＋k

 1＋（ 1
1＋k

 ）＋ ……（ 1
1＋k ）

∞
 

（ 1
1＋k

 ）＝r とおけば、大括弧の中の等比級数

【図６】　企業価値

4　別府祐弘訳著『ソロモン財務管理論』第２章を参照されたい。
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の合計は、（ 1
1－r

 ）なる公式によって、

与えられる。これは、
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 ）
 または 1＋k

k
  に等しい。

したがって、

V＝e・ 1
1＋k

 ・ 1＋k
k
＝ e
k
 

　e1、e2……e∞の値が（年平均値でなく）それぞ
れ異なり、kも異なる場合の利益の流れについ
ては、Vの値は、*の式に示したもの以上に単
純化することはできない。

２．企業価値と知的財産

　知的財産が企業価値向上に貢献する好循環と
して、経済産業省の経営・知的資産小委員会に
よる中間報告書（以下、「中間報告書」という）
では、図７に示したような循環図が提示されて
いる。
　「中間報告書」によると、企業が企業価値の
源泉となる知的資産（本稿でいう知的財産）を活
用した経営を行い、それに関する適正な開示を
行うと、市場から適正な評価が得られるように
なり、ひいては市場で実現している企業価値が
増大することとなり、それにより、企業の資金
調達が容易になり、更なる知的資産の創造・活
用への努力や投資が増大して、企業価値の増加・
知的資産経営の強化がもたらされ、ひいてはそ
れが次なる開示につながるという好循環が生ま
れると説明されている。また、消費者や地域社
会の安全・安心にかかわる事項を企業が何らか

【図７】　企業価値と知的財産

出所： 経済産業省『産業構造審議会　新成長政策部会　経営・知的資産小委員会　中間報
告書』（2005）  33ページ。

　　　【http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.htm】
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の取組みやすい枠組みに沿って経営情報の統合
的開示に取り組むことによって、安心感を増大
させられるというメリットが期待されるという
ことが述べられている 5。
　ここでバリューチェーンとは、事業の業務連
鎖（流れ）のことである。原材料を調達し、サー
ビスを提供する過程にある開発／生産／マーケ
ティング／サービスの企業活動機能を分解す
る。そして、自社の行う事業活動ではどの部分
が価値を生み出しているか、量的・質的に知る

ことで競争優位性を認識するためのツールであ
る。そしてその為の代表的なITの知的資産と
して、サプライ・チェーン・マネジメント（SCM）
がある。それは、企業の調達・生産・輸送・保管・
販売という一連のビジネス・プロセスの最適化
を図る考え方である（図８参照）。また関連した
ITの知的資産としては、その他にERP（Enter-
prise Resource Planning）、PLM（Product 
Lifecycle Management）、CRM（Customer 
Relationship Management）などがある 6。

5　経済産業省『産業構造審議会　新成長政策部会　経営・知的資産小委員会　中間報告書』（2005）32-33 ページ。
6　 ERP ：ERP パッケージは、日本語では統合業務アプリケーション・パッケージと呼ばれる。ERP パッケージは、製造、販売、

物流、会計といったさまざまな業務を統合的に処理できる機能を持つソフトウェアである。ERP自体は広義には、「企業の
業務環境の統合管理」を指し、具体的には、「企業における生産、物流、会計などの各業務機能の最適化とバランスの確保を
企業横断的に行うための企業モデル」を指す。そして、狭義には統合業務パッケージを指す。

  PLM ：設計から製造、生産終了まで製品の生涯（ライフサイクル）にわたって費用を管理する考え方で、プロダクト・ライフサイ
クル・マネジメントの略である。情報システムを活用して部品メーカーと設計・開発情報を共有したり、生産設備や保守サー
ビスの経費を集計したりする。

  CRM ：顧客との関係を緊密にすることによって、販売の拡大を目指すカスタマ・リレーションシップ・マネジメントという手法。
CRMを効果的に実現するためには、インターネットへの対応や顧客データベース、受発注から出荷に至る情報システムを
統合的に整備することが必要となる。こうした顧客対応に必要なシステム環境を統合的に提供するのがCRMシステムであ
る。CRMは、顧客ひとりひとりの好みやニーズに対応した商品・サービスを提供することによって、顧客を離さない仕組
みを作ることを目指している。そのために、業務プロセスやデータベースを顧客中心に組み直すことが求められる。

【図８】　サプライ・チェーン・マネジメント（SCMの活用）
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　このような知的財産経営の企業価値創造・向
上効果から、最近ではその企業防衛としての役
割に熱い視線が注がれていることも否定できな
い。2007年５月の三角合併制度の解禁により、
外国企業の日本企業への買収が増加することが
予想されるからである。
　逆に、このことは同時にまた、M&Aの目的
が買収対象企業の知的財産の獲得となるケース
が今後さらに増加するものと考えられる。因に
松下電器産業会長の中村邦夫氏は次のようにコ
メントしているのである。
　「これからのM&A（企業買収・合併）は知的
財産権や技術、ノウハウを対象に考えるべきで、
事業を買う時代ではない」（2006年２月８日付
日本経済新聞・朝刊）。

３．知的財産―企業価値モデル

　知的財産と企業価値モデルに関してである
が、例えば、企業による相次ぐ環境会計の公表
は、投資家や金融機関が環境を切り口に企業を
厳しく選別する時代の到来を意味する。そして、
環境保全の取り組みの度合いが企業のフローの
収益に影響すると同時に、環境は企業の市場価
値をも大きく左右する。その場合に、松下電器
産業等に代表される現代企業の環境ビジネスに
もとめられているのは、財務管理の理論と計算
体系、なかんずく環境リスク回避の確率論的計
算スキームとリスクの割引計算によるフリー・
キャッシュフローの厳密な把握、これらとの有
機的関連のもとに編成される年次予算、そして
これらと明確に関連づけられた環境会計であろ
うと考えられる。
　そのため、科学的な経営環境マネジメント・
システムの確立が待たれているところである
が、この場合、 DCFモデル、リアルオプショ

ンによるバイノミアル（二項定理）・モデルなど
が考えられる 7。企業が行動のコースを決定し
ようとする場合に、純現在価値モデルではW ≥
0であれば、企業価値の最大化に貢献するもの
として採用され、正当化される。有限の計画期
間にわたる個別の計画案であれば、次式のよう
になる。

W＝
r

Σ
t＝1

et
（1＋k）t  －C ≥ 0 →採用

 < 0 →棄却

　リアルオプションとはあらかじめ決められた
期間（行使期間）内に、あらかじめ決められたコ
スト（行使価格）で、何らかのアクション（延期、
拡大、縮小、中止など）を行う権利のことである。
　投資機会をリアルオプションと理解するなら
ば、投資の実施過程で市場が悪化して損失が見
込まれる可能性が大きくなれば、途中でこれを
中止するか下取りするなどして、経営者が裁量
をもって柔軟な投資決定をすることができる。
たとえキャッシュ・フローが投資額を上回らな
くて純現在価値Wがマイナスのときでも、直
ちにプロジェクトを却下するのではなく、延期
オプションを行使することができる。すなわち
プロジェクトの実施を先送りして景気が良くな
るのを待って投資するのである。
　リアルオプションは、純現在価値法をベース
に柔軟性のオプションを加えた拡張された戦略
的純現在価値法であると理解できる。すなわち、

戦略的純現在価値＝伝統的純現在価値＋
　　　　　　　　　オプションプレミアム

である。
　リアルオプションの類型には、延期オプショ

7　 別府祐弘稿「Ecology と Economy－環境マネジメントとエコロジー投資信託」成蹊大学経済学部論集、第 32巻第２号、2002 年３月、
218 ページ参照。
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ン、拡張オプション、縮小オプション、中止オ
プション、転用オプションなどいろいろな種類
のものがある。
　オプション価値の評価については、ノーベル
経済学賞1997の受賞対象となった、連続時間
の場合に対するブラック・ショールス式 8が有
名であるが、このようなバイノミアルの離散時
間の場合にも応用可能である。そのソフトウェ
アは既に開発されており、これをコンピュータ
に装備することによって、現在では容易にその
理論値を算定可能である。

Ⅳ． 松下電器産業の再生にみられた企業価
値向上の試み－「破壊と創造」

１．付加価値の源泉

①　スタンシーのスマイリング
　図９は、企業における付加価値の源泉を表す
スタンシーのスマイリング、別名スマイルカー
ブと呼ばれているものである。スマイルカーブ
とは、はじめ、台湾のコンピューターメーカー
のエイサー（Acer ／宏碁電脳）社の創業者：ス
タン・シー（施振栄）会長が、エイサー社の事
業構造に関するバリューチェーンについて提唱
した概念である。
　スタン・シー（施振栄）会長により提唱され

たスマイルカーブは、付加価値を対象としたパ
ソコンについてのバリューチェーンに関するも
のである。横軸を流通の順序、上流（横軸左側）
「部品」：中央演算装置（CPU）・DRAM・モニ
ター・ハードディスクとし、中央に「組立」：
パソコンの加工組立を、そして下流（横軸右側）
は「販売」とする。そして縦軸は付加価値とする。
このとき、ちょうどこの曲線はUを描き、あ
たかもスマイリング（笑顔）のように見える。そ
して実際に、この概念をもとに経営方針を決め
て行動した結果、エイサー（宏碁電脳）社の従
業員がスマイルできるようになった（経営が上
向きになった）ことからスタン・シーはこの概
念をスマイルカーブと名付けた。
　この概念へ至るまでの経緯は、加工組立型製
品における中核部品の標準化やモジュール化
（modularity：一つの複雑なシステムまたはプ
ロセスを一定のルールに基づいて独立に設計さ
れうる半自立的なシステムに分解すること）が
進んだ結果、その製品の技術的障害が低下し、
製造への参入が容易になることで競争が激化し
たため、製品の加工組立の付加価値（率）、利益
（率）が低下したことが始まりである。スマイル
カーブを提唱したエイサー社では少なくとも上
記のような状態が観察された。そこで、スタン・
シー（施振栄）会長は、加工組立型製品におけ
る中核部品のモジュール化による市場競争に打
ち勝つために、目先の売上高ではなく、付加価

8　 時点 t における株価を St、満期がTで行使価格がKのコール・オプションの価格を ct、同じ条件のプット・オプションの価格を
Pt とおく。F.Black とM.Scholes は株価の収益率が正規分布に従うと仮定し、無裁定条件を用いると、次の偏微分方程式

 ∂ct
∂t ＋ icSt

∂ct
∂St
＋ 12 σ

2 ∂
2ct

∂S2t
－ icct ＝ 0　

 を導出できることを示した。彼らは満期のコール・プレミアムがmax｛ ST － K, 0 ｝であることを利用して、この方程式を解いた。

 c＝StN（d）－Ke－icTN（d－σ（T－t））

 ただし、d＝
log（StK ）＋ic（T－t）
σ（T－t）

＋
σ（T－t）

2

  これが有名なブラック・ショールスのオプション評価式と呼ばれるものである。ここで、N（・）は標準正規分布の分布関数を表
している。
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値に重きをおいた。そして、実行に移された後
に描かれたスマイルカーブは、エイサー社の実
際の単位あたり製品製造におけるバリュー
チェーンの段階別の付加価値生産割合のデータ
に基づくものであったという。

前提
○分工整合モデルの製品
　 （すべての製品は、分工整合モデルか統合モデ
ルかのいずれかであると記されている。すな
わち、部品ごとの生産・売買が可能なものを
分工整合モデルと定義し、そうでないものを
統合モデルと定義しているものと思われる。）
○縦軸：付加価値の高低
○ 横軸：左から右に産業の上流（部品）・中流（製
品組立）・下流（販売）

○ 付加価値の高低を決める要因：参入障壁・能
力の累積効果
　 （例えば参入障壁が高いと累積効果が高くな
る。そして付加価値も高くなる）

（注：この前提での付加価値スマイルカーブ論
はあくまでPC産業を対象とするものであり、
他業種では描かれないことはその著書 9にも記
されている。）

結論
論理的に
① カーブの概念は、時間とともに変化し、過去
の成功モデルが将来に適用できなくなる可能
性がある。
② 分工整合の環境のもと、生産のすべてをでき
る国や企業はないということである。

付
加
価
値

・技術
・製造
・規模

スピード
コスト

・ブランド
・販売チャネル
・ロジスティックス
・サービス

PCシステム

部品
グローバル競争
製品ライン別セグメント

販売
ローカル競争
国別セグメント

組立

ソフトウェア
  マイクロプロセッサ
   メモリーチップ
    液晶ディスプレイ
     特定用向け集積回路
      モニター
       ハードディスクドライブ
        マザーボード

【図９】　スタンシーのスマイリング

9　施振榮『知識經濟的經營之道』（天下生活出版股份有限公司、2000 年）。
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経験より
③スピードとコストが勝負を決める。
　 説明：スピードはコストの一部なので、ス
ピードの方が重要である。（理由：スピード
が製品の回転を早め、在庫を減らし、資金回
転率を速めるため）しかし、コストの低下に
スピードの増加は必ずしも必要ないため上記
のような記述になる。

④ カーブの左側（部品）は、世界的規模競争であ
る。また、部品の勝敗は技術・製造・規模で
決まる。中でも、生産規模が最大の決め手で
ある。
⑤ カーブの右側（販売）は地域的競争である。販
売の勝敗は、ブランド力・販売チャネル・ロ
ジスティックスで決まる。中でも、ロジス
ティックスがカギである。
　スタン・シー（施振栄）会長が提唱した後、
バリューチェーンにスマイルカーブ化が生じて
いるという議論はパソコンだけではなく、エレ
クトロニクス、情報通信産業や自動車産業にも
適用されるものとして、更に製造業全般にまで

適用の対象領域がひろげられて議論が展開され
ている。
　また単位あたりの製品製造のバリューチェー
ンを段階別に分けてみた場合の付加価値生産額
割合を対象とするのではなく、製品についての
部品・素材からサービス等までの独立した産業
を段階別に捕らえてバリューチェーンとし、そ
れらにおける付加価値率を比較の指標とするも
のもある。更にバリューチェーンの各部門間で
比較する指標も付加価値割合もしくは付加価値
率ではなく、収益性、利益割合もしくは利益率
とする議論も展開されている。

②松下のスマイルカーブ
　松下は、その経営方針の中で中村邦夫社長の
就任後の2001年以降常に『スマイルカーブ型事
業構造の実現』を掲げている。
　スタン・シーのスマイリングカーブは、縦軸
を「付加価値」とし、横軸は左から「部品」「組立」
「販売」であったが、松下では、縦軸に「付加価
値」、横軸には左から「部品」「セット（完成品）」

付
加
価
値

バリューチェーン

セット
デバイス

強いデバイス
づくり

強い商品づくり
スピーディなものづくり

サービス起点の
ビジネスモデル

サービス
ソリューションセット

デバイス

強いデバイス
づくり

強い商品づくり
スピーディなものづくり

サービス起点の
ビジネスモデル

サービス
ソリューション

•スマイルカーブの相乗効果で「超・製造業」を目指す

【図10】　松下のスマイルカーブ

出所： 松下電器産業株式会社の「創生21」より作図されたダイヤモンド2003年３
月８日号。用語表現は違うが基本概念は図９と同じ。
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「サービス」を配置したスマイルカーブをもと
に“超・製造業”を目指すことを「創生21」で中
村社長は提唱している。
　ここで言う、デバイスとは具体的にいえば半
導体、ディスプレイ、モータ、電池などのこと
である。セットはデジタルAVや家電、携帯電
話などを、サービスはeネットビジネス、シス
テムソリューションなどの事業を指している。
そしてこの三つの事業分野は「バリューチェー
ン」で結ばれており、不可分の関係にあるとい
う。バリューチェーンで付加価値をすべて取り
込み、トータルで成長する。それが超・製造業
が意味する事業モデルと言ってよい。
　松下では、このスマイルカーブがまさに１つ
のモデルとして用いられているのである。それ
が、図10である
　スタン・シーのスマイルカーブをもとに経営
戦略を練りつつも、セットの付加価値をおろそ
かにせず、市場の需要に見合った同社独自の戦
略（垂直立ち上げ方式）に合ったセット方式（セ
ル生産）を生み出した点に松下のスマイルカー
ブの大きな特徴があると思われる（112ページ
参照）。そしてこのことが松下を再生させた大
きな成功要因だと考えられるのである。スタン・
シーもスピードとコストが勝負を決めるとまで
は述べていたがその具体論は記してはいなかっ
た。
　すなわち、図９のスマイルカーブでは、組立
の付加価値が０に近い図表であるがそれは正し
くないだろう。『組立』におけるスピード（セル
生産）と在庫の工場独自管理によるコスト削減
も経営に大きく貢献することは否定出来ないの
である。
　ここから、松下が掲げる“スマイルカーブ”は、
スタン・シーのスマイルカーブをベースとした、
付加価値が全体的に従来の（スタン・シーの）ス
マイルカーブよりも高い場所に位置している曲
線である、と思われる。

　松下の改革過程で見出されるもう一つの新し
いスマイルカーブ論は、スマイルカーブは振り
子のように連鎖反応を起こすということであ
る。これはバリューチェーンでつながれた横軸：
「デバイス」「セット」「サービス」は各自個々
をそれぞれ研究開発で付加価値を生み出すのが
基本であるが、これとは別に、各自の研究開発
による付加価値の上昇は、振り子のような影響
力で、左右どちらかが上がれば、連鎖的にもう
片方が上昇していくものと思われるからであ
る。
　つまり松下の改革過程では2002年度当初、
「セット」ではシステムLSI の研究開発を独自
にすることを目標としていた。それが躍進21
計画に入り「３Dバリューチェーン」（ i）メディ
アネットワーク、ii）ホームネットワーク、iii）
セキュアプラットフォーム上で実現するユピキ
タスネットワーク）という三段階のサービス構
想戦略がサービス部門で開発された。この結果、
自動的に連鎖反応によりデバイスの付加価値が
高まることは明らかであった。そして実際に高
くなったデバイスの付加価値は、同時に、サー
ビスの付加価値をもよりレベルの高いスケール
の大きいもの（デジタル家電統合プラット
フォーム　UniPhier）へと移行する動きがあっ
た。そして、いずれこの影響はまたデバイスに
戻り、（次段階の外販などにより）より一層高い
付加価値を生み出すことになるのではないか。
すなわちデバイスとサービスは振り子のよう
に、左右どちらかが上がれば、連鎖的にもう片
方が上昇していくものと思われる。但し、この
スマイルカーブ振り子論には、背景として松下
独自のブラックボックス技術がもちろん欠かせ
ないであろう。

松下のスマイルカーブ型事業構造の特徴
・ スマイルカーブの中でも、左右均等に近いス
マイルカーブを目標とする
　 （開発の結果が販売に活かされないと意味が
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ない。サービス網を開発で活かさないと意味
がない。振り子論。）

・ スマイルカーブは“スピード”と“コスト”が勝
敗のポイントである。
　 （“組立”の部分が凹んでいるが、組立部門の
マネージメントによるコスト削減の可能なこ
とを忘れてはならない。具体的には、セル生
産など。）

・ 部品部門の研究開発はブラックボックス技術
にし、知的財産権で保護する。
　 （キービジネスに育て、外販でより儲けるこ
ともできる。今後の松下のSDメモリカード
と「３Dバリューチェーン」商品群の垂直立
上げ。）

③　環境技術と知的財産
　松下電器産業では、中村邦夫前社長による創
業者･松下幸之助の20世紀型モデルの「破壊と
創造」が行われ、 CSR を大変重視する環境立社
モデルが構築されているわけであるが、最近で
は、このCSRと知的財産とは表裏一体のもの
であると理解されている。
　これは、企業が有する知的財産というものは

必ず何らかの形で社会の役に立っているはずで
あり、松下のケースで考えると、松下が有する
技術は、松下が有する知的財産であり、社会に
役に立つ環境技術であるということである。松
下は現在、購入資材の100％グリーン化、製造
する製品の100％グリーン化を目指している。

　なお、中間報告では、「（環境を含む）CSRと
知的資産経営」について、以下のように説明し
ている 10（図11参照）。

　「特に欧州においてますます注目を集めてい
るCSRについては、ISOにおいても議論が始
まっている。企業の行動が社会的な側面を有し、
企業の社会的な責任を全うするような行動を社
会が評価することで企業の経済的利益にもつな
がり、社会の利益にもなるというwin-win の
関係を作ることが可能であることは疑いない。
　一方、CSRをめぐる議論は、社会に対して
企業が果たす責任という観点から、社会の側か
ら見た軸にしたがって企業の行動を見ていこう
とする傾向にある。社会の側からの評価軸は、
時代や国民性、対象となるステークホルダーの

【図11】　CSRと知的資産経営

出所： 経済産業省『産業構造審議会　新成長政策部会　経営・知的資産小委員会
中間報告書』（2005）　72ページ。

　　　【http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.htm】

10　経済産業省『産業構造審議会　新成長政策部会　経営・知的資産小委員会　中間報告書』（2005）72 ページ。
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価値観などによって異なるため、結果として、
CSRにおいて企業に求められる社会的な責任
の要素は、それぞれの立場からの要望の和集合
となり、極めて多岐にわたることとなる。
　企業にとってみると、そもそも自らが行って
いる様々な活動の中で、自らの得意分野となっ
ている部分は、何らかの形で社会に貢献してい
る可能性が高い。
　例えば技術に着目している企業であれば、国
全体のイノベーションに貢献しているし、省エ
ネに着目している企業は、環境への貢献があり、

地元企業との提携関係の中で事業を実施してい
る企業は、地域経済や地域社会への貢献がある。
このように、知的資産経営とCSRを重視する
経営とは、結局のところ、企業が重要と考える
価値判断に沿った価値創造を行い、経営を行っ
ていくことを、企業内部の側から評価して見た
ものか、社会の側から評価（コンプライアンス
と関係性を基本とした評価）して見たものか、
の違いと言える」。

　図12は、中村前社長の提唱した“環境立社”
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の具体像であるが、一言でいえば、付加価値の
大きいスマイルカーブの上流と下流に力点を置
いた環境経営がそれである。つまり知的財産経
営と環境経営の結合したものが、“環境立社”な
のである。
　このような“環境立社”のもとで開発されてく
る大群のグリーン製品（GP）の定義と体系は図
13の如くである。
　そしてその頂点に立つ「スーパーGP」は、例

えば図14のような商品群である。そしてそこ
で創造された環境技術、つまりブラックボック
ス技術と「スーパー GP」との対応関係は図15
のようになる。
　「スーパー GP」は毎年社長が決めることに
なっているが、具体的には、資源・エネルギー
庁が決めるエネルギー大賞を受賞した松下製品
である。最近ではそのほかに業界１位の松下製
品を「ダントツGP」と呼んで区別しているよう
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である。
　「スーパー GP」のうち、松下の代表的な家電
製品である薄型ハイビジョンテレビとノンフロ
ン冷蔵庫について、旧製品と比べた劇的な環境
性能の向上の様子を具体的に示したのが、図
16と図17である。

④　特許件数ランキング
　次に、松下が保有する特許件数のランキング

をみてみることにする。表４は、松下環境本部
より直接入手したデータであるが、この表を見
る松下の特許件数は、日本では１位、欧州と米
国では４位、中国では３位であり、知的財産で
ある特許の保有件数の多さが分かる。

⑤　特許管理会社の設立
　松下では、特許の管理にも力を入れており、
最近、日立と共同で特許管理会社も設立してい
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る。その際に、次のような特許管理会社の設立
に関するプレスリリースが公表されている。

「2005年2月7日
日立と松下がプラズマディスプレイ事業の包括
的協業で合意
　株式会社日立製作所（社長：庄山悦彦／以下、
日立）と、松下電器産業株式会社（社長：中村邦
夫／以下、松下）は、プラズマテレビ市場の一
層の拡大、発展に向けて、プラズマディスプレ
イ事業（以下、PDP事業）の包括的協業を推進
していくことで合意しました。両社は本事業に
おけるリーディングカンパニーであり、今後、
⑴開発、⑵生産、⑶マーケティング、⑷知的財
産権という幅広い分野での包括的な協業を推進
します。これにより、日本の高度な技術と斬新
な発想によって創造されたカラー PDP技術に
さらに磨きをかけ、プラズマテレビ市場をグ
ローバルに発展させていきます。…
　PDP事業を展開する上で特許は益々重要に

なってきており、日立は特許を管理する会社の
設立を検討します。松下は同会社に対する出資
を検討し、継続的且つ安定的な相互ライセンス
関係の構築を進めてまいります。11」

⑥　アニュアルレポートでの開示
　以上のように、松下では、知的財産・環境技
術に関して果敢に取り組んで来ているわけであ
るが、そのような取り組みの開示について、ア
ニュアルレポートでの開示を概観してみること
にしたい。ただしこの部分は公認会計士による
監査対象範囲外とされており、第３者認証は得
られていない。

◆ 　松下では、アニュアルレポートの一部に、
知的財産戦略というセクションを設けて、以
下のような開示を行っている 12。 

「知的財産戦略
　研究開発活動の成果は、知的財産権として認

11　松下HP【http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn050207-3/jn050207-3.html】
12　 松下2006年度アニュアルレポート、31ページ。【http://ir-site.panasonic.com/jp/annual/2006/pdf/matsushita_ar2006_j.pdf】

【表４】　特許件数ランキング

出所：松下環境本部より直接入手
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められ法的に保護されることによって、将来の
収益をより確実にするための経営資源となりま
す。当社では、知的財産権を事業の優位性を確
保する重要な要素と位置づけており、事業に貢
献し、かつ経営成果に直結する知的財産活動を
推進しています。
　2005年は、グローバルな特許出願・権利化
を積極的に行った結果、日本での特許出願件数
で１位を継続するとともに、海外でも上位を占
めました。そして、これまでに取得した特許を
有効活用し、差別化された技術の独占やクロス
ライセンスによる他社技術の利用などを通じ
て、事業競争力の強化を図りました。
　また、従来から、意匠、商標の海外での出願・
権利化も積極的に推進しています。薄型テレビ
「VIERA」の世界同時発売にあたっては、意匠
出願・権利化を25ヵ国で、商標出願・権利化
を50ヵ国以上で行いました。

　2006年度も引き続き、事業収益の拡大をめ
ざして、積極的な特許、意匠、商標の出願・権
利化をグローバルに行うとともに、所有する知
的財産権の戦略的な活用をさらに推進していき
ます。」

◆ 　また、松下では、以上のような知財戦略の
基本として、市場拡大に向けた標準化技術と
優位性確保に向けた差別化技術を２つの軸と
し、その２つを調和させるという戦略が示さ
れている（図18参照）。

◆ 　さらに、松下のアニュアルレポートでは、
特許権所有件数の推移について、国内所有件
数と海外所有件数の推移が示されており、国
内所有件数は若干減少しているが、海外所有
件数は飛躍的に伸びていること、しかも2006
年には既に50,000件近くもの特許を取得して

出所： 松下2006年度アニュアルレポート、31ページ。
　　　 【ht tp : / / i r - s i t e . p an a s on i c . c om/ j p / annua l / 2 0 0 6 /pd f /

matsushita_ar2006_j.pdf】

【図18】　知財戦略の基本
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いることが分かる（図19参照）。

◆ 　松下のアニュアルレポートでは、会計的数
値としては、注記において特許権とソフト
ウェアの金額が示されている（表５参照）。

２．「破壊と創造」による松下の再生

①　破壊と創造
　松下の全ての製品を水のように豊富に社会に
溢れさせ、水のように限りなく安価にしていけ

【図19】　特許権所有件数推移

出所：松下2006年度アニュアルレポート、31ページ。
　　　 【http://ir-site.panasonic.com/jp/annual/2006/pdf/matsushita_ar2006_j.

pdf】

【表５】　会計的数値による開示

2006年及び2005年3月31日現在の、営業権を除く無形固定資産の内訳は次のとおりです。
単位：百万円 単位：千米ドル

2006 2005 2006

取得原価 減価償却
累計額 取得原価 減価償却

累計額
平均償却
年数 取得原価 減価償却

累計額
償却対象無形固定資産
特許権 ￥39,245 ￥30,620 ￥39,183 ￥27,901 8年 $ 335,427 $ 261,709
ソフトウェア 187,336 117,821 162,794 97,035 4年 1,601,162 1,007,017
その他 37,516 12,806 34,220 11,839 18年 320,650 109,453

￥264,097 ￥161,247 ￥236,197 ￥136,775 $ 2,257,239 $ 1,378,179

出所：松下2006年度アニュアルレポート、71ページをもとに作成。
　　　【http://ir-site.panasonic.com/jp/annual/2006/pdf/matsushita_ar2006_j.pdf】
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ば、誰でも容易にその便益を享受出来るように
なる。そのような真に豊かな社会の実現へ向け
て、松下は貢献しようというのが創業者・松下
幸之助の掲げたスローガンであった。このこと
は、ある意味で十二分に達成され、同時に松下
を大発展へと導いた。
　しかしこのような大量生産・大量消費・大量
廃棄の従来社会にマッチした、創業者・松下幸
之助の20世紀型ビジネス・モデルにたいして、
21世紀の循環型社会のビジネス・モデルで解決
すべき問題を、プロダクト・ライフサイクルの
全プロセスについて示せば図20の如くになる。
　そこでは全プロセスを通じて、最適生産・最
適消費・最小廃棄をして３Rの実現が厳しく求
められているのである。
　筆者は、日本 13、カナダ、米国 14、中国 15、
タイ王国、シンガポール 16をはじめとするア

ジア・太平洋地域の松下各社を歴訪したが、ど
の工場にも例外なくエネルギー消費量グラフが
貼り出されており、日々これに記入させること
によってエネルギー診断が行なわれ、いわゆる
「見える管理」の行なわれていることが極めて
印象的であった。また、電磁誘導加熱技術で稼
働する生産設備が新に開発され、既に一部で導
入されて、大幅な消費電力の削減に成功を納め
ていた。
　前述の松下の20世紀型ビジネスモデルでは、
いわゆる“二番手商法”がとられた。知的財産の
最初の投入者は大きなリスク負担を覚悟しなけ
ればならないのでこれは他社にまかせ、そのリ
スクの克服を見極めた上で二番手として市場に
進出する。そしてコンベア生産ライン方式によ
る大量生産で大幅なコストダウンを実現した低
価格製品を、全市場に張りめぐらされた松下の

13　 別府祐弘「環境マネジメントと企業の戦略行動－松下電器産業株式会社のケース」成蹊大学経済学部論集、第31巻第１号、2000
年10月、215-248ページ。

14　 別府祐弘「環境マネジメントと企業の戦略行動－カナダ・アメリカの日本企業」成蹊大学経済学部論集、第32巻第２号、2002年
３月、153-235ページ。

15　 別府祐弘「環境マネジメントと企業の戦略行動－中国の日本企業」成蹊大学経済学部論集、第31巻第２号、2001年３月、95-136ペー
ジ。

16　 別府祐弘・境睦「環境マネジメントと企業の戦略行動－東南アジアの日本企業」成蹊大学経済学部論集、第31巻第２号、2001年
３月、137-234ページ。
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直販店網に流して大量販売することで一番手と
の競争に勝ちを納めるやり方である（例として
は、VTRにおけるソニーのベーターマックス
対松下のVHSマックロードの戦い）。
　しかし現代の成熟した循環型社会では、多品
種最適生産・最適販売が求められるようになり、
少品種大量生産・大量販売に適した流れ作業に
よるコンベア生産方式は適合しなくなった。ス
タンシーのスマイルカーブの示す如く、そこで
は一番手が市場をほとんどを占有し、川上から
川下までのスピードが求められる。技術発展が
極めて早く、市場状況の変化に合わせて次々に
イノベーションがなされなければならない。し
かも市場構造も直販店から量販店へと激変し
た。そこで松下電器産業は、個々の製品の最初
から最後まで一人の労働者が担当するセル生産
方式に切替えることによって一番手重視の、市
場における垂直立上げの販売方式に弾力的に対
応できるようにした（例としては、DVDレコー

ダー）。そうすることによって、製品一台当り
の消費電力も同時に６割削減された。
　物流面では、これまでのトラック輸送から、
コンテナによる鉄道輸送に切り替えることに
よって、エネルギー使用量を８分の１に低減さ
せた。また、2010年度までに、子会社を含め
た松下グループが所有する約14,000台の全車
を、ハイブリッド車など環境に優しい低公害車
や低燃費車に置き換えることを決めている 17

（図21参照）。更には、３Rによる廃棄物ゼロ
エミッションを日本国内で実現しているのであ
る（図22参照）。
　サービスソリューションビジネスといわれる
ものが循環ビジネスとしてあらゆる分野、新エ
ネルギー、リサイクル、廃棄物、土壌、水、大
気などの環境全般にわたって展開されており、
このうち松下の工場用として開発された環境ソ
リューションシステムが図23に示される。こ
れらは環境ビジネスとして社外に販売され、既

17　別府祐弘「環境マネジメントと企業の戦略行動－オセアニアの日本企業Ⅱ」帝京経済学研究、第 38 巻第１号、2004 年 12 月、
125-138 ページ。
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に1,000億円を上廻る売上げを計上しており、
有望な未来ビジネスの柱として育っていくこと
が期待される。
　以上のことから、グリーン製品技術、環境ソ
リューション、業務ソリューションの知的財産
によって、製品のエコ化、企業のエコ化、地域
のエコ化が促進されて、知的財産戦略と環境マ
ネジメントの結合した「環境立社」が成立する。

そして21世紀型ビジネスモデルとして環境ビ
ジネス発展型シナリオが描かれて来るのである
（図24参照）。

②　株価の回復
　以上のような中村前社長による「松下幸之助
の20世紀型ビジネスモデルの破壊」と「環境立
社」の21世紀型ビジネスモデルの創造の成果で
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あるが、図25の株価のチャートを見てみると、
2003年度を境として株価が急速に回復してお
り、このビジネスモデルは、成功裏に終わって
いることが分かる。現在の大坪文雄新社長の使
命は、「破壊と創造」を終えた松下を「安定成長
路線に乗せること」であり、現在５％の営業利
益率を2010年までに10％にするのを目標とし
ている。

③　業績の回復
　さらに、売上高、営業利益（損失）、税引前利
益（損失）、および当期純利益（損失）の推移をみ
てみると、2002年度には実に4278億円もの巨
額な当期純損失を計上し、倒産の危機感が全社
を走ったわけであるが、2006年には1,544億円
の当期純利益黒字計上に至っている。また、売
上高、営業利益などの業績も急速に回復してい
ることが分かる（図26参照）。

【図25】　松下の株価チャート

出所： 松下のHPに掲載されていた（C）Daiwa Institute of Research Ltd. による松下
の株価チャートに筆者加筆
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④　ブランド力の回復
　一般の消費者とビジネスマンを対象に、自分
必要度やビジネス有用度、独自性、愛着度およ
び企業魅力度などを指標として算出された日経
リサーチによるブランド認知指数（PQ：Brand 
Perception Quotient）の順位をみてみると、松
下のブランド力は、2003年から2005年にかけ
て12位から７位とランクが上がっており、こ
のような視点からも松下の回復をみることがで
きる。なお、PQは、対象をコンシューマとビ
ジネスパーソンとして、自分必要度、ビジネス
有用度、独自性、愛着度、企業魅力度、プレミ
アムや推奨意向を指数化したものである（ラン
キングについては表６、指数については図27
を参照）。

３．松下にみられる問題点

　ここまで見てきたように、松下による企業価
値向上の試みは成功しているわけであるが、そ
こには問題点もみられる。松下社内において環
境・知的財産への取り組みが十分に行われてき
ているということについては、ここまでで明ら
かとなっているわけであるが、環境への取り組
みの開示については環境報告書の公表などによ
りかなりの程度に行われている一方で、知的財
産の情報が圧倒的に不足しているのである。本
稿では、松下において開示されている知的財産
の情報を見てきたが、調査の結果、本稿で示し
た以上の知的財産の情報は開示されていなかっ
た。

【図26】　松下の業績（売上高・営業損益・税引前損益・当期純損益）

出所：松下HP
　　　【http://ir-site.panasonic.com/jp/factbook/j02.html】
　　　【http://ir-site.panasonic.com/jp/annual/2006/pdf/matsushita_ar2006_j01.pdf】
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　開示について、会計的に貸借対照表で考えて
みると、企業価値と貸借対照表にオンバランス
されているものとの間にはギャップがある。こ
のギャップの中には当然市場の期待など不確定
なものも含まれてはいるが、そのようなものが
含まれていないと仮定した場合、そのギャップ
は主にオンバランスされていない無形資産であ

ると考えられる（先述したように、無形資産は
知的財産をも含むものである）（図28参照）。
　既に指摘したように松下においては、そのよ
うな知的財産の情報が不足しているわけである
が、この情報のギャップを埋める方法としては
２つの方法が考えられる。１つ目の方法は無形
資産をオンバランスするという方法、２つ目の

【表６】　日経リサーチによるPQ（Brand Perception Quotient：ブランド認知指数）

出所：日経リサーチ・ブランド戦略サーベイ
　　　【http://www.nikkei-r.co.jp/co_brand/pdf/pq_synthesis06.pdf】

【図27】　ブランド認知指数（PQ：Brand Perception Quotient）

出所：日経リサーチ・ブランド戦略サーベイ
　　　【http://www.nikkei-r.co.jp/co_brand/practical01_02.html】
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方法はオンバランスはしないけれども知財報告
書や知的資産経営報告書でその情報を開示する
という方法である。１つ目の無形資産のオンバ
ランスという方法に関しては、会計の制度的な
問題であるため、松下の社内努力により情報不
足を解消できるというものではない。一方で、
２つ目の知財報告書や知的資産経営報告書など
においての開示という方法は、松下の社内努力
により情報不足を解消できる方法であると考え
られる。

Ⅴ．知的財産を巡る様々な試み

１．知的財産情報の開示

①　知的財産報告書を開示している企業
　企業による知的財産情報の開示であるが、知
的財産報告書において詳細な情報を開示してい
る企業は以下のとおりである 18。

■　オリンパス株式会社 
■　株式会社ブリヂストン 
■　株式会社日立製作所 
■　コニカミノルタホールディングス株式会社 
■　井関農機株式会社 
■　旭化成 株式会社 
■　株式会社東芝 
■　横河電機株式会社 
■　JSR 株式会社
■　カブドットコム証券株式会社 
■　日立化成工業株式会社
■　三井造船株式会社 
■　キッコーマン株式会社
■　三菱重工業株式会社 
■　アンジェスMG株式会社
■　東京エレクトロン株式会社 
■　味の素株式会社 
■　太平洋セメント株式会社 

② 　アニュアルレポートに知的財産情報を含め
ている企業

【図28】　情報のギャップ

18　経済産業省HP【http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html】より作成。
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　松下を含む以下に示した企業が、アニュアル
レポートに知的財産情報を含めているが、この
方法により開示を行っている企業では、知的財
産報告書を公表している企業と比較すると、圧
倒的に情報が不足している 19。

■　武田薬品工業株式会社 
■　オムロン株式会社 
■　住友金属工業株式会社
■　 NTN株式会社 
■　日本電気株式会社（NEC）
■　三菱電機株式会社
■　富士通株式会社
■　株式会社ＮＴＴドコモ
■　松下電器産業株式会社
■　セイコーエプソン株式会社
■　中外製薬株式会社

　知的財産報告書の開示項目としては、以下の
項目があげられる 20。

・中核技術と事業モデル
・研究開発セグメントと事業戦略の方向性
・研究開発セグメントと知的財産の概略
・技術の市場性、市場優位性の分析
・ 研究開発・知的財産組織図、研究開発協力・
提携
・ 知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術
流出防止に関する方針（指針の実施を含む）
・ライセンス関連活動の事業への貢献
・特許群の事業への貢献
・知的財産ポートフォリオに対する方針
・リスク対応情報

③　知的資産・経営報告書を開示している企業
　以下に示した企業において、知的資産・経営
報告書が公表されている 21。

■　住友金属工業株式会社 
■　株式会社ニーモニックセキュリティ
■　ネオケミア株式会社 
■　日本政策投資銀行 
■　株式会社オールアバウト 
■　株式会社データプレイス 
■　有限会社 AirNavi 環境計画 
■　株式会社 エマオス京都
■　有限会社 魁半導体 
■　株式会社 プロテインクリスタル
■　株式会社 センテック 
■　テルモ株式会社 

　知的資産・経営報告書の開示雛形は、以下の
ようになっている 22。

【本文】 
（全般）基本的な経営哲学 
事業の性格の概要 
（過去～現在） 
A．過去における経営方針 
B．（Aに基づく）投資（実績数値を含む） 
C． （A、Bに基づき）その企業に蓄積された固
有の知的資産やそれをベースとした強み、
価値創造のやり方（裏付けとなる知的資産
指標を含む） 

D． （Cの価値創造の結果としての）利益などの
業績（数値を含む） 

（現在から将来） 
（C及び過去から現在に関する評価に基づき） 

19　経済産業省HP【http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html】より作成。
20 経済産業省『知的財産情報開示指針』（2004）9-16 ページから作成。
21 経済産業省HP【http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.html】より作成。
22 経済産業省『知的資産経営の開示ガイドライン』（2005）4-5 ページから作成。
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E． 企業に定着し、今後も有効である知的資産
とそれをベースとした今後の価値創造のや
り方（裏付けとなる知的資産指標を含む） 

F． 将来の不確実性／リスクの認識と、それへ
の対処、及びそれらを含む今後の経営方針 

G． （Fの経営方針に沿って）必要な知的資産の
維持・発展のために行う新規／追加の投資
（数値を含む） 

H． （これらをベースに）予測される将来利益等
（数値目標を含む） 

【別添】 
その他の知的資産関連指標（任意）

　このような知財報告書や知的資産・経営報告
書の開示は、無形資産のオンバランスという松
下の社内努力により知財情報の不足を解消でき
ない会計制度の問題とは違い、松下の社内努力
により情報不足を解消できる方法であると考え
られるため、松下においても、このような知財

報告書や知的資産・経営報告書による知的財産
の十分な開示が期待される。

　なお、知的資産・経営報告書を始めて公表し
たのは、All About 社という企業であるが、そ
の報告書において、特に注目すべきIC Rating
というものを、図29に示しておくことにした
い。これは、例えば、企業のブランド、顧客、
経営陣、従業員といった知的財産の要素に関し
て、それぞれ、効率性、革新力、事業のリスク
の観点から、債権の格付けのように、AAA、
AA、Aといった記号を用いて評価していくも
のである。

２． 無形資産のオンバランスと無形資産の価値
評価

①　無形資産の価値評価の試み
　先述したように無形資産のオンバランスに関

【図29】　All about 社の知的財産経営報告書におけるIC Rating

出所：　All about 社 HP 【http://www.actcell.com/pdf/irmagazine.pdf】



－ 130 －－ 130 －

しては、会計制度的な問題であるため、松下の
社内努力により情報不足を解消できるというも
のではないが、無形資産のオンバランスに影響
を及ぼす試みとして、会計において現在、どの
ような試みが行われているかということを簡単
にみておくことにしたい。
　会計では近年、知的財産を含む無形資産の価
値評価の試みが進んでおり、2006年９月には
米国の会計基準設定主体であるFASBから公
正価値測定の基準であるSFAS157号「公正価
値測定」が公表され、それが無形資産の測定に
も適用されることとなる（表７参照）。さらに、
会計基準以外でも独自の手法として、ブランド
価値評価のモデルや特許権の価値評価の手法も
開発されつつあり23、このような価値評価の試
みは、知的財産を含む無形資産のオンバランス
に大きく影響を及ぼすものと考えられる。

【表７】　 FASBによる公正価値測定に係る会計
基準作成の動向

2004年 公開草案「公正価値測定」

2005年 プロジェクトアップデート
「公正価値測定」

2005年 作業草案「公正価値測定」
2006年 作業草案「公正価値測定」
2006年 SFAS157号「公正価値測定」

②　公正価値の定義と測定手法
　SFAS157号では、公正価値（FV：Fair Value）
とは、市場参加者同士の取引において、測定日
に資産もしくは負債の対価として受領される
もしくは支払われるであろう価格である
（par.5）と定義されており、公正価値測定には、
以下のマーケットアプローチ、インカムアプ
ローチおよびコストアプローチのうちの１つも
しくは複数の測定手法が用いられるとされてい

る（par.18）。

◆マーケットアプローチ
　市場における取引（ビジネスを含む）から生じ
た価格およびその他の関連情報（比較可能な資
産または負債の取引など）を用いる方法
（par.18a）。

◆インカムアプローチ
　キャッシュフローや収益などの将来の数値
を、現在価値に割り引く方法（par.18b）。
＊ これは、特に無形資産の測定方法として言及
されている。

◆コストアプローチ
　ある資産のサービスキャパシティを取り替え
ることができる価額（現在取替原価）を用いる方
法（par.18c）。
＊ これは、代替的な資産を取得もしくは再構築
するためのコストに陳腐化分を調整したもの
であり、陳腐化の種類としては、物理的なも
の、機能的（技術的）なもの、経済的なものが
ある。

③　公正価値のヒエラルキー
　SFAS157号では、以上のような手法にイン
プットする数値について、そのインプット数値
の信頼性の程度に基づき、３つのレベルからな
る公正価値のヒエラルキーが提示されている 
（pars. 22-31）。なお、ここで着目すべき点は、
測定手法自体ではなくそのインプット数字自体
に焦点が当てられているということと、信頼性
が最も高いレベル１が最も優先され、信頼性が
最も低いレベル３が最も優先されないというこ
とである（表８参照）。

23 ブランドの価値評価については、知的財産総合研究所［編］・広瀬義州他［著］（2003 年）が詳しい。また、特許権の価値評価に
ついては、広瀬義州他［著］（2006 年）が詳しい。
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　以上のように、会計上では価値評価の議論が
進んでいるわけであるが、これにより知的財産
を含む無形資産の価値評価が促進し、オンバラ
ンスされる無形資産が増加し、ひいては開示の
ギャップの一部が解消されることが望まれる。

Ⅵ．21世紀型ビジネスモデルの展望

１．会計ビッグバンと財務管理

　会計ビッグバンの幕開けともいえる2000年
度から上場会社は、すべて連結会計方式による
ディスクロージャー（開示）が義務づけられる
ことになった。そればかりでなく、2000年４
月１日以後開始する事業年度から金融商品会計
が導入され、まさに国際会計基準への統合の流
れが見てとれるようになった。さらには、1999
年４月１日からの税効果会計及び2005年４月
１日からの減損会計の導入は、投資家が企業の
収益力や財務内容をより正確に把握できるよう
に、会計情報の歪みを是正するものとして期待
されている。
　さて企業価値についてであるが、通常、「財
務管理」で企業の目標という場合に、それは企
業価値の最大化あるいは負債の市場価格一定と

仮定すれば株式価値の最大化をさす。そのため
に、財務的決定である投資決定や資金調達の決
定及び配当決定は、決定の基準である純現在価
値法に従って決定する時に、その目標が達成さ
れるという。
　一方、会計学でいう総資本は、最近の金融商
品会計にみられるような時価主義会計への流れ
によって、例えば、企業結合時などには自己資
本を公正価値で評価するようになってきた。ま
た、資産に含まれる無形固定資産も例外ではな
く、特許も、それがもたらす経済的効果を計量
的数値であるキャッシュフローに置き換えて、
それを「公正価値」すなわちキャッシュフロー
の割引現在価値に換算するような試みがなされ
るようになってきている。
　現在、財務管理論と会計学では同一の方向を
向いていると言えるが、財務管理論では、目標
の企業価値の最大化を前提にし、その基準とし
て純現在価値（法）を採用しているため、継続企
業を前提にすれば、富（Wealth, W）は純現在価
値（V-C）に等しくなる。資源の配分を決定する
財務管理では、純現在価値を用いることによっ
てのみ、富の最大化を保証できるということに
なる。
　また、企業価値の最大化という目標を設定し
たら、暗黙の前提として、「市場が効率的であ

【表８】　SFAS157号における公正価値のヒエラルキー

レベル1
（pars.24-27）

報告企業が、測定日にアクセスすることができる活発な市場における
同一の資産や負債の観察可能な価格。

レベル2
（pars.28-29）

活発な市場における直接もしくは間接的に観察可能な数値で、レベル
１以外の数値。
（ex）活発な市場における類似の資産もしくは負債の価格。

レベル3
（par.30）

観察可能ではない数値。
＊ 企業独自の数値を用いる場合、可能な場合には必ず、企業独自の要
素を取り除くこと。

高

低

信
頼
性
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れば、株式時価総額＋負債価値＝企業価値W
になる」といえ、従って、この前提で財務的意
思決定である投資決定では、純現在価値
（W=V-C）の基準を使うことになる。ここに、
投資決定はこれまでは有形資産である設備投資
や金融資産投資のみをさす場合が多かったが、
今日では無形資産にも適用できるようになって
きた。
　環境ビジネスにおける環境技術の持つ資産価
値の評価もビジネスの取引の対象となってきて
いる。その評価もまた「公正価値」として会計
学ではもっぱらDCF法を使ってその評価をす
るようになってきている。松下では環境ビジネ
スのビジネス・チャンスをフリー・キャッシュ
フローの割引現在価値あるいは企業価値の評価
で未だなされていないのが、問題といえる。つ
まり、「松下に見られる問題点」としては、以
上のことと無形資産の情報開示不十分というこ
とである。

２． 環境立社と知財戦略による「新しい豊か
さ」の追求＝21世紀型モデル

　環境立社と知財戦略による「新しい豊かさ」
への果敢な挑戦、これこそが松下電器産業の構
築した現代の循環型社会で持続可能なビジネス
モデルといえる。この「新しい豊かさ」の追求
は同社では、ファクターＸなる環境指標で測定
されて具体的に進められているのである（図30
参照）。
　先進国に温室効果ガス排出量削減を課す初め
ての国際条約、いわゆる京都議定書が2005年
２月16日に発効した。これによると38の先進
国（または先進国となりつつある国）が2008年
から2012年までに合わせて1990年レベルの
５％の温室効果ガス排出量の削減に合意したわ
けである。そこで求められている日本の削減目
標は－６％（1990年から2000年までのCO2の
排出量実績：＋10.7％）である。これを受けて
わが国の地球温暖化対策推進大綱で割当られた
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家庭部門の2010年の目標値は1990年比98％と
いう厳しいものである。これに対して図31の
示す如く、家庭部門CO2の排出量は1990年比
129％と予測されているから、この部門の省エ
ネ目標は約30％ということになる。
　このもとに策定された松下のグリーンプラン
2010におけるファクターXの目標値が、表９
に示されている。そして表10は松下のスーパー
GPの製品群がこの目標値を既に大幅に上廻っ
ていることを示している。そこで松下の全製品

のファクター Xをこれらに近づけていって、
グリーンプラン2010を全体として達成するの
が松下の経営戦略の主要な柱となってくるので
ある。
　本稿で説明したような知財戦略と環境マネジ
メントによる以上の「環境立社」の実現は、「新
しい豊かさ」を社会へ波及させていくことに他
ならない。そしてこのことこそが、21世紀の
循環型社会における真の豊かさを意味するであ
ろう（図32参照）。
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Ⅶ．おわりに

　21世紀初頭のこの松下の危機に対峙して、
初心に立ち返ることが最善との判断により、中
村会長が社長時代に全社員に向けて発信した通
達文を、最後に紹介しておくことにしたい。

　弊社は、「企業は社会の公器、事業を通じて
社会に貢献するという考えを基軸とする経営理
念を不変のものとし、創業以来あらゆる活動の

根幹としてきました。
　この経営理念のさらなる実践が求められる今
日、弊社は、企業倫理を徹底し、透明性の高い
事業活動を行い、そして、説明責任をしっかり
と果たしていく「スーパー正直」な企業であり
続けたいと願っております。

　今日の松下電器産業株式会社の経営理念は、
環境立社と知財戦略によるビジネスモデルで
「社会の公器」として事業を通じて社会に貢献
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するということである（図33参照）。特許訴訟
やリコール問題など障害は多いが、「スーパー
正直」に透明性を高めることを経営理念とする
松下電器産業が率先してその困難を乗り越え
て、知的財産と企業価値の間のギャプを少しで
も埋めて社会的責任を果たしてくれることが期
待されよう。

　松下電器産業のV字回復にみられるように、
企業価値向上に貢献するものとして、近年、知

的財産と環境マネジメントが重要な役割を果た
すようになってきた。一方、松下電器産業につ
いては、知的財産の開示方法に関して、同社の
優れた環境報告書と財務諸表での開示の前例に
ならって、知的財産情報についても何らかの第
三者認証の添付された知的財産報告書と財務諸
表での一層行き届いた開示が強く望まれる。知
的財産経営の先進企業・松下電器産業における
優れた経営理念からすれば、このことの実現さ
れる日は近いと思われる。
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