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● 製造ラインの増設

• 熊さん：うちの「○○を検出する装置」を増産するために、新たに製造ラ
インを増設することになってね。

• □□銀行の融資課に、融資を申し込んでいるんだが、3週間経っても回
答をもらっていないんだよ。

• ご隠居：それって、稟議が下りていないということだよ。もっと、早く気づ
いてアクションをとらなきゃ。

• 熊さん：△△融資課長は、「○○を検出する技術は素晴らしいですね」
と言っていたのに、稟議が下りないのはなぜだろう。

• ご隠居：その技術をどこまで理解していただいたかでしょうね。通常、融
資判断というのは、会社の財務的な内容が７割、技術内容など非財務
的な内容が３割でおこなうらしいよ。

• 熊さん：・・・

• ご隠居：融資課長に理解してもらうだけじゃだめで、客観的な評価がな
いと、□□銀行内部での稟議が難しいかも知れないよ。
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製造ラインの増設でなく、資金需要なら大変なことになってましたね。
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事業名：中小企業の技術評価（知財評価）を核とするアイデア実現化
に向けた伴走型支援事業

評価実施機関：一般社団法人 知財経営ネットワーク（IPN）
連携機関：大阪府商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課

地方独立行政法人 大阪府立産業技術総合研究所
京都府中小企業技術センター
豊中商工会議所
特定非営利活動法人 兵庫県技術士会
ビズサポート(株)

本事業は、2015年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（近畿経済産業局：地域中
小企業知的財産支援力強化事業）により実施しています。



１．技術評価の概要

○自社の技術が評価されない悩み

日本のモノづくりからソフト産業まで、多くの企業は固有の技術力やノウ
ハウ、知的財産権などを有している。しかし従来は、評価者による主観
的要素が強く、客観的な評価となっていない。

自社の技術の「良さ」を客観的に評価することは、ますます重要になって
きた。

•開発途上技術や開発した技術の貢献度の判断

•他社あるいは提携先保有技術の評価（M&Aなど）

•開発資金を融資する際の融資先保有技術の評価

•ライセンス供与対象となる「特許技術」の評価

•事故が発生した際の対象技術の鑑定（ＰＬ）

•知的資産経営報告書における保有技術の客観的評価（市場性など）

•自社保有技術と他社保有技術の客観的な差異
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１．技術評価の概要

○各分野の専門家が「客観的」「数値化された」評価を行う

企業固有の技術力、ノウハウ、市場性、知的財産の価値な
ど「非財務情報」を３６の項目に分け、目利きのできる各分
野の専門家（技術士、弁理士、中小企業診断士など）が、「
客観的」「数値化された」技術評価書を作成する。

技術評価書から判断できること。
•技術そのものは業界水準に比べてどのくらいの水準か

•経営的にプラスになるか（利益を生む サステナブル）

•権利化できるか

•他社の追随を許すか

•市場性はあるのか

•製造過程（工場）は改善の余地があるか

•環境に配慮しているか

など
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１．技術評価書の概要

○技術移転（マッチング）

業務提携、販路開拓、融資判断など

技術評価書は、企業固有の「非財務情報」を可視化する。

これにより、各企業で自社の技術水準を把握し経営計画の
策定に活用できるとともに、可視化された評価項目により、
他企業とのビジネスマッチングや、金融機関の融資判断材
料などに活用できる。
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スライドのダウンロード先はこちらです。

http://ip-net.org/



１．技術評価書の概要
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中小企業

マッチング・業務提携

他企業
共同研究

大学・公設試
技術評価書作成（ＩＰＮ）

調整・
支援

技術評価書
作成依頼・納品

融資

技術評価書
作成依頼

技術評価書納品

金融機関



２．技術評価の項目
大分類 中分類 評価のポイント

(1) 独自性

①独創性 保有する技術に関わる商品、デザイン性、ブレークスルー性を評価する。

②維持継続 保有する技術に関して、大学・公設試との連携を積極的に図っているかを評価
する。技術継承ができているか評価する。

③特許性 保有する知的財産の進歩性、新規性、ノウハウを評価する。

(2) 適用性

①差別化の程度 従来技術との差別化が大きいかどうか、差別化による卓越した訴求力を有す
るか、顧客の満足度を高めるか、を評価する。

②環境適合性
保有する技術が環境に適合するものであるか評価する。半導体基板はリード
レス（鉛なし）半田を使用しているか、CO2の排出基準を満たしているか、業界
基準に比べて省エネルギーあるか、確認する。

③他技術との融合 単独では活用できなくても、他の技術と融合することで活用できる。

(3) 市場性

①成長性 成長規模、占有規模、海外需要の観点から保有する技術を使用した製品・サ
ービスを展開し成長させることのできる市場を評価する。

②競争性 技術の独自開発、市場の独自開拓、製品の独自販売ができるか、評価する。

③獲得性 要素技術、応用技術、周辺技術に分けて、市場の獲得性を評価する。

(4) 実現性

①サービス体制
品質管理、原価管理、など生産を支援する管理体制やこれを実現する目的で
ITの活用が進められているか評価する。ISO9001、ISO14000などの認証を取得
しているか評価する。

②事業遂行能力 経営者の技術開発への取り組み、コンプライアンス、事業承継、ネットワークな
どへの取り組みを評価する。

③組織体制 研究開発を行うための人材や組織体制が構築されているか評価する。人材育
成体制、資格取得などへの取り組みを評価する。
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２．技術評価の項目（独自性）

大分類 中分類 小分類 コメント

1 独自性

1 独創性

1 商品性 製品、サービスなどの商品性を評価する。

2 デザイン性 製品、サービスなどのデザイン性を評価する。

3 ブレークスルー性
コスト、品質、開発時間のトレードオフを解決できて
いる。製品・サービスが従来のものと質的に異なる。

2
維持継
続

4 産学連携
大学・公設試との連携を積極的に図っている。
研究開発費用を計画的に計上している。

5 産産連携
他企業との連携を積極的に図っている。
他企業の技術情報を収集している。

6 技術継承 技術継承ができている。

3 特許性

7 進歩性・新規性 進歩性（advance）・新規性（new）を評価する。

8 事業への寄与 事業への寄与の程度を評価する。

9 ノウハウ 独自のノウハウ（技術的知識と経験の集積）がある。
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２．技術評価の項目（適用性）

大分類 中分類 小分類 コメント

2 適用性

4
差別化
の程度

10 オンリーワン
従来技術との差別化が大きい。独自のコア技
術を有する。

11 顧客満足
顧客の要求を聞き取る能力があり、顧客要望
を満たす。

12 優位性 差別化による卓越した訴求力を有するか。

5
環境適
合性

13
リデュース・リユース・リサ
イクル

３Ｒを評価する。

14 安全性
保有する技術が環境に適合するものであるか
評価する。製造過程での安全性。製品使用時
での安全性確保。

15 省エネルギー
製造過程が省エネルギー。製品が省エネルギ
ー。

6

他技術
との融
合

16 技術統合
単独では活用できなくても、同一分野の技術と
統合することで新しい製品ができる。

17 技術融合
他の分野の技術と融合することで新規の技術
分野が創造できる。

18 技術革新 他の技術を引き付ける技術である。
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２．技術評価の項目（市場性）
大分類 中分類 小分類 コメント

3 市場性

7 成長性

19 成長規模
保有する技術を活用した製品の市場の成長規模を
評価する。

20 占有規模
保有する技術を活用した自社製品の市場での占
有規模を評価する。

21 海外需要
保有する技術を活用した製品の海外市場における
需要を評価する。

8 競争性

22 技術の独自開発 自社開発体制が構築できている。

23 市場の独自開拓 市場の独自開拓が可能かを評価する。

24 製品の独自販売 製品の独自販売ができるかを評価する。

9 獲得性

25 要素技術
要素技術として、多角的な分野に活用でき、市場
獲得性に富むかを評価する。

26 応用技術
応用技術として、市場の先行性があるかどうか評
価する。

27 周辺技術 周辺技術として、市場を獲得できるか評価する。



２．技術評価の項目（実現性）

大分類 中分類 小分類 コメント

4 実現性

10
サービ
ス体制

28 生産管理
品質管理、原価管理、など生産を支援する管理体
制がある。

29 ＩＴの活用
生産管理などを実現する目的でITの活用が進めら
れている。インターネット販売を実施している。

30 認証取得
ISO9001、ISO14000などの認証を取得している。改
善活動（PDCA)を進めている。

11
事業遂
行能力

31 コンプライアンス
経営者の技術開発、コンプライアンスへの取り組
みがある。

32 事業承継 経営者の事業承継への取り組みがある。

33 ネットワーク
経営者が異業種交流などネットワーク活用を行っ
ている。

12
組織体
制

34 研究開発体制
研究開発を行うための人材や組織体制が構築さ
れている。

35 人材育成体制 OJT、OFF-JTが適切に行われている。

36 資格取得体制
従業員に資格取得を勧め、支援する体制を構築し
ている。



２．技術評価の項目（技術分野の詳細）
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大分類 中分類 小分類 備考

1 機械・装置

1 機械

1 機械・流体

製造業2 機械・材料

3 機械・動力

2 設備

4 ロボット（メカトロ）

制御系5 計測・制御機器

6 電気設備

3 輸送機器

7 機械システム

ロジスティツク系8 舶用・海洋機器

9 航空機・宇宙

2 サービス

4 情報

10 コンピュータ

IT系11 ソフトウェア

12 ネットワーク

5 評価

13 衛生

環境系14 経営

15 環境

6 サイエンス

16 地質
土木・建築系

17 地球物理・地球化学

18 生物 医療・バイオ系



２．技術評価の項目（技術分野の詳細）
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大分類 中分類 小分類 備考

3 材料系

7 電気電子

19 電気応用

エレクトニクス系20 電子応用

21 情報通信

8 化学

22 無機・有機化学

高分子系23 繊維

24 燃料

9 金属

25 金属

資源開発系26 資源開発

27 資源循環

4 社会・インフラ

10
第一次
産業

28 農業

非製造業29 林業

30 水産業

11 建設

31 陸上土木・建築構造物

建設系32 海洋土木・建築構造物

33 水道

12 エネルギー

34 発送配変電

エネルギー系35 ロジスティックス

36 エネルギー・原子力



３．技術評価結果の可視化

大分類→中分類→小分類で可視化
大分類 Ⅰ独自性 Ⅱ適用性 Ⅲ市場性 Ⅳ実現性
→中分類 各項目を３分割（１２項目）
→小分類 さらに各項目を３分割（３６項目）

絶対尺度：小分類得点 ５×３６＝１８０
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３．技術評価結果の可視化
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４．技術評価書の実際①
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４．技術評価書の実際②
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４．技術評価書の実際③
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４．技術評価書の実際④
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４．技術評価書の実際⑤
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４．技術評価書の実際⑥
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４．技術評価書の実際⑦
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４．技術評価書の実際⑧
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４．技術評価書の実際⑨
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４．技術評価書の実際⑩
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４．技術評価書の実際⑪
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５．マッチングの事例

・○○測量㈱
大手ゼネコンとの産産連携が実現した。

28

トンネル内部の形状を計測する技術が大手建設会社各社に
採用されている。



５．マッチングの事例

・○○測量㈱

29

一般的な測量業務をはじめ、近年は構造物の維持管理ニーズの高まりを
背景に、既存構造物を対象とする調査事業を展開している。
周囲の形状を瞬時に大量の点として取得する計測機器「3Dレーザースキ

ャナ」や、離れたところから構造物のひび割れや形状を計測できるひび割
れ計測システム「スパイダー（蜘蛛）」（自社開発）等を用いて、迅速且つ正
確な計測サービスを提供できる。

スパイダーの販売・計測業務に関しては、国内のみならず海外展開に向け
た取り組みを進めている。
⇒

トンネル内部の形状を計測する技術が大手建設会社各社に採用されてい
る。



５．マッチングの事例

・○○製作所㈱
大手機械メーカと産産連携が実現した。

30

SUS、アルミの精密加工を専門に行う会社の加工技術が某大
手航空部品会社に採用された。



５．マッチングの事例

・○○製作所㈱

31

小物から大物（３ｍ８０ｃｍ径）までの加工に対応可能である。
空調の利いた清潔な工場で、精密加工を行い、検査体制も整っている。
反面、量産品は苦手とする。
溶接は、SUSに対応できる。
ブレード関連の受注はないが対応可能である。
非鉄金属の材料では、アルミ部品の加工を行う。
大手金属会社が手がけている新幹線の台車も製造する自信がある。
大阪ガスが展開しているオープンイノベーションに応募したことがある。

社長みずからカウンセリングし、顧客のニーズに合った工法を提案するこ
とが特色である。
⇒
SUS、アルミの精密加工を専門に行う会社の加工技術が某大手航空部品
会社に採用された。



５．マッチングの事例

・○○テック㈱
大学との産学連携が実現した。

32

新型空気清浄器を大学シーズを用いて開発している。



５．マッチングの事例

・○○テック㈱

33

1990年、○○大学理工学部を卒業し、○○サイエンス㈱を経て、2003年に
ベンチャー企業を設立した。
設立以来、空調装置を開発し、厚生省認定を受けている。
2010年、○国環境省と共同開発を行い、環境処理装置を開発した。
2013年、経済産業省「ものづくり日本大賞」優秀賞を受賞した。
「凄技」などの番組で取材を受ける。
各大学の教授と深いネットワークを構築している。
⇒
新型空気清浄器を大学シーズを用いて開発している。



５．マッチングの事例

・○○環境㈱
ＩＣＴ企業と産産連携が実現した。

34

産廃処理の管理票をインターネットで閲覧できるサービスを
ICT企業と共同で立ち上げた。



５．マッチングの事例

・○○環境㈱

35

産業廃棄物処理を主たる業とする。
クラウドサービスのひとつであるJoinCloud（㈱ジョイン・ドットコム）を活用し、産業廃
棄物管理票「マニフェスト」の管理情報を顧客に提示するサービスを実現した。
独自の情報システムをIT企業と開発した。
①㈱ジョイン・ドットコムが提供するJoinCloud（営業支援情報システム）のサービスを
活用する。
本システムは、登録制で、IDとパスでログインし、様々な提供機能を利用できる。
ユーザの情報処理機器は、インターネットに接続できるパソコン（PC、iPadなど）で
あればよく、接続するユーザ数×5000円程度の使用料を毎月支払う。

②排出事業者、収集運搬事業者、処分事業者が個別に管理・運用していた廃棄物
管理データをこのJoinCloud上に構築し、データの共有を実現する。

③クラウドサービスを活用することで、インターネット機能のある情報端末さえあれ
ばシステムを運用でき、初期投資が少ない、将来の改良が容易などメリットが多い。

⇒
産廃処理の管理票をインターネットで閲覧できるサービスを、ICT企業と共
同で立ち上げた。



６．ワークフロー

・技術評価書が納品されるまで
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企業から
の申込み

経営者への
ヒアリング
（2回）

事前調査
文献調査

技術評価
（簡易知財評価
を含む）

技術評価書
の作成

各分野の専門家
による評価

複数分野の専門家
によるチェック

技術評価書
の活用

・技術移転
・共同開発
・融資 等

IPNが包括的に監理

目利き 可視化 マッチング

企業情
報記入
シート
に入力

訪問調査

オプション



６．ワークフロー（企業申込み）

・フェーズ１：
①企業情報記入シートに入力
②知財経営ネットワークにおいて
専門家による事前調査・文献調査
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６．ワークフロー（訪問調査～納品）

・フェーズ２：
①専門家による３６項目の訪問調査（半日：２～３
時間程度を2回実施）で技術評価書を作成
技術評価書の種類：ものづくり

建設
ＩＴ（コンピュータ）

②専門家による評価内容解説、改善提案
簡易版知財評価
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６．ワークフロー（技術評価書の活用）
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・フェーズ３：オプション
①企業マッチング・技術移転
②販路開拓
③深堀知財評価 など



ご清聴ありがとうございました
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略歴
・平 松 新 （ひらまつ しん）

・1954/8 兵庫県生。

・技術士（情報工学部門） 登録第26186号

・所属 一般社団法人知財経営ネットワーク 理事

株式会社新陽企画 代表取締役

NPO法人兵庫県技術士会 理事

・学歴 1979/3 京都大学大学院、電気工学

・職歴 1979/4～1993/2 川崎重工業㈱

ロボット、センシングなどの研究開発

1993/3～1997/1 都金属工業㈱代表取締役

生産管理システムなどの開発、販路開拓

1997/2～現在、㈱新陽企画代表取締役 特許流通

アドバイザー 産学連携CD 産産連携マネージ

ャー 豊中商工会議所専門相談員などに従事
41


