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要旨 

本研究では､日本の医療用診断装置分野における特許データを用いて､出願された特許が登録されたか否か 

を創造性､特許が引用された回数を普及と考えて､これらを規定する要因の分析を行った｡まず､異なる社会ネ 

ットワークを結びつけるという｢制約(Burt 1988)｣は､特許登録については先行研究と同様､負で有意となっ 

たが､引用回数については正で有意となった｡特許の生成には異なるネットワークをつなぐ位置にいることが 

有利になるが､それを広めるという観点からは不利になるといえる｡さらにユーザーについては､医療機関と 

医師に分類したところ､医療機関による出願は特許の登録率を高めることがわかった｡一方､医師については 

主効果は有意とはならなかったが､企業と共同出願することによって登録確率が高まることがわかった｡うt 

まり､医師という個人では技術的な情報が不足するものの､企業と協力することによって､これを補足できる 

のだと解釈できる｡ 
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 本研究では､日本の医療用診断装置分野における特許データを用いて､出願された特許が登録されたか否か

を創造性､特許が引用された回数を普及と考えて､これらを規定する要因の分析を行った｡まず､異なる社会ネ

ットワークを結びつけるという｢制約(Burt 1988)｣は､特許登録については先行研究と同様､負で有意となっ

たが､引用回数については正で有意となった｡特許の生成には異なるネットワークをつなぐ位置にいることが

有利になるが､それを広めるという観点からは不利になるといえる｡さらにユーザーについては､医療機関と

医師に分類したところ､医療機関による出願は特許の登録率を高めることがわかった｡一方､医師については

主効果は有意とはならなかったが､企業と共同出願することによって登録確率が高まることがわかった｡う t

まり､医師という個人では技術的な情報が不足するものの､企業と協力することによって､これを補足できる

のだと解釈できる｡ 

 

キーワード:ユーザー･イノベーション､共同ネットワーク､特許引用分析､社会ネットワーク､構造空隙

                                                   
1 本稿は下記で行った分析について､データを追加し､分類や名寄せについて詳細に検討したデータを用いて分析した結
果である｡ 
	 濱岡豊. 2010. イノベーションの創造､普及と共同研究における社会ネットワーク特性:CTスキャナの特許データの分
析より, 研究･技術計画学会. 亜細亜大学. 
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Creation and Diffusion of Innovation by a Collaborative Network 
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Analyzing the Japanese patent data for a CT scanner whose users are highly knowledgeable doctors, this research 

examines the determiners of the creation and diffusion of innovation. Based on the stickiness of information 

theory (von Hippel, 1994) and the structural hole theory (Burt, 1992), a set of hypotheses is proposed. These are 

classified into four: (1) the nature of patent applicants (firms, medical institutions, doctors, etc.) that reflects the 

nature of information and capability, (2) the co-applicants’ composition that reflects the complementariness of 

knowledge, (3) the social network position of applicants that determines the flow of knowledge, and (4) the 

patents’ characteristics. 

We found that the patent grant probability of medical institution patents is significantly higher. Even though, the 

patent grant probability of individual doctor patents is not significantly different, that of doctor and firm 

co-patents is significantly higher. This indicates that individual doctors who have enough needs information, but 

less technological information, can be complemented by the technological information from firms. Among social 

network indexes, network constraint has a negative impact on the patent grant probability. Thus, we confirmed 

Burt (1992)’s argument that actors facing structural holes can utilize heterogeneous knowledge from sub-social 

networks that lead to innovation. 

A similar analysis was conducted for the number of patent citations. Neither the number of citations of medical 

institutions patents nor of individual doctor patents are significantly different. On the contrary, university patents 

have more citations. Content analysis revealed that user patents—patents by medical institutions and/or individual 

doctors—are more user oriented. As an example, consider the modification of the CT scanner body so that doctors 

can observe and access patients easily. On the other hand, the university patents are more fundamental, for 

example, a new way of composing the image from X-ray signals. Moreover, the network constraint has a positive 

impact on citations. This implies that for innovation, positioning oneself among dense social networks is better; 

however, for spread of knowledge, positioning oneself within a dense network is better. The managerial 

implications are also discussed. 

Keywords (User innovation, collaboration network, patent citation analysis, social network, structural hole): 
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1.はじめに 

 市場の質を考えるときに重要なポイントの一つは､経済主体間の相互作用を考慮することである(濱岡, 

2009)｡本研究では特許の出願データを用いて､共出願関係から社会ネットワーク指標を算出し､イノベーショ

ンの創造=特許の登録､およびイノベーションの普及=特許の引用､について分析する｡具体的には､日本の医

療用診断装置(以下 CT スキャナ)分野における特許データを用いて､出願された特許が登録されたか否か､お

よび特許被引用回数を規定する要因の分析を行う｡ 

 CT スキャナ自体､物理学上の発見を医療に転用するという理学､工学､医学などの領域に渡る｡また､英国で

発明され､EMI によって商品化された｡その後､米国の GE が参入し､EMI が退出する一方で､日本の東芝など

が国際競争力を高めてきた｡このように日本の競争力のある産業である｡また､(Gelins & Rosenberg, 1999)

が指摘するように､医者もしくは放射線技術者という極めて専門知識のレベルが高いユーザーであるという

特徴がある｡実際､CT スキャナは後述するようにこれらメーカーだけでなく､医師との共同開発も活発に行わ

れており､産学連携やユーザーイノベーション研究からも重要な分野である(八木橋彰 et al., 2010)｡ 

 本研究では､特許データを用いた分析を行うが､ (後藤晃 & 元橋一之, 2005)が指摘するように､日本にお

いて特許データの経済的な分析は極めて限られている｡特許データでは､誰がどのような分野に出願し､それ

が登録されたか否かについての情報が得られる｡本研究では､出願人の名称から､企業､大学､研究所､医療機関

などのユーザーの共同研究/出願パターンについての情報を用いて分析するという特徴がある｡ 

 

 

2.仮説 

 仮説の枠組みを図表 1 に示す｡本研究では出願された特許を分析単位として､ (1)出願された特許が登録さ

れたか否か=｢創造性｣､および､(2)引用された回数=｢普及｣を被説明変数とする｡これらが以下の変数によって

規定されると考える｡ 

 

1)出願人の社会ネットワーク特性2 

 特許データでは､企業､機関レベルでの｢出願人｣､個人レベルでの｢発明者｣の情報が利用可能である｡本研究

では､｢出願人｣レベルでの共同出願関係に注目して分析を行う｡つまり､以下の社会ネットワークについての

議論は､｢出願人｣つまり､企業など機関間のものを指す3｡ 

 (Burt, 1992)は､複数の社会ネットワークの間に存在する､ネットワークが疎な部分を構造空隙(Structural 

hole)と呼び､これを越えて複数の社会ネットワークを結びつける､｢Broker｣に注目した｡この｢Broker｣は､複

数の異質な社会ネットワークから情報や助言などの資源を動員できるために有利である｡実際､(Burt, 2004)

では､米国企業のマネジャーに調査を行うことによって､構造的空隙に直面する｢Broker｣ほど､昇級､給与など

のパフォーマンスも高く､ビジネスについてのアイディアも創造的であることを示した｡ 

 同様に､(Fleming, Mingo, & Chen, 2007)は､米国の特許データを用いることによって､broker ほど複数の

                                                   
2 なお､図表 1にあるように､社会ネットワーク特性として｢度数中心性｣｢媒介中心性｣も考慮したが､｢制約｣との相関が高
くなったために分析からは除外した｡このため本稿でも､これらの説明は省略する｡ 
3 個人が出願人となっている場合もある｡ 
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IPC 分類を結びつけた創造性の高い特許を提案することを示した｡さらに､(Fleming & Waguespack, 2007)

は､brokerとあわせて､異なる分野を連結するboundary spannerも特許の登録に正の影響を与えることを示

した｡なお､broker､boundary spanner も異なる社会ネットワークをつなぐという類似した特徴をもつ｡この

ため､その特徴量は相関が高くなるが､彼らは後者について､異なる分野に関連したか否かによって操作化し

た｡ 

  

2)出願人の特性 

 (von Hippel, 1988)は､パワーショベルなどの業界ではサプライヤー企業､科学計測器などではユーザー｢企

業や大学の教員｣がイノベーションの源泉となることが多いことを体系的に示した｡出願人については､日本

企業のみならず､海外企業､研究所､医療機関､医師などが出願している｡このうち､医療機関､医師については､

CT スキャンの｢ユーザー｣ということになる｡(Gelins & Rosenberg, 1999)が指摘するように､この分野は医

者もしくは放射線技術者という極めて専門知識のレベルが高いユーザーであるという特徴がある｡本研究で

は､病院などの医療機関をユーザーと考えて分析する｡ 

 

3)共同出願の体制 

 共同出願人は企業間のみならず､企業と医療機関(ユーザー)､企業と研究所の連携も存在する｡これらは､上

述の boundary spanner のように､複数の知識領域をつないだことになり､創造性を高めると考えられる｡ま

た､(von Hippel, 1994)はイノベーションにはニーズ情報と技術情報が必要であり､ユーザーとメーカーのど

ちらがイノベーションの源泉になるかは､それぞれの情報の粘着性に依存するという｢情報の粘着性仮説

stickiness of information hypothesis｣を提案している｡つまり､ニーズ情報の粘着性が高く技術情報の粘着性

が低ければ､ニーズ情報をもっているユーザーが技術情報を入手して自らイノベーションを創造する可能性

が高くなるというのである｡このように異なる主体､特にユーザー(医療機関もしくは医師)と企業との共同に

よってイノベーションの創造が行われると考えられる｡ 

 前述のように､特許データでは､機関レベルでの｢出願人数｣および､個人レベルでの｢発明者数｣が得られる｡

多様な主体の共同作業の方がより多様な知識を用いることができるため､ともに､特許登録や被引用回数に正

の影響を与えると考えられる｡ 

 

4)出願特許の特性 

 過去の知識を活用した方がより新しい知識を形成できると考えられる｡また､多くの分野に出願するという

ことは､より価値のある特許である可能性が高い｡よって､｢自国引用特許数｣｢他国引用特許数｣｢特許請求分野

数｣､いずれも正の影響があると考えられる｡ 

 

5)コントロール変数 

 これら以外に､｢特許登録｣｢被引用回数｣に影響を与える可能性がある特許制度の変更について､4 つのダミ

ーを導入した(図表 3 参照)｡ 



  5 

 

図表 1 仮説の枠組み 

出願人の社会ネットワーク特性
(-)制約
(+)媒介中心性
(+)度数中心性

共同出願の体制
(+)共同出願人数
(+)発明者数
(+)ユーザー×企業
(+)大学×企業

出願した特許の特性
出願分野ダミー
出願分野数(+)
自国特許引用数(+)
海外特許引用数(+)
出願日(-)

コントロール
特許制度変更ダミー

創造性:登録の有無
普及:被引用回数

出願人の特性
･ユーザー(病院､医師)､大学､研究所､企業
･海外の主体

 
 

4.データ 

 ｢放射線診断用機器｣に出願された特許を検索したところ､22,700 件がヒットした4｡最も古いものは

1971 年 1 月､最も新しいものは 2009 年 10 月に出願された｡出願された特許のうち､特許登録されたのは

5,371 件 (登録率 23.7%)であった5｡(Goto & Motohashi, 2007)の日本の特許データの分析によると､特許登

録率は 29.0%であるので､全体よりも特許の登録率はやや低いことになる6｡ 

 出願人名については表記のバラつきがあるが､目視によって､名寄せを行った結果､1,785 機関となった｡同

様に出願人が､ユーザー=医療機関､研究所､大学､海外であるかについても目視によって確認,分類してダミー

                                                   
4特許データベースは､ウィズドメイン社の FOCUST-J を用い､期間を限定せず国際 IPC分類 A61B 006/00(放射線診断用
機器)に該当するものを検索した(2010 年 6 月)｡ 
5 登録後抹消されたものも｢登録｣されたとする｡ 
6 Goto, A., & Motohashi, K. 2007. Construction of a Japanese Patent Database and a first look at 
Japanese patenting activities. Research Policy, 36(9): 1431-1442.は 9,027,486 件中 2,618,699 が登録さ
れたことを報告している｡ 
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変数を設定した｡この結果､ユーザー43 機関(個人医師 7 名)､大学 129､国公立研究機関 71､企業 1043 などと

なった｡ 

 なお､企業や病院など組織レベルでの出願者の場合と､個人が出願している場合があるが､後者についても

一機関として考えることとする｡ 

 出願人数をみると､出願人が 1機関のみのものが 20,918 件と大部分を占める｡以下､2機関 1496件､3機関

259 件であった｡最も多いのは 10 機関が共同出願しているものであった｡ほとんどが単独での出願であり､共

同での出願は少ないことがわかる｡ 

 

･社会ネットワーク 

 出願人 i と出願人 j が共同出願した回数をカウントした｢共同出願回数行列｣を構成し､この行列を用いて社

会ネットワークを視覚化した7｡図表 2 には､そのうち主要な機関が含まれている部分を拡大した｡図において

点(ノード)は出願人を表し､その大きさは出願回数に比例している｡点の間の線(エッジ)は､共同で出願したこ

と､線の太さはその回数に比例している｡ 

 この図には扇の中心の企業の名前を併記してある｡例えば東芝についてみると､同社を中心として放射上に

出願人が配置されている｡それぞれ東芝/東芝メディカル､日立/日立メディカルが位置し､これら中心企業と

周辺の出願人は結びついているが､周辺の出願人間のネットワークは極めて少ない｡つまり､中心の企業は技

術分野などによって､関係企業などと共同出願していると推察される｡なお､社会ネットワーク特性としてみ

ると､このような状況は､中心企業に情報･知識が集中し､中心企業の次数中心性､媒介中心性が高くなり､制約

は低くなる brokerage としての特性が極めて強い状況である｡ 

 また､｢東芝｣｢東芝メディカルシステムズ｣｢日立製作所｣｢日立メディカル｣｢シーメンス｣｢島津製作所｣など､

ライバルであるものの､共同出願ネットワークではつながっていることがわかる｡例えば､下部にある｢島津製

作所｣と｢東芝メディカルシステムズ｣は､大学医学部の教授､三菱電機の子会社などを介してつながっている｡ 

 

                                                   
7 ネットワークの視覚化にはオープンソース･ソフトウエアである､Cytoscapeを用いたShannon, P., Markiel, A., Ozier, 
O., Baliga, N., Wang, J., Ramage, D., Amin, N., Schwikowski, B., & Ideker, T. 2003. Cytoscape: a software 
environment for integrated models of biomolecular interaction networks. Genome Research, 13(11): 2498-2504.｡ 
http://www.cytoscape.org/ 
 ネットワークの視覚化には多次元尺度法､円環上に配置する方法､階層型に配置する方法などがあるが､ここでは
organic という方法を用いた｡これは､各ノードがバネによって結ばれており､バネの結びつける強さが出願回数の多さに
比例すると考え､それがバランスするような配置を見つける方法である｡他の方法と比べると共同出願した回数が多いク
ラスターを発見しやすいという特徴がある｡ 
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図表 2 共同出願ネットワーク 

 
 

注)企業名はそれぞれ放射線状(扇状)に広がるネットワークの中心企業｡ 

 

•社会ネットワーク指標 

 共同出願回数行列の要素を zijとすると､出願人 i の｢制約 constraints｣Ciは次式で与えられる(Burt, 1992)｡

この値が小さいほど､構造空隙に面していることになる｡つまり､この変数の係数が負であれば､broker ほど
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創造性が高いことになる｡なお､本研究での分析単位は出願特許であり､複数機関が共同出願した場合には､そ

れぞれの出願人の制約のうち､最小の値を用いた｡ 

! 

Ci = cij
j
" ,i # j 

 ただし､ 

! 

cij = ( pij + pik p jk
k

" ) 2,k # i, j

pik =
zik + zki
(zij + z ji)

j
"

,i # j
 

 

5.仮説の検定 

 出願した特許が登録されたか否かについては二項ロジットモデル､出願された特許の被引用回数について

は負の二項分布モデルによって分析を行った｡それぞれの推定結果を図表 3にまとめた｡ 

 

1)社会ネットワーク特性 

 ｢制約｣は､特許登録については負で有意となった｡つまり､(Burt, 2004) (Fleming et al., 2007)同様､構造空

隙に直面する出願人ほど創造的であるといえる｡一方､引用回数については､これとは逆に正で有意となった｡

普及､つまり情報の伝達のためには､ネットワークが密で冗長である方が有利であることを示している8｡ 

 

2)出願人および共同作業の特性 

 ユーザーのうち｢医師｣についてはともに有意ではないが､｢医療機関｣については､特許登録に対して正で有

意である｡一方｢医師｣については主効果は有意ではないものの､｢医師と企業の交互作用(医師*企業)は正で有

意となった｡これについては､医師という個人では技術的な情報が不足するものの､企業と協力することによ

って､これを補足できるのだと解釈できる｡ 

 ｢大学｣は｢特許登録｣については有意ではないが､｢被引用回数｣については正で有意となった｡大学からの特

許は登録される確率は高くはないものの､引用される回数は高いことがわかる｡大学の引用回数が多いのはよ

り基礎的な原理についての特許であるためである可能性が高い｡ 

 ｢研究所｣はこれとは逆に､｢登録｣については正で有意だが､｢被引用回数｣については有意とはならなかった｡

大学とは異なった知識を創造しているのであろう｡ 

 ｢企業｣はいずれについても正で有意であることから､この市場では企業主導でイノベーションが生じてい

るといえよう｡ 

 なお､主要な企業ダミーも入れたが､ここでの分析から､企業によって特許登録率や引用数は異なることが

わかる｡つまり､｢東芝｣は登録率については負､被引用については正で有意となっており､登録率は低いものの､

                                                   
8 ただし､引用については審査員による引用が含まれる｡審査員は､社会ネットワークには含まれていないため､このよう
な結果になった可能性もある｡ 
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引用は多いことがわかる｡｢冨士写真｣は､登録率､引用数も高い｡これらは､企業の技術戦略の違いによる｡ 

 機関レベルでの｢出願人数｣は､特許登録には有意ではないが､｢発明者数｣は正で有意となった｡このことか

ら､発明の創造性については､機関レベルではなく､個人レベルに依存する傾向が強いといえよう｡ 

 

図表 3 推定結果

 
注)***:1%水準で有意  **:5%水準で有意  *:10%水準で有意 N=15,016 件｡ 

 

3)出願特許の特性 

 ｢自国引用特許数｣｢他国引用特許数｣ともに､特許登録に対して正で有意となった｡過去の知識を活用した方

がより新しい知識が形成されることがわかる｡ 
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 ｢請求分野数(IPC 数)｣は､特許登録に対して正で有意となった｡｢分野ダミー｣については､有意になったのは

1つのみであった｡これについては大分類のみでなく､より細かい分類を考慮する必要があると考えられる｡ 

 

5.結論 

1)まとめ 

 本研究では CT スキャナの特許データについて､社会ネットワーク特性､出願人の特性､共同出願の特性､出

願された特許の特性を考慮した分析を行った｡特許が登録されるか否かと被引用回数は､異なった変数によっ

て説明されることがわかった｡ 

 特に､イノベーションの発生=特許登録と普及(引用回数)に対して､｢制約｣は逆の影響があることを見いだ

した｡つまり､イノベーションの発生ついては､異なるネットワーク間の空隙に直面している者ほど創造的で

あるが､普及については濃密なネットワーク内にいる者の方が有利となるのである｡ 

 ユーザーの｢医療機関｣については､正で有意､｢医師｣については有意ではないが､｢医師*企業｣は正で有意と

なった｡医師という個人レベルではニーズ情報と技術情報を用いてイノベーションを創造することは困難だ

が､企業と協力することによって不足する技術情報を補完できるものと考えられる｡ 

 

2)本研究の課題と今後の展開 

 このように本研究は､一定の成果が得られたが､今後以下の課題に注意しながらさらに研究を進める予定で

ある｡ 

･名寄せの精緻化､効率化 

 出願人名は､例えば｢東芝｣｢ﾄｳｼﾊﾞ｣のように複数の表記が混在している｡これを目視によって名寄せした｡テ

キストマイニングなどによってある程度､効率化する必要がある｡ただし､海外の出願人については類似して

いるが､同一出願人であると判定できないものがあった｡このようなものについては､別の出願人とした｡ 

 今後､発明人レベルでの分析を行うことを予定しているが､今回のデータでも 1 万人を越える発明者名があ

る｡名寄せの効率化､高精度化は重要な課題である｡ 

 

•出願人の分類 

 出願人のうち､大学には医学部のような CT スキャンの｢ユーザー｣としての側面と､CT スキャン関連の｢研

究機関｣としての側面がある｡本研究では､それらを無視して｢大学｣として扱った｡これについては､発明者レ

ベルまで遡って再分類する必要がある｡ 

 

･発明者レベルでの社会ネットワーク特性の考慮 

 社会ネットワーク特性は出願者(企業､機関)レベルで算出したが､発明者レベルでも算出は可能である｡ただ

し､上述のように名寄せの問題および､大きな行列を扱うことになるため､計算能力の問題が生じる恐れもあ

る｡ 

 

•動的な分析 
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 本研究では､全期間をプールして社会ネットワーク特性を算出した｡特許データでは出願日も記録されてお

り､期間毎の分析も可能である｡ 

 

•他の分野との関連 

 本研究では､CT スキャンに注目したが､大企業では他の分野の研究も行っている｡社内での他分野との関連

分析も可能である｡ 

 本研究では､全期間をプールして､企業レベルでの分析を行ったが､今後､期間による社会ネットワーク特性

の変化､発明者という個人レベルの変数の特性の導入､さらには､他の技術分野やマーケティングとの関連に

ついても分析する予定である｡ 
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