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2 FUJIWARA AYANO 

日本企業から中国や韓国、台湾
の企業へ移動したエンジニアを
特許データを用いて追跡し、技
術者の国際流動化や効率的なＲ
＆Ｄ体制、新興国企業の知財戦
略や人材マネジメントについて分
析を行った著書 
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技術流出の実態 

FUJIWARA AYANO 3 

経済産業省「我が国製造業における技術流出問題に関する実態調査」より 

・製造業関係企業357社に対するアンケート調査 
(平成18年） 

 
・明らかに技術流出があったとの回答が69社、明
らかではないかおそらく技術流出があったとの回
答が59社、技術流出はなかったとの回答が216社、
その他123社。 
 
・2006年時点で35％以上の製造関係企業が技術
流出があったと回答。 
 
・現在は、さらに多くの企業で技術流出が起こっ
ているのではないだろうか？ 
 

技術流出先 

FUJIWARA AYANO 4 

経済産業省「我が国製造業における技術流出問題に関する実態調査」より 

・技術流出先としては、中国が6割以上 
 
 
・韓国企業や日本国内の他企業も3割
超存在する 
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技術流出ルート 

FUJIWARA AYANO 5 

経済産業省「我が国製造業における技術流出問題に関する実態調査」より 

・明らかに技術流出があった69社と明らかではないか
おそらく技術流出があったとの回答が59社、技術流出
はなかったとの回答が216社、その他123社。 
 

・技術流出は、モノ、ヒト、技術データに満遍なく起こり
得る 
 

・モノや技術データを介した流出は見えやすいが、ヒト
を介した技術流出は見えづらい 

ヒトを介した技術流出 

FUJIWARA AYANO 6 

経済産業省「我が国製造業における技術流出問題に関する実態調査」より 

・人を介した技術流出があったと回答した79社のうち、
各流出経路 
 

・退職者を通じて技術が流出したと考えられるケースが
約60％ 
 
 
・35％は日本企業の現役従業員または元従業員 
 
・我が国製造業において、人材流出の影響は大きい 
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リストラ人材はアジアにとって「宝の山」 

【上場企業の希望早期退職者募集人数】 

7 FUJIWARA AYANO 

・非正規雇用の拡大 
 
・リストラの増加 

 
・アジア圏内での高度人材の移動 
 
例）・中国・韓国企業が、ベトナムやインドなどの優秀
な人材を青田買い 
・中国・韓国企業が、日本の優秀な技術者をヘッドハ
ント 

 
・日本企業と東アジア企業の逆転 
背景）・日本企業から流出した研究者人材の
影響 

 

退職者のその後 

8 FUJIWARA AYANO 

・日本企業は退職者のその後（の活躍）を正確に把握
しようとしていない 
 
→人事部は転職先を把握していたとしても、研究開
発部門や知財部門の人は行き先を知らない 
 
→退職者の中に「宝」が存在するという認識がない 
 
 
・日本企業と東アジア企業の逆転 
→背景として、日本企業から流出したエンジニアの影
響があるのではないのだろうか？ 
 

【電機メーカーの売上高推移】 
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人の移動(異動)を可視化できないか？ 

FUJIWARA AYANO 9 

特許データを用いた技術者移動の可視化 

FUJIWARA AYANO 10 

技術分野 

出願人 

発明者 
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アジア企業への人材流出分析 

日本企業からどのような技術者が、どの程度流出したのだろうか？ 

 

使用データ：1976年1月～2015年5月の米国特許 

 

対象：日本、中国、韓国、台湾等その他アジア23か国（電機分野） 

     ・94万6430件（日本：約47万件、アジア：約48万件） 

 

出現する「所属企業-発明者」ペア：43万8221件 

     ・所属する技術者数(延べ） 日本企業：約18万人、アジア企業：約26万人 

    

11 FUJIWARA AYANO 

移動技術者の特定作業 

FUJIWARA AYANO 12 

日本企業
特許 

アジア企業
特許 

データの整備 

・共同発明・共同
出願データの除
去 

・重複・誤記デー
タ等の除去 

出願人 発明者 

技術分
野 

出願日 

発明者情
報の統合 

移動発明
者の特定 

発明者の同定作業 

◆最も困難な作業が発明者の同定作業 
（＊同姓同名の別人と同一人物を区別する作業） 

 
・発明者の名寄せ（同定）問題 
→Lee Flemingら(2014）では、名前、共著者、技術
分野、出願人名を利用 
 

・本研究では、名前、出願人、出願時期の論理矛
盾の有無、技術分野の一致度で判定 

Li, et al. "Disambiguation and co-authorship networks of the US patent inventor database (1975–2010)." 
Research Policy 43.6 (2014): 941-955. 
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アジアへ流出した技術者像 
 

どのくらいの技術者がアジア*に流出したのだろう
か？ 

  

流出者数は増えているのだろうか？ 

FUJIWARA AYANO 13 

*中国や韓国、その他アジア 

アジアへ流出した技術者像 
 

 

どのような日本企業から技術者のアジア流出は起
こっているのだろうか？ 

  

FUJIWARA AYANO 14 
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アジアへ流出した技術者像 
 

 

特許には技術情報のみならず、様々な人材情報が
含まれている 

FUJIWARA AYANO 15 

特許データから読み取れること 

FUJIWARA AYANO 16 

技術分野 

出願人 

発明者 

出願日 

＊発明者ごとに情報を集積することにより、発明
者スペックを解析することができる 
 
 
・所属企業の移動状況 
 
・経験技術分野 
 
・およその経験年数 
 
・関与した特許の評価 引用情報 

被引用情報 
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アジアへ流出した技術者像 
 

 

どのような技術分野の技術者ニーズがあるのだろ
うか？ 

FUJIWARA AYANO 17 

移動技術者の専門技術分野 

FUJIWARA AYANO 18 

＊発明者ごとに情報を集積することにより、発明
者スペックを解析することができる 
 

・各技術者がそれまでに関与してきた特許の技術
分類を見ることで、どの技術分野の専門家かが明
らかになる。 

階層 セクション クラス サブクラス メインクラス サブグループ 

例 H 04 N 5 225 

内容 電気 電気通信技術 画像通信 テレビジョン方式の細部 テレビジョンカメラ 

【技術分野番号の例】 



10 

アジアへ流出した技術者像 
 

 

海外企業に求められるのはスペシャリスト的技術
者か？ゼネラリスト的技術者か？ 

FUJIWARA AYANO 19 

アジアへ流出した技術者像 
 

 

海外企業に求められる技術者の年齢層は？ 

FUJIWARA AYANO 20 
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移動技術者の推定年齢 

FUJIWARA AYANO 21 

＊発明者ごとに情報を集積することにより、発明
者スペックを解析することができる 
 

・各技術者が関与してきた特許のデータを積み重
ねれば、各人の研究履歴が明らかになる。 
 

・初めて特許の発明者欄に現れた時からの経過
年を調べることで、およそのキャリア年数を推定
することができる。 

アジアへ流出した技術者像 
 

 

アジアに流出した日本の技術者は優秀だったの
か？ 

FUJIWARA AYANO 22 
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特許の引用・被引用情報 

FUJIWARA AYANO 23 

対象特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 

特許 
先願 後願 

引用 被引用 

◆引用：審査において参照した先行特許や技
術文献 
 

◆被引：後の審査において参照された先行技
術や技術文献 

・後の研究への影響
は、被引用回数で把
握することができる 
 

・被引用が多ければ、
重要特許と言える 

さらに、特許データから読み取れること 

FUJIWARA AYANO 24 

＊発明者間の共発明関係が明らかになる 
 
 

・企業単位で各発明者のつながりを見ることに
よって、社内でどのような人間関係にあるのかを
可視化することができる 
              ←ネットワーク分析 



13 

ネットワーク分析とは 
 ・ネットワーク分析は、数学のグラフ(Graph)
理論に基礎をおくもので、社会学や通信ネッ
トワークなどの分野で多く用いられている。 

  

 ・有名な事例としては，「六次の隔たり」と仮
説があり「人は自分の知り合いを５～６人を
介すれば、世界中の人々と間接的な知り合
いになることができる」というスタンレー・ミル
グラムの仮説。 

 ＊１９６０年代に手紙で実験をしたところ、海
外では７人、国内では５人を介すれば相手に
到達できた。 

  

  FUJIWARA AYANO 25 

【イラスト出典：マイナビ進学編集部】 

社内の人間関係をネットワーク分析 
 ◆エンロン社*のe-mailデータベース 

 ・3年半分の会社のメールアドレスを用いたメールのやり取りの蓄積 

 ・151名の対象従業員のメール送受信51万7,431件がデータベース化さ
れ、研究者に公開 

  

 ・様々なユニークな研究がなされた 

 例）Klimt, Bryan, and Yiming Yang. "The enron corpus: A new dataset for 
email classification research." Machine learning: ECML 2004. Springer 
Berlin Heidelberg, 2004. 217-226. 

 Diesner, Jana, and Kathleen M. Carley. "Exploration of communication 
networks from the enron email corpus." SIAM International Conference 
on Data Mining: Workshop on Link Analysis, Counterterrorism and 
Security, Newport Beach, CA. 2005. 

  

FUJIWARA AYANO 26 

*2000年度年間売上高1,110億ドル（全米第7位）という、全米でも有数の大企業であったが、巨額の不正経理・
不正取引による粉飾決算が明るみに出て、2001年12月に破綻に追い込まれた（エンロンショック）。 Diesner, Jana, and Kathleen M. Carley. 2005. 
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ネットワーク内で一番重要人物は？ 

FUJIWARA AYANO 27 

Diesner, Jana, and Kathleen M. Carley. 2005. 

近接中心性 

媒介中心性 

固有ベクトル中心性 

次数中心性(受信） 

次数中心性(送信） 

 
 
 

① 

② 

③ 

④ 

①近接中心性：ネットワーク内のすべての人とどれだ
け近い関係かを示すもの  

②媒介中心性：他社同士がつながる上で、その媒介
となるような地位にあるかを示すもの  

③固有ベクトル中心性：ネットワーク内で重要な人と
つながっているかを示すもの  

④次数中心性：どれだけ多くの人とつながっているか
を示すもの  

ネットワーク内で一番重要人物は？ 

FUJIWARA AYANO 28 

Diesner, Jana, and Kathleen M. Carley. 2005. 

近接中心性 

媒介中心性 

固有ベクトル中心性 

次数中心性(受信） 

次数中心性(送信） 

【好調期】 

・社内での地位が高い人ほど中心性が高く、重要人物と
なっている←社内がきちんと統制されていることがわかる
(社長、副社長、取締役など） 
 

好調期 

粉飾決算
発覚期 

【粉飾決算発覚期】 
・2000年と比較して、近接中心性だけ、地位の低い人の

中心性が高くなり、それ以外の中心性にはその傾向は
みられない←地位の低い人同士でのメールやり取りが一
気に増える(統制が乱れる）。一方で、VPやその他エグゼ

クティブなど地位が高い人が地位が高い人にメールする
傾向も格段に高まっており、地位が高い人同士で結束を
高めていることがわかる。会社の存続などの共通関心事
について連絡していると考えられる。 
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アジアへ流出した技術者像 
 

アジアに流出した日本の技術者はどのようなタイプ
だったのか？ 

 

各社の技術者ネットワークを特許の共発明データ
を用いて調査 

 

FUJIWARA AYANO 29 

アジアへ移動する技術者像とは？ 

FUJIWARA AYANO 30 

＊発明者間の共発明関係が明らかになる 
 
 

・企業単位で各発明者のつながりを見ることに
よって、社内でどのような人間関係にあるのかを
可視化することができる 
              ←ネットワーク分析 
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アジアへ移動する技術者のネットワークポジション 

FUJIWARA AYANO 31 

・共発明関係を用いて、社内の技術者ネットワー
クを調査 
 
 

・社内でどのような人間関係にある人が海外企業
へ出ていくのかを分析 
 
 

＊架空の名前で作成したサンプル 

アジアへ移動する技術者のネットワークポジション 

FUJIWARA AYANO 32 

＊架空の名前で作成したサンプル 
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技術者移動の決定要因分析 

FUJIWARA AYANO 33 

・共発明関係を用いて、社内の技術者ネットワー
クを調査 
 
 

・社内でどのような人間関係にある人が海外企業
へ出ていくのだろうか？ 
 
 

 
 

アジア企業へ移動する技術者には、どのよ
うなネットワーク指標の特徴があるのか？ 
 
 
 

アジアへ流出した技術者像 
 

移動した日本人技術者の仕事ぶりは？ 

 

アジア企業はどのように日本の技術者を活用し、イ
ノベーションにつなげたのか？ 

FUJIWARA AYANO 34 
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外国人の使い方 
外部人材と内部人材をどのように組み合わせて研究チームを作ることがイノベーションに資す
るのか？ 

 

35 FUJIWARA AYANO 

日本の技術者 

地元の技術者 

研究ユニットA 研究ユニットB 

異質な人材の効果的な使い方 
技術者の移動がイノベーションを生み出すためには、異なる知識の融合を促すための組織マ
ネジメントが必要（青島、2005） 

36 FUJIWARA AYANO 

異分野融合の成功確率 

・プロジェクトメンバーが多様な専門領域から構
成されるほど、イノベーションの価値は下がる

（Lee Fleming, 2004)  
 

・メンバーの専門領域が多様であればあるほど、
「対話の質」が解釈的になる（林、２００８） 

 

チームメンバーの多様性 高 低 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
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イノベーション効果の測り方 

FUJIWARA AYANO 37 

イノベーション 

量的イノベーション 

質的イノベーション 

どれだけ特許を産出できたか 

特許はどの程度その後の研究
に影響を与える重要なものか 

異質な人材の活用法 

FUJIWARA AYANO 38 

多様性を図る際には、全体における割合を増やすことではなく、一つのグ
ループに仲間が何人かいるようにすることに意味があるのではないか。 

  

 ・ダイバーシティの時代における人材活用への応用可能性 

     例） 社外取締役割合 

         女性活躍 

         外国人活用 
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まとめ 

 

韓国や中国などアジア企業は優秀な人材を正確に見極
めて採用している 

 

日本企業からは優秀な人材から流出している 
 

  

39 FUJIWARA AYANO 

まとめ 
東アジア企業は、日本企業出身者とのR&D活動を通して、日本技術の模倣は進んでいるが、独自
のイノベーションへはあと一歩 

 ・言葉の壁は越え難い 

・研究ユニットスタイルが新たなイノベーション創出向きではない可能性 

 

韓国企業への人材流出はピークを越えたが、台湾やインドなどへは増加する可能性 

 

             ・優秀な人材を惹きつけておくこと 

             ・これから重要性が増す技術分野の人材を見極めること 

             ・知財部、人事部、営業、研究開発部門など部署を超えて連携した取り組み 

 
40 FUJIWARA AYANO 


