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このコーナーでは、私たちの社会や生活に身近

学問
図鑑

知的財産権の
本来のあり方を
社会全体の利益の
観点から問い直す

学問
図鑑

知的財産法研究
17 への誘い

な研究テーマをわかりやすく紹介する。第一線で
活躍されている研究者の研究内容を中心に、学問
の仕組みや今後の可能性などについて、インタ
ビューする。

自然権的な立場では、知的財産権は人が持って生まれた

学問
図鑑

当然の権利ですから、かなり強力な権利と考えがちです。
しかし、あまりに強力な権利にしすぎると、何をするにし

デジタル技術の進展により、文章や画像だけでなく音楽

ても権利者の許諾が必要になり、他者の自由な活動を阻害

や映像までが簡単にコピーできるようになり、インター

する可能性もあります。そこで政策論的な立場からは、発

ネットによって誰もがそうしたコピーの発信者になれる時

illustrated book of
明者や著作者に対し必要な範囲で利益を与えるに留めるべ
learning

代が到来しています。著作権をはじめとする知的財産権に

きだとして、
弱い権利を主張する考え方も生まれています。

対する考え方も、こうした社会や技術の発展に応じて変化

研究者も立場が分かれています。完全にどちらかの立場

してきています。人が創作したものをどう守り、どう社会

をとる人は少なく、軸足をどちらに置くかで、権利の強さ

に還元していくのか、法律の解釈や運用のあり方も含めた

に対する主張が分かれています。国ごとに政策が分かれて

研究が進められています。

いるほか、同じ国でも時代に
よって強弱が変化します。現

知的財産権の存在理由について

PROFILE

実問題として、知的財産権は

根本的に対立する２つの立場

一方の立場から完全に説明す

知的財産権は、一言でいえば「人が創作したものに対す

ることは難しく、両者のバラ

る権利」
のことです。
しかも具体的な形をもった物
（有体物）

ンスの上に成り立っています。

ではなく、思索による成果や表現、技術など形を持たない
もの（無体物）に対する権利であり、発明に対する「特許権」
や著作物に対する「著作権」
、営業上の標識に対する「商標
権」などがあります。

複製禁止権として
誕生した著作権

田村善之（たむら・よしゆき）

法 律 に は、ロ ー マ 法 以 来

北海道大学大学院法学研究科教授

なぜ知的財産権が認められるのかについては、根本的に

2000年、ハンムラビ法典から

1987年東京大学法学部卒業。同時に

対立する２つの考え方があります。１つは自然権的な考え

数 え れ ば4000年 の 歴 史 が あ

海道大学法学部助教授、1999年同教

方で、ある人がそれを創作した以上は、当然その人に権利

り、著作権や特許権などの知

授、2000年より現職。知的財産法を

があるとする立場です。全ての人間が生まれながらに持つ

的財産権が登場したのは、こ

世代知的財産法政策学の国際拠点形

とされている基本的人権のような権利と言えます。もう１

うした歴史からみれば最近の

（＊1）

つは政策論的な考え方で、フリーライダー問題

などに

ことです。現在につながる意

より、創作や発明など世の中を発展させる活動がなくなら

味での特許権法は17世紀、著

ないように、産業政策や文化政策の面から、創作した人に

作権法は18世紀にいずれもイ

権利を与えるとする立場です。

ギリスで誕生しましたが、そ

同大学法学部助手に就任。1990年北

専門とし、
2003年から21世紀COE「新
成」の拠点リーダー、2008年からグ
ローバルCOE「多元分散型統御を目指
す新世代法政策学」の拠点リーダー。
主な著書に『市場・自由・知的財産』
『知
的財産法』
『競争法の思考形式』
『商標
法概説』
『著作権法概説』など。

（＊ 1）フリーライダー問題…フリーライダーは、ただ乗りする人を意味し、必要なコストを払わずに利益を得る人
が出てくる問題をさす。知的財産に何の権利もないと、創作に要した労力が報われないことになり、創作への意欲
が薄れてしまう可能性がある。
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れは技術の進歩と大いに関係があります。

製が、一般の人々（私人）でも簡単にできるようになった

著作権の例で言えば、印刷技術の普及が大きなきっかけ

のです。しかもデジタルな情報で表現された著作物は、オ

でした。活版技術が発明されるまでは手写しによる複製で

リジナルと複製の区別がつかず、誰でもオリジナルと同じ

あったため、大きな問題にはなりませんでした。ところが

品質の複製を作ることができます。複製者が少なければ複

印刷技術が広まると、出版された本からすぐに複製を作っ

製者に権利を行使、つまり活動を監視・規制すればいいの

て利益をあげる海賊業者が出てきました。そうすると、出

ですが、誰でも複製できるようになれば、それが実質的に

版社は投資を回収することができなくなります。そこで、

不可能になります。そこで、もっと限られた人に権利を行

出版社を保護する権利として著作権が誕生したのです。ち

使しようという考え方が生まれてきます。複製を行うには

なみに、著作権は英語でCopyrightといいますが、まさに

複製する機械や媒体、例えばビデオデッキやビデオテープ

著作権は「コピーを禁止する権利」だったのです。

が必要ですが、それを製造できる企業は限られています。

著作権の当初の目的である複製禁止権は、その後もずっ

ここに注目し、私的録音録画補償金制度（＊2）などによって

と著作権の中心的な柱として継続され、今日に至っていま

権利を行使する対象をずらし、監視を容易にしたのです。

す。しかし、
複製される内容や複製技術などの変化を受け、

しかし、こうした考え方は、現在でも著作権法の大きな問

その権利の意味合いや保護の方法は変化しています。

題点として議論が続いています。
第三の波は、1990年代後半に、インターネットの普及

技術の進歩と社会の変容に応じて

と共にやってきます。著作権は長い間、複製の禁止と、他

適用対象が変化してきた著作権

者の著作物を公の場で発信する行為の規制という２本立て

知的財産権が時代によって変化してきたことを、著作権

で、私人の活動を規制してきました。前者は、第二の波の

を例として紹介しましょう。著作権は、歴史的に３つの大

時代に既に危うくなっていました。第三の波の時代にはさ

きな「波」を受けて変化してきました＜図＞。

らに、誰もがインターネットを使えるようになり、私人が

第一の波の時期は、著作権が誕生した18世紀から、複製

公衆に対して発信する機会が増大し、しかも国境を越えて

の数が少なかった20世紀半ばまでです。この時代には、活

なされるようになったため、後者の規制も難しくなったの

版印刷で複製が可能になっても、現実的には出版社やレ

です。同時に、世の中に出回る著作物の数も膨大になり、

コード会社など、大きな資本と特別な機械や技術を持って

著作権で保護するだけの便益を生まないような著作物の割

いる人しか複製を作ることはできませんでした。そのため

合も増えてきました。このような時代に合った知的財産権

著作権すなわち複製禁止権を守る法律は、業界の活動を監

の形は、現在模索中です。特許権や商標権も同様に、時代

視・規制する性格のものでした。

に合わせて変化させていくべきです。

第二の波は20世紀後半にやってきます。テープレコー
ダーや複写機、ビデオ録画機などの家電製品が一般家庭に
普及した結果、それまでは特別な人にしかできなかった複

プロセスの正当性が重要な焦点に
それでは、これからの時代に合った望ましい知的財産権

＜図＞著作権法の3つの波
著作権制度：技術や社会の変遷と共に変化するもの
第一の波
印刷技術の普及

知的財産権の強さを決定する

（私的領域と区別される意味での）公的領
域を規律するものであり，私人の自由への
介入の度合いは少なかった。

第二の波
複製技術の私的領域への
普及

複製技術が次第に私的領域に浸透してく
るにつれて，著作権法の建前は私人の自
由に対する過剰な制約となり，逆に，その
実効性自体が問われるようになった。

第三の波
デジタル複製技術と
インターネットの普及

私的領域と公的領域が渾然一体化して分
かちがたくなってきた。
複製禁止権中心主義ばかりではなく，「公
の」使用行為という枠組みまでもが，私人
の自由への過度の介入を防ぐ装置として機
能しなくなっている。

（提供：田村教授）

とは、どのようなものなのでしょうか。
車や土地のような形のある物であれば、所有者も明確に
なりますし、他者に使わせないといったように、権利を容
易に定められます。しかし、知的財産の場合は、著作者や
発明者の知らないところで他者に使われる場合も多々あり
ますし、何をもって侵害とするかは、定かではありません。
つまり、何に対して、どんな権利をどのくらいの強さにし
たらいいかは裁量の範囲内なのです。
この裁量は国の政策として定められるため、大企業が政
策形成過程に関与し、自社の利益を守るように知的財産権
を強化させている状況もあります。例えば、ある国では多

（＊ 2）私的録音録画補償金制度…デジタル録音・録画が可能な機器や、それらの機器で記録される MD や CD-R、DVD-R などの電子記憶媒体の販売価
格にあらかじめ一定額の補償金を上乗せし、機器や媒体の製造企業が著作権者に著作権使用料を支払う制度。
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学問
図鑑
国籍企業のキャラクターの著作権が切れかかる度に、著作
権の保護期間が延長されてきました。同様の例は、国際的
に見られます。
知的財産権は、国同士の取引にも関わっています。1994

のあるべき姿を追求していきたいと考えています。

著作権の保護期間延長問題をきっかけに
新しい著作権のあり方の摸索がスタート

年にはTRIPS協定（＊３）が成立し、知的所有権に関する既存

国際的に知的財産権が強化される状況の中で、注目され

の国際条約の遵守と、最低保護水準のような内容が求めら

る動きも出てきました。例えば、著作権保護期間の延長問

れるようになりました。注目すべきなのは、WTO（世界貿

題です。世界的に保護期間が延びる傾向にあり、日本で

易機関）に加盟するにはTRIPS協定にも加盟することを求

も現状の50年を70年に延ばすことが検討されていました

めている点です。途上国がWTOに加盟する際、先進国が農

が、NGO「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム

産物に関する関税を引き下げる代わりに、先進国が多くを

（thinkC）
」が中心となって進めた活動などで、その動きが

持つ知的財産の保護を、途上国に要求するという構図です。

止まっています。保護期間が伸びれば、創作意欲が高まる

TRIPS協定の最低保護水準は、日本でさえ1990年代に

利益よりも世の中全体が被る不利益の方が大きいといった

なってやっと守る事ができるようになったほどの高い水準

研究成果も出てきています。

です。もちろん過度の知的財産権侵害は規制する必要があ

また、著作権そのものをもっと幅広く捉えようという活

りますが、歴史的に見ても、先進国の技術を模倣しながら

動も始まっています。インターネットの世界では、孤児著

経済成長を成し遂げてきた国の例は多々あるため、発展途

作物（＊４）の割合が75％くらいあるのではないかと言われて

上国にとっては、国際的に知的財産権を強化することが不

いますし、そもそも全ての著作物に対して、それだけの

利益につながる可能性があるのです。先進国の多国籍企業

強力な保護が必要かという問題もあります。アメリカで

が左右する、現状の知的財産権の仕組みが世界全体の発展

始まったクリエイティブ・コモンズ（ＣＣ）という運動は、

に本当に寄与するのかは、今後検討を続けて行かなくては

著作権者が権利設定を簡単に表明できる仕組みを提唱して

ならない問題です。

いますが＜下記コラム参照＞、著作権の着地点は、案外こ

そしてそれは、私の大きな研究テーマでもあります。法

うした草の根運動の中から見えてくるのかもしれません。

律の条文は、かなり権利者寄りにできていますが、条文に

そうした活動に注目しながら、知的財産権の今後を探って

は解釈の余地も多々あります。知的財産権の正しい姿は決

いきたいと考えています。

まっておらず、試行錯誤を繰り返しながら見出していくし
かないのです。私は、政策論の立場に軸足を置いているた
め、それほど強い権利は不要だと思っており、過去の裁判
例の研究に加え、関連するテーマの論文執筆、事件や紛争
などにおける鑑定意見書の提出などを通して、知的財産権

COLUMN

全ての権利の主張

（＊ 3）TRIPS 協定…「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights）
」の通称。
（＊ 4）孤児著作物…著作権の保護期間中にも関わらず、商業的価値が
なくなったために、著作権者の居場所を探知し、利用許諾を得ることが
不可能ないし著しく困難になった著作物のこと。

いくつかの権利の主張

クリエイティブ・コモンズ

全ての権利の放棄

【表示】
：作品のクレジットを表示すること

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CCライセン
ス）を提供している国際的非営利組織とそのプロジェク
トの総称。４種類のCCライセンスを組み合わせること
で、様々な作品の作者が自ら、著作物を他者が使用する

【非営利】
：営利目的での利用をしないこと
【改変禁止】
：元の作品を改変しないこと
【継承】
：元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンスで公開すること

場合の条件を意思表示することができる。
「クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのサイト http://creativecommons.jp/licenses/ より転載」
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