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IT 社会の規範的考察――知的財産法を中心に 
嶋津 格 

 
1 はじめに 
本誌 67 号から始まったシリーズ「IT 社会の法的課題」は毎回、日本学術会議の「IT 社

会と法」分科会のメンバーが、同分科会での報告内容などを元に執筆している。それで私

も今回その義務を負うことになったが、私は堅気の法解釈学からは遠い法哲学が専門であ

る。しかし哲学者は一般に「専門」家というよりむしろジェネラリストであり、法哲学者

もこの点では同様であって、語るに値するこの分野の実務的な専門知識をもつわけではな

い。だから「法的課題」を特定してそれに答える、という本来与えられている任務を果た

すことも難しい。私にできるのは、これに関連して読んだいくつかの理論的な論考を元に

して、実用性から少し離れて、できるだけ遠くから IT 社会とそれに関する規範的議論を眺

めながら、現在の制度と常識の前提に関する基本的な疑問、しかしだからといって専門家

によってもすでに答えられているとはかぎらないような問い、について考えてみることで

ある。 
 

2 2001 年度日本法哲学会での統一テーマ 
 少し古くなるが、2001 年 10 月に「情報社会の秩序問題」という統一テーマで日本法哲

学会が行った学会での報告やコメント、シンポでの討論が、2002 年度発行の『法哲学年報

2001』に掲載されている。そしてこれは全文が、J-STAGE（科学技術振興機構）のホーム

ページで公開されている1。 
 その中の、たとえば服部高宏（以下敬称略）による「シンポジウムの概要」（pp.107-113）
を読めば、当日参加者の関心を惹いた論点がどんなものであったかが理解できる（以下、「情

報社会」と「IT 社会」は互換的なものとして使用する）。情報社会化は法のパラダイム転換

を迫るだろうか／電子コミュニティーと身体性／個人情報の帰属先とプライバシー／権力

モデルから権威モデルへの移行／コード・規制・アーキテクチャーと自由／電子民主主義

／情報社会における個人と公共性、などが論じられている。この分野の基本書の一つであ

るレッシグの『Code』は、1999 年に原書（初版）が、2001 年 3 月には日本語訳2が出版さ

れていたこともあり、このテーマについての基本的な論点は、当時すでに出ていた。そし

てそれらが新鮮で目新しかった分、議論が弾んだのかと思う。もちろんどの論点について

も、問題の方は比較的明確に提起されていて興味深かったが、明快な解答に至ることはで

きていない。そしてこの点は、現在でもほとんど変わっていないと思われる。私の理解で

は、もし明快で皆が一致する解答が出るようなら、それは専門（またはノーマル・サイエ

 
1 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jalp1953/2001/0/_contents/-char/ja/ （2016.5.8） 
2 ローレンス・レッシグ著、山形浩生・柏木亮二訳『CODE――インターネットの合法・違

法・プライバシー』翔泳社 
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ンス）の一分野となり、本来の哲学の領域からは外れるはずだから、これも当然ではある。

9 人の報告者・コメンテイターのうち、半分強が法哲学の「専門家」であり、同時に、哲学、

憲法、英米法、知財法など外部の専門家からも報告者やコメンテイターを得ている。ちな

みにこのように、古い学会誌が現在、誰でもどこでも読める状態になっていること自体が、

現在進行中の IT 社会化の一側面を体現している3。自然科学では一般に（その学問分野が「危

機」にある時代を除いて）、現代の研究を進める上で、先端業績の学習と別に過去の研究や

学説史を振り返る必要は薄いだろうが、社会科学や哲学では、思想史や過去の議論と現代

の理論との関係はもっと密接である。興味をもっていただける方には是非、目を通してい

ただけるとありがたい。 
 
3 知的財産権は何のためか4――その 1 
知的財産の対象となる、アイデア、デザイン、発明、情報、著作物、などがもつもっと

も重要な物理的性質は、この種の広義の情報には一般の財のような排他性がない、という

ことにある。 
一方、ホッブズの自然状態は、万人の万人にたいする戦争として語られるが、そこでは、

問題となる財が物理的な排他性をもつことが前提となっている。というか私の理解では、

ホッブズの「自然状態」とは、単純化すれば、当時（17 世紀ヨーロッパ）の社会に行われ

ている私法的関係（のイデア化されたもの）から所有権の排他性のみを取り去った状態で

ある。それはつまり、物質には排他性があるが権利には排他性がない、という世界なので

ある。 
 

この能力の平等から、目的達成にさいしての希望の平等が生じる。それゆえ、もしも

ふたりの者が同一の物を欲求し、それが
、、、

同時に享受できないものであれば
、、、、、、、、、、、、、、、

、彼らは敵

となり、その目的〔自己保全・・・〕にいたる途上において、たがいに相手をほろぼ

すか、屈服させようと努める。・・・5 
 
・・・自然権とは、各人が自分自身の自然すなわち生命を維持するために、自分の力

 
3 これは、毎年の政府予算で各学術団体のジャーナルを、創刊号から比較的最近のものまで

電子化してネット上で公開してゆく、という J-STAGE による事業の成果である。この事業

の進行当時私は、法哲学会側でその窓口を担当し、簡便にだが多数の著者の著作権処理も

行った。そしてこの公開アーカイブを使って、戦後直後の日本法哲学の様々な文献を学生

達にダウンロードさせて大学の授業を行うこともした。グーグル・ブックスなどの例を考

えれば、このネット公開事業が政府により行われたことについては、問題にすべき点があ

るかもしれないが、結果として、この場合日本の現状からして、他の選択肢は考えにくい

と思う。 
4 拙稿「所有権は何のためか」法哲学年報 1991（1992 年刊）58-76 頁参照。 
5 永井道雄責任編集「リヴァイアサン」『ホッブズ』世界の名著 28、中央公論社、155 頁。

傍点は嶋津による。 
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を自分が欲するように用いうるよう各人が持っている自由である。したがって、それ

は自分自身の判断と理性とにおいて、そのためにもっとも適当な手段であると考えら

れるあらゆることを行う自由である6。 
 
つまり、自然状態では人は誰でも自分に必要だと考えるものに対して自然権をもつのだが、

これは（ホッブズの設定する形態では）他の者が同じものの上に権利をもつことを排除し

ないので、原理上「これは俺のものだ。だからお前のものではない。」という関係が成立し

ない。だから同じものをめぐって、「お前のものかもしれないが、俺はそれを欲するので俺

のものでもある」という形で新たに権利を主張する他者との間で、必然的に（権利の）闘

争となるのである。自然状態でこの争いに決着をつけることができるのは、力のみである。

そしてもちろん、そこで勝者が得るものは、暫定的な支配ではあっても、排他的権利では

ないから、いつまでも新たな挑戦者の可能性を排除することはできない。 
ちなみに、イェーリングの『権利のための闘争』7では、権利を侵害された者が、それを

回復するために、利害打算を超えて戦う（裁判などに訴える）ことを奨励する。この場合

の権利の対象は、イデア的には、例えば裁判所の目からすれば、当然排他的である。つま

り誰かにたいして権利を認めることは、同時に他の者にはそれを否定することを含意する。

だから、それのために闘争
、、

することが権利の確定へと導き、平和のための
、、、、、、

法的秩序を実現

する契機となるのである。この場合、自分の権利のために戦う者は同時に、（法の普遍性を

媒介として）同じ立場にある他の権利者のために奉仕していることになる。だから、自分

の利益を超えて行われる権利保全における「持ち出し」となる費用（労力と時間を含む）

は、この秩序にたいする一種の献金のようなものと理解されるべきなのである。もちろん

これを行う人間は、コスト＝ベネフィットの計算を誤ることのない「経済人」ではない（彼

の行動は、個人の中では純損失を発生させるのだから）。しかし彼の行動は、個人を超えた

社会の利害というレベルで見るなら、ある種の（普通本人には意図されない社会的）目的

との関連で、合理性をもつ。不当な運賃をふっかける辻馬車の御者にたいして、それを許

さずに裁判に訴えることもいとわずに戦う乗客はだから、愚か者なのではない。だからこ

そ結果として、このような権利にこだわり「戦う」人々が多い（とされる）イギリスでは、

そのような人々が少ない（とされる）ドイツ・オーストリアよりも、不埒な御者は少なく、

人々は安心して辻馬車を利用できるのだ、とイェーリングの議論は進む。 
しかし物理的排他性をもつ財にたいする規範的な意味での排他性を欠いたホッブズの自

然状態では、権利のために戦うことが論理必然的に、平和へではなく戦争状態へと導くの

である。そしてこの戦争状態は、皆がこのような自然権を放棄するとともに主権者を選ん

で、彼（が制定する私法8）が排他性のある権利（つまり普通我々がこの言葉によって考え

 
6 同上、159 頁 
7 村上淳一訳、1982 年、岩波文庫 
8 ホッブズのこのような記述に対する私の異議については、拙稿「法の権威を立法の権威に
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るもの）を各人に再分配することでやっと克服可能になる。ある人のものは他の誰のもの

でもなく、だからそのものに関する所有者としての彼の決定はその限りで、他の者の願望

と無関係にそのまま直接最終的な社会的決定となる、という形で社会的決定が（法的関係

として）確定するのである。そしてもちろん、この結果は、警察や判決の執行など国家の

活動によって強行される。こうして私法の体系が成立し、「社会」状態つまり平和が達成さ

れるのである。 
 しかしこの関係は、物理的な排他性のない知的財産については成り立たない。自分が必

要な情報は、他者が利用しても減るわけではなく、自分も利用し続けられるからである9。

だからここで人々が「相手をほろぼすか、屈服させようと努める」必要は、元々ないので

ある。たとえ権利に排他性がなくとも、ここでは問題は発生しないかもしれない。あるス

ポーツに関心の薄い女性がサッカーについて、「どうしてみんなにボールをあげないの」と

言うの聞いたことがある。奪い合うものがなければスポーツにはならなくて困るが、知的

財産の所属については、これは正しい問いかもしれない。 
 リバタリアニズムの代表的論客である森村進が、一般の予想に反して、知的財産権を自

然権に含めない10理由の中心もここにあると私は考えている。この権利は、平和のために不

可欠ではないのである。もちろん、知的財産権を必要とする他の理由、特に経済的インセ

ンティブに関わる理由はあるが、これについては、次節で述べる。いずれにせよ、すでに

生み出された知的な財に関する限りでは、つまり、将来に生み出されるであろう知的な財

を視野の外におくかぎりでは、人為的に排他性を与えられた知的財産権は、人類にとって、

多分ない方がよいのである。誰でも必要とする者がそれを利用しても、それが減ることは

なく、多くの人がそれを利用するほど、我々はそれだけ豊かになるからである。だから、

知的財は特殊な財である。当然のことだとはいえ、この点を我々は、常に心に留めねばな

らない。 
 工学と区別される意味での理学、特に基礎科学においては、制度上この点がかなり徹底

している。科学者たちは、ある発見や理論にたいする自分の貢献が認められることにはこ

だわる。それは彼の業績となり、彼の社会的地位がそれによって決定されるし、それに起

因する名誉が他に剽窃されたと感じる時には、（ニュートンとライプニッツのように）「戦

 
解消することの愚かさについて」法哲学年報 2014（2015 年刊）参照。私のポイントは、私

法はこのような意図的な立法の制度が成立する以前から存在しているとうい点にあるが、

この論点は、ファンクショナルな観点から（つまり私法が果たしている機能に着目する限

りで）は無視してよいだろう。 
9 しかし、希少な財の入手法に関する情報とか、市場での競争を前提した場合の自分の優位

性を媒介する場合には、この議論はそのままあてはまるわけではない。他人が知らない入

会地における松茸群生地についての情報は、他者が利用することで松茸が減少し、自分は

それから不利益を被るし、消費者に人気の飲料の調合法についての秘密が暴露されれば、

競合商品が登場して、その飲料の売り上げが減少するだろうから、である。 
10 「知的財産権に関するリバタリアンの議論」最先端技術関連法研究、第 15 号（2016 年

3 月）5-20 頁。森村のより包括的な議論として、『財産権の理論』1995 年、弘文堂 
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う」のである。しかしその成果が他に利用されるについては、彼らはそれを禁止する意図

をもたない。現代の特許制度においても、自然法則は特許の対象とならないから、いくら

独創的な手段で自然法則を発見しても、また、それを表現する天才的な数式を定式化して

も、発見者はそれを独占することはないのである。宇宙や素粒子などに関する、巨大な予

算を得て発見したデータであっても、それは専門分野のジャーナルを通して、またインタ

ーネット経由で、知りたい人すべてに公開されるのである。科学、より古くは愛知として

の哲学とは、元来そのようのものなのである。 
 
4 知的財産権は何のためか ――その 2 
 たとえば、新たな薬品を開発するための大きなコストを市場で回収する機会を開発主体

に確保するためには、特許制度が必要である。もちろん私にこれを否定する意図はない。

しかし、架空の空想世界（ユートピア）の話としては、もし今、特許制度がすべてなくな

れば、現存の薬品を必要としているがそれを買う費用が払えない世界の人々はすべて、（所

属する国などが）生産のコスト分だけを用意できれば、それを手にすることができること

になる。その利益は、何で計るかは色々だろうが、かなり大きそうである。ただこの世界

では、将来に得られる未知の薬品等を生み出す誘因が激減することで、明らかに困難が発

生する。それに対処する方法として、独占的権利を設定すること以外に思いつくのは、上

記の基礎科学研究に類似した制度、つまり市場ではなく（税金を原資とする）公費や寄付

金によって薬品開発の費用をまかなうことくらいである。この場合社会的には、天文学と

薬品開発が同じような活動となるだろう。民営化の流れに逆行するわけだから、薬品開発

を市場競争から外すことで、社会主義経済の失敗のような生産性・効率性の低下が起きそ

うである。ただこれは結局、制度のコスト＝ベネフィットの見積もりの問題であるから、

本当のところはやってみないとわからない。薬品開発を利潤のための競争から科学的発見

のような名誉のための競争に移すことで、どれほどの不効率が発生するのか。私にはまっ

たく見当がつかない。 
 多分、上記得失計算はマイナスとなり、特許制度は社会に純利益を生み出しているのだ

ろう。いずれにせよ、この論理では特許は、特許権者の自然権というより、この制度が生

み出す社会的利益によって基礎づけられることになる。現在の特許制度では、登録後一定

の年数の後、特許権は消滅してその発明はパブリックドメインに入る。この場合の特許の

存続期間は、上記の開発費用の回収と、発明への誘因を与えることのために必要だから、

その限度で設けられている。それならこの期間は、時代と産業等の状況に応じて、試行錯

誤的に変更されてゆくべきものといえるだろう。さらに、この制度を一面から見るなら、

その全体は、一定の期間経過後に発明をパブリックドメインに入れるために、構築されて

いる、とも言えるだろう。本来の誰にでも利用可能な状態に個々の発明等を置くことが、

制度の目的であって、一定期間独占権が法によって発明者に与えられるのは、上記の費用

回収と誘因確保の必要を充足するためだが、その猶予期間を経た後でこの目的が達成され
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る。だから特許制度とは、デ・ユーレとして人為的に設定された独占権である特許権をど

のような条件の下で消滅させ、発明が万人に利用可能だという本来の状態を回復するか、

を工夫することで成立する制度だとも理解できるのである。 
 
5 IT 社会――その 1：フリーソフト 
上述のレッシグの『Code』の書き出しあたりの部分は、IT 化が始まった当時のアメリカ

の一部インテリたちの期待にみちた状況を、以下のように記述する。 
 

〔自分は（シカゴ学派の一員として）旧共産主義国家の再建事業に関わったが、結局

米国の推奨するリバタリアニズムの政策はうまく行かなかった。〕ポスト共産主義の多

幸感がうすれはじめていた頃――1990 年代半ば頃――西側には別の「新しい社会」〔の

ヴィジョン〕が生まれつつあって、それは多くの人にとっては、ポスト共産主義のヨ

ーロッパで約束されていた新社会と同じくらいわくわくするものだった。これがサイ

バー空間だった11。 
 
この理想の主唱者の一人、Ｒ.ストールマン（1953 年生）は現在も、GNU（グヌー）と

呼ばれるフリー・ソフトウェアの運動を推進している。この場合、「フリー」は、無料とい

う意味ではなく自由の意味だ、と彼は言うが、基本的に無料でもある。法的に処理された

ライセンス（GPL：GNU General Public License）12の文言は何度も変更されており複雑

だが、要するに、使用者が選ぶあらゆる目的のための使用（freedom 0）、ソースコードの

入手とプログラムの改変（freedom 1）、コピーの他への配布（freedom 2）、改変後のソフ

トの他への配布（freedom 3）という４つの面での自由という条件をすべて充たす場合、そ

れはフリー・ソフトウェアになる。ただこの場合、freedom 4 にある改変後の配布のために

は、それのソースコードを配布相手に入手可能にせねばならない。ここで強調されるのは、

使用者側がソフトをコントロールするべきであって、ソフトが、またはその作者が使用者

をコントロールするべきではない、といった思想であり、ソースコードの開示（freedom 2
および freedom 4）は、そのための必要条件とされる。フリーでない、ソースコードを開示

しないで普通有料で販売されるソフトは「独占的（proprietary）ソフト」として、敵視さ

れている。理想としては、世の中から独占的ソフトをなくし、すべてのソフトをフリー化

 
11 『Code』（注 2 参照）、5 頁。レッシグのこの本のねらいは、この文脈で想定された単純

な自由空間としてのサイバー空間理解を否定しながら、より現実的なあるべきサイバー空

間のヴィジョンを、その規範的目標として設定することにある、と言ってもよいだろう。

だから彼は、この理想主義的なサイバー空間理解をそのまま支持しているわけではない。 
12 このライセンスを付けて配布される場合、これは「copyleft (反転著作権：仮訳)」と呼ば

れる。copyright を利用しながらその反対物（right=右ではなく left=左）を実現する、と

いった意味なので、「左派著作権」でもいいかもしれない。 



7 
 

すべきだと考えているのだろう。 
 

GNU はパブリックドメインにあるのではない。誰でも GNU を改変、再配布、するこ

とが許される。しかし誰も、（改変）以後の再配布（に条件をつけてそれ）を制限する

ことは許されない。つまり、独占的（なものへの）改変は許されないのである。私は、

すべてのヴァージョンの GNU を自由なものにしておきたいのである13。 
 
類似の目的ではあるが、ストールマンたちとは一部対立するものとして、E.レイモンド

（1957 年生）たちのオープンソースの運動がある。この人々は、自分たちの活動に（世直

し）思想的な意味合いを込めることには消極的で、むしろソフト開発のより有効な方法と

して、多数の人々の自発的協力に開かれた形で進めるオープンソースの手法を擁護するの

である。ここでもっとも成功し注目を浴びたのは、OS の Linux である。実際の Linux は、

OS の中心であるカーネルに Linux を使用しながら、多数の GNU ソフトを合わせて OS と

して使用するものなので、「GNU／Linux」という呼称が GNU 側からは推奨されている。

現在 Linux は、スーパーコンピューター、メインフレーム、などでは主流の OS となって

おり14、携帯電話の Android も Linux ベースである。その他、自動車その他の機器に組み

込まれた電子機器に使用されることも多い。日本では Linux を使う PC は比較的少ないが、

これも国によって異なる。 
途中からは、（富士通、NEC を含む）大企業のエンジニアたちも Linux の改良に参加し

た。有料の既存 OS は機能的にも価格的にも満足できるものではなく、一方これを独自で開

発すると巨額の費用がかかる。それより、オープンソースの方式で高性能な OS が開発され

るのに自分たちも協力し、その成果を無償で使用するようなスパコンや携帯電話その他の

製品を製造・販売する方が、企業戦略的にも優れている、との判断がなされたのであろう。 
Linux 開発に協力した人々は、主唱者であるリーナス・トーバルズを含めて、少なくとも

直接には（つまり、この作業にたいする対価を得ていないという意味で）「ただ働き」であ

る。これは多くの GNU ソフトについても同じである。有償で開発され独占化されるソフト

よりも場合によって優秀なソフトが、ほとんど組織化されていない人々のボランタリーな

活動によって生み出される。それも Linux の場合は、きわめて多数の人々がそれに貢献す

ることで、金銭価値に換算するなら巨額になるはずのソフトが生み出された。なぜそれが

できたのか、についての説明は色々あるが、何より実現したことを自体を認識すべきなの

だろう。実現した後ではじめて後知恵的にその可能性が認識される、ということも多いの

だから。すくなくともこれを説明するためには、単純な市場の論理とは別のものが必要で

 
13 Joshua Gay ed., Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman, 
2002, Free Software Foundation, p.34 
14 「Linux」フリー百科事典『Wikipedia』 
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あろう15。 
 
6 IT 社会――その 2：クリエイティブ・コモンズなど 
コンピューターソフト以外の著作の分野でも、インターネット上での作品公開に関して、

クリエイティブ・コモンズ（CC）の運動が展開されている16。「コモンズ」とは元々、個人

所有にはなっていない共有地（入会地）の意味であり、この運動は、自分の作品を著者が

自分の意思でその共有地に置くための方策を提供する。そこで使われる CC ライセンスでは、

著者が作品の利用を認める条件として、いくつかの項目を選択する。作品利用の条件は、

①クレジットの表示要請、②非営利（のみ許可）、③改変（リミックス）禁止、④継承（改

変の場合、元と同じ CC 条件で配布許可）、の 4 つであり、②～④はライセンスに含めるこ

ともそうしないことも選択できる。①のみ選択する場合は、作品のクレジットと変更があ

る場合はその表示とが要求されるだけで、それ以外目的を問わず（営利目的を含めて）、改

変（リミックス）も配布も可能である。④を選択すると、改変作品も同じ条件で CC 内に置

かれることになる。これが、a.一般人相手のコモンズ証、b.（当該国に対応した）法律的に

厳格な形で文言化されたライセンス、c.ネット上での検索に対応するメタデータ、という 3
層になった形で提供されるのである。論理的には、上記フリー・ソフトウェアの場合の GPL
または copyleft に類似した手法であって、著作の利用許諾の条件の中に、本来の著作権に

よる利用への制約自体を解除または軽減するための条項を明示的に書き込むことで、利用

の可能性を広げよう、という方策である。 
この運動を推進する L.レッシグは、著書『REMIX』17を、RO 文化と RW 文化の対比か

ら始める。前者は、音楽や著書について、一般の聴衆・読者が「RO（リードオンリー）」

の立場にいる文化である。蓄音機やラジオの普及で、プロの演奏家による演奏を皆が楽し

めるようになったため、人々はカウチ・ポテト的に家庭でそれを聴くだけで自分で演奏し

なくなった。それ以前は、音楽は自分たちで演奏するしかなかったし、その能力も高かっ

た。これを「RW（リード／ライト）」文化と呼ぶ。しかし、デジタル化とネット化が進ん

だ IT 社会の現在、他人の作品の再生だけでなく、それをコピペしたリミックスすることが

ごく簡単になり、誰でも自分の編集ができる。ここで著作権の縛りを部分的に緩めれば（公

開上演、一般頒布、商業流通、などのみを規制）、すでに特に若者たちの間で再生しつつあ

る RW 文化に対する法的制約がなくなり、庶民レベルでの芸術や文学が花開くはずだ。と

 
15 参照、江口聡「フリーソフトウェア運動の倫理的含意」水谷・越智・土屋編著『情報倫

理の構築』第 5 章、2003 年、新世社。 
16 日本での CC の最近の活動については、https://creativecommons.jp/  また、クリエイ

ティブ・コモンズ・ジャパン編『クリエイティブ・コモンズ――デジタル時代の知的財産

権』2005 年、NTT 出版、参照。 
17 Remix：Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, 2008, Penguin 
Press、山形浩生訳、『REMIX――ハイブリッド経済で栄える文化と商業のあり方』 翔泳

社、2010 年 
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いった話である。ウェッブ上で公開される意見交換や作品の公表も誰でもできるから、世

間に向けて著書や記事を書き芸術作品を発表ことができる人が限られていた時代とは、基

本的な環境が異なっているのである。 
同時に、ネット上における商業経済と共有経済という二つの経済のハイブリッド化が指

摘・推奨されている。商業経済についてもインターネットが可能にした多くの成功例が言

及されているが、共有経済の例としては、ウィキペディアを挙げて、「世界には無料の百科

事典を作れるくらいの動機が散在していた。・・・そんなものが可能だとは誰も予想できな

かったが・・・。」と言う。別の箇所では「生産の金銭的インセンティブが不十分なら、も

のも十分に作られないことを経済学者は恐れる。本書では、この恐れに対する一見してわ

かる反論を山ほど概観した。お金以外のインセンティブは山ほどある。」とも言う。 
推奨されることは、法的には、（リミックスを利用した）アマチュア創作を規制から外す、

著作権の存続期間の短期化、一般のコピーを合法化（実際にはデジタル化の下ではあらゆ

る再生等でコピーは作成されている）、ファイル共有の合法化、などである。そして、「わ

れわれを変える」というタイトルで、クリエイティブ・コモンズが語られるのである。こ

れはもちろん、著作権法の下での権利者が、自発的な行動によって他者にたいする著作権

の縛りを緩和する方策を提供するものである。 
 特許権について上の 4 節で述べたことは、著作権にもあてはまる。つまりこの制度の本

来の目的は、著作権が消滅して対象となる著作物がパブリックドメインに入り、誰でも利

用できる状態になることを確保する点にある、と考えることも可能なのである。 
これに関して、この 10 年ほどの間、日本でも関係者が気をもんでいた米国におけるグー

グルブックスの訴訟が、最近決着した。昨年（2015 年）10 月 16 日に第 2 巡回区連邦控訴

裁判所で判決が下り、今年 4 月 18 日に連邦最高裁判所が上訴申立不受理の決定をしたこと

で、フェアユースが認められたグーグルブックスの勝訴が確定したのである18。しかしここ

で中心的に争われたのは、書籍全文の公開ではない。 
 

Google は 2004 年 12 月、大学等の図書館の蔵書をデジタル化して検索可能にする

“Library Project”を発表し、・・・図書館との合意に基づき書籍のスキャン及びデータベ

ース化を進め、2005年11月より検索サービス“Google Book Search”の提供を開始した。

これが、現在の Google Books である。Google によりスキャンされた書籍の数は、2015
年 10 月の時点で 2500 万点に達している。 

 
本のデータベース化は行われたが、Google Books が提供するサービスは、語句の検索だけ

 
18 増田雅史、【判例解説】Google Books 訴訟 フェアユースを認めた控訴判決 Authors 
Guild, Inc. v. Google, Inc., 804F.3d 202(2nd Cir. 2015)､月刊コピライト、2016 年 4 月号、

https://masudalaw.wordpress.com/2016/05/04/google-books-2nd-cir-decision/ に、上告不

受理の点を加えて転載。 
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である。知らされるのは、検索した語のヒット数と、その語が出てくるページの「スニペ

ット」と呼ばれるページの小部分数カ所だけである。だからこのサービスは、本を買う代

わりにはならず、むしろ本の販売を促進する可能性の方が大きいだろう。このサービスと

平行して、本のデジタルコピーが各図書館にもどされたが、これも図書館はフェアユース

の範囲でしか利用しないことになっている。その意味では、判決は予想できる内容であっ

た。 
 この場合、裁判自体は、フェアユース法理の適用をめぐって行われ決着したのだが、そ

のこと自体はここでの論点ではない。むしろ、その背景で 2500 万点の書籍がスキャンされ

デジタル化された。実際の作業を私は知らないが、もしその中にすでに著作権の切れた本

があれば、そのデジタルコピーを受け取ることで図書館は、全文を公開する条件が整う。

現時点ではまだ著作権が存続している本も、すでにコピーは手元にあるのだから、著作権

が消滅する時点でただちに公開可能になる。だから、もし現在の 70 年という米国での著作

権存続期間をもっと短くできるなら、その社会的利益は巨大なものになりそうである。ち

なみにレッシグは、「例外はあれ、（著作物の）商業的な寿命はごく短期間で尽きてしまう。

人々の創造的な過去をデジタル化して提供しようというアーカイブや大学の努力に法が介

入すべき理由は、著作権の面からはまったくない19。」と言い、書籍販売の統計的データを

根拠にして、著作権をまず出版から 14 年間にし、それ以上の存続を望む著者は作品を登録

する、という制度を提案している。 
 
7 おわりに 
 ここまでの議論の中に含まれている基本的な論点を、潜在的なものも含めて整理し、若

干の考察を加えたい。最初は、所有権の存在意義、そしてそれとの関連で、知的財産権の

存在意義を一般的に考えた。ここで提示している議論とはまったく別の議論ももちろんあ

るだろうが、ここでの立場は、知財の存在意義は発明や創造へのインセンティブ付与にあ

る、という帰結主義的なものである。しかし、排他性のない財について、その利用に人為

的に独占権を付与して財産化することは、結果としてそれの利用可能性を減少させる。こ

れについてのコストとベネフィットとのバランシングは、IT 社会化によって、従来とは大

きく異なったものになっている可能性がある。レコードであれ本であるあれ、従来からコ

ピーは可能であるといっても、情報は媒体となる物と結びついているから、それを瞬時に

地球の裏側まで届けることなどできなかった。情報流通はそれなりに大きなコストを伴っ

ていたのである。しかし情報がデジタル化され、サイバー・スペースに置かれてしまえば、

情報の媒体と情報本体の分離は徹底したものになり、情報は媒体からほぼ独立して流通す

るから、その伝達やコピーのコストはゼロに近づく。その環境で、情報にたいする従来の

人為的独占化を維持するなら、そのコストは極端なものになる危険が高いと思われる。 
 この IT 社会では、経済学でいう交渉費用（最善の相手を探し出し、相互の利益になる取

 
19 『REMIX』（注 17）251 頁 
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決めを結び、相手の実行をモニターする、などのための費用、つまり、人間関係において

潜在的に可能な相互利益を現実のものにするための交渉にかかる費用）もミニマイズされ

る。世界中の人間との間で、ミニマムなコストで様々な交換や奉仕が行われる条件が成立

するのである。一般に経済的な誘因は十分大きいから、交渉費用が高い関係でもそれを乗

り越えて交渉が成立する（たとえば、戦争中の相手や蛮族とでも必需品の売買が行われる

ことも多い）が、確かに存在はしているが微少な奉仕の用意または動機、のようなものは

これまで、現実の行動とならずに終わることが多かったのだと思われる。しかし交渉費用

が下がれば、それは現実の行動として表れる。ウィキペディアや Linux などに見られる経

済的動機では説明しづらい人間行動も、このことを表しているように、私には思われる。

基本的に、人間が変化したのではなく、環境変化によって、行動が変化したのである。 
 創造についても、同じことがいえるかもしれない。経済的な動機による創造はもちろん

重要だが、多分これまでの人類の歴史において、天才たちを偉大な創造へと駆り立てた動

機の中でそれが中心を占めた、という見方は極めて疑わしい20。上記のように社会環境が変

化した IT 社会の中で、何が人々を創造へと駆り立てる動機になるのか、薄い相互関係の中

で多数の人の労力が結合されて、予想もできない成果を生み出す、といったことが、激減

した交渉費用のもとでは起こるのか。いや、実際それは一部すでに起こっている。 
 いずれにせよ、この過程が進行した後の社会は、あるいは現在の我々の想像を超えてい

るかもしれない。アダム・スミスの『国富論』の後半はあまり読まれないのかと思うが、

そこではイギリス政府が当時行っていた、細々と異なる商品に対するアドホックに差異化

された補助金、税金、関税などのことが書かれていたと思う。これらはその後、スミスの

経済理論が理解されたことが主要な原因となって、廃止され、自由貿易の体制が実現され

ていった。もちろん、そうなった後から見れば、そして現在から見ても、それらの補助金

などは、不当で愚かなものに見える。あるいは現在我々がもっている複雑な知的財産法の

体系も、特権的グループの特殊利益に奉仕する不当なものであったことが、後になればわ

かるのかもしれない。 
 

出典：Law and Technology No.72 (2016 年 7 月、32-40 頁) 

 
20 著作権についてハイエクは、次のように言う。「著者がそれについて排他的な著作権をも

つことができなかったなら我々が手にすることはなかった、というような偉大な文学作品

が一つでもあるのか、私は疑わしいと思う。（しかし）百科事典、辞書、教科書、その他検

索用書籍のような極めて利用価値のある作品は、一旦出来上がると自由に（タダで）複製

できるというのであれば、（元々）産み出すことができなかっただろう。著作権の根拠は、

ほぼ全面的にこのような状況に基礎をもつのだと、私には思われる。」 F. A. Hayek, The 
Fatal Conceit: The Errors of Socialism, 1988, Routledge, pp. 36-37 


