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 コモンズ・知的財産・イノベーション 

 

レッシグが「コモンズ」を著してから 8年経つが、知的財産法にコモンズの考え方を取り入れようと

する具体的な動きはまだない。本稿では、イノベーション促進のために知的財産制度にどのようにコモ

ンズの考え方を取り込むべきかの研究や動向をサーベイした後、特に発明について、コモンズ化の課題

と可能性を考察する。 

 

1. コモンズの定義と知的コモンズ 
コモンズとは、共有地という意味で、広く人々が利用できる場所・資源を意味する。経済学的には、

非競合性（non-rivalrous：複数が同時に利用しても便益は減少しない）と非排除性（non-excludable：

利用する人を締め出すことができない）の特徴を持つ財として定義される。 

発明や著作物は、自然の状態では、何ら財産ではない。知的財産の法律がなければ、発明は他の人が

自由に真似でき、著作物は自由に複製して販売できる。知的財産権で保護するのは、創り出すインセン

ティブを与えるためである。しかし、インセンティブを与えられるのであれば、排他権による保護は不

要かもしれない。創り出されたものをコモンズとして共有することで、社会全体での便益につながる。

つまり、利用する上ではコモンズが理想である。 

中山（2008）は、今後コモンズについて考える必要性について次のように述べている。 

知的財産の世界では、コモンズという大きな流れがあることも見落としてはならない。 

情報の独占をご褒美として与えて社会全体の発展を図るというスキームに限界が現れた、とい

うことを意味するかもしれない。 

また、古くからアイデアは排他権の対象にすべきでないという意見がある。米国のトマス･ジェファ

ソン（独立宣言や合衆国憲法の起草者のひとり）は、1813年の書簡の中で次のように述べている 1)。 

もし自然がその他すべてのものに比べて排他的財産権の対象となりにくいものを作ったとすれ

ば、それはアイデアと呼ばれる思考力の行いである。これは、その人が自分一人で黙っている限

り、独占的に保持できる。でもそれが明かされた瞬間に、それはどうしても万人の所有へと向か

ってしまう。そして受け手はそれを所有しなくなることはできない。またその特異な性格として、

ほかのみんながその全体を持っているからといって、誰一人その保有分が少なくなるわけではな

いということだ。私からアイデアを受け取ったものは、その考え方を受け取るけれど、それで私

の考え方が少なくなったりはしない。それは私のろうそくから自分のろうそくに火をつけた者が、

私の明かりを減らすことなく明かりを受け取ることができるようなものだ。人類の道徳と相互の

叡智のために、そして人間の条件の改善のために、アイデアが人から人へ世界中に自由に伝わる

ということは、自然によって特に善意をもって設計されたようで、それは火と同じく、あらゆる



空間に広がることができて、しかもどの点でもその密度は衰えることがない。またわれわれが呼

吸し、その中を動き回り、物理的存在をその中に置いている空気と同じく、閉ざすことも排他的

な占有も不可能になっている。つまり発明は自然の中においては、財産権の対象とはなり得ない。 

中山（2000）は、情報（アイデア）が他者に利用されても権利者の利用の妨げにならないことは認識

しているが、マーケットが無限でないことから法律による保護が必要である、と説明している。 

情報には消費の排他性がないため、他人が独占権を侵して無許諾で当該情報を利用したとして

も、権利者本来の利用自体には、何らの妨げにならない。特許権の場合であれば、侵害があって

も権利者としては従来どおりの実施を継続することができる。ただ、事実上マーケットが無限で

ない以上、無許諾の利用者がいると、権利者は独占的地位を脅かされるために経済的損失を被る

おそれがあり、したがって何らかの損害賠償義務を課す必要がある。(p.345) 

中山は、コモンズの悲劇のように、発明をコモンズ化すると市場が有限であるために問題が生じると

指摘しているのである。しかし、発明した企業以外も実施することで、発明の認知が高まったり、発明

がより洗練されることで市場が拡がることも多い。同時に、他企業が参入することで価格が下がると、

利用者には嬉しいことである。また、コモンズ化できれば、取引コスト（ライセンス交渉等のコスト）

を劇的に削減できる。そのため、市場が無限でなくとも、発明企業に独占させるのでなく、発明企業に

有利に働く制度も考えてみるべきである。 

 

2. レッシグのコモンズ論 

レッシグ（2002）はインターネットの仕組みをコモンズの例にあげ、コモンズの便益を主張している。 

そして、レッシグは、知的財産制度の理想論として、生産するための最低限のインセンティブを提供

して、他者の利用をなるべく排除しないような制度の在り方を提唱している。 

アイデアの経済のねらいは、生産するインセンティブを作り出して、生産されたものをなるべ

く早く知的コモンズに移すことだ。[レッシグ（2002）p.183] 

こういう時代にあって、法にとっての本当の問題は、法がその保護をどうやって支援できるか

でなく、むしろその保護が大きすぎないかということなのだ。[レッシグ（2007）p.244] 

ふつうの財産なら、法は作るインセンティブと、所有権保護を提供しなければならない。知的

財産の場合は、作るインセンティブさえ生み出せばいい。[レッシグ（2007）p.254-255] 

知的財産を保護するのは、それを作る十分なインセンティブを確保するためだけだ。「十分な

インセンティブ」というのは、完全なコントロールよりも弱いものだ。[レッシグ（2007）p.255] 

レッシグ（2002）は、著作権法の具体的な改革案として、5 年毎の登録制度や、クリエイティブ・コ

モンズを提唱している。クリエイティブ・コモンズは、私法を使って実質的な公共コモンズを構築する

ため、著作権の主張を弱めて、共有しやすいコンテンツとして扱うための決まりを定義している。特に

ネットでは、派生利用や二次利用を作成・公開することが簡単にできる。著作権法で厳格な管理をして

しまうと、共有文化が進みにくいのである。実際に、クリエイティブ・コモンズの制度は、ネットでの

写真共有サイトなどで適用されている。また、日本では、ニコニ・コモンズ制度も利用されている。 

また、レッシグや Boldrin & Levine(2008) は、ビジネス面での先行者優位（first-mover advantage）

の効果をあげて、排他権付与に疑問を投げかけている 2)。 

 

3. Boyleのコモンズ論 

Boyle（2008）は、知的財産権が強化されている現在の状況を「第二の囲い込み運動」と表現し、権



利化せずにオープンにだれでも利用できたほうが望ましいものまでも知的財産化を許してしまい独占さ

れていることを問題視している。そして、デジタル世代への道程に向けてのルール作りの必要性を呼び

かけている。 

Boyle は、特許法は「自己規制的なイノベーションのポリシー」、著作権法は「自己規制的な文化面

のポリシー」を提供することが理想であるとしている。そして、Boyle や Mitchell（2005）は、独占排

他できる財産権と、だれでも自由に利用できるパブリックドメインの間に、自然権的な権利をもうける

ことが望ましいと述べている。クリエイティブ・コモンズはこのような権利といえる。発明については、

Boyleはゲノム特許などを批判している。 

 

4. 発明のコモンズ化は？ 
独占を許すことは、発明を利用する上で社会的には効率が悪い。革新的な技術/手法をだれもが更に

改良して利用できることが望ましい。発明を社会的な共有資産と考えると、他社に建設的な利用（改良

によるインクリメンタルイノベーションを進めるなど）を自由にできるようにしたほうが、発明がより

価値を高めることになるためである。そのため、「建設的な利用」であれば、ライセンス不要で利用で

きるようにするべきである。また、現状のライセンス契約では、取引コストが大きすぎる。コモンズの

ような扱いでライセンス不要が望ましい。 

どの程度の保護が望ましいかについては、競争相手が改良できるようにすることも重要である。スコ

ッチマー (2008) は、次のように述べている。 

知的財産権は発明者の保護と、消費者の保護、そして競争相手に改良の機会を与えることとの、

適切なバランスを考えて設計されるべきだからだ。(P.276) 

つまり、排他制度でなく、生まれた発明を他社と共有できたほうが、さらに多くの人によって改良さ

れることになる。特許制度では技術の累積性を重視して特許明細が公開されるが、特許を持っている企

業以外は、その発明を改良するのでなく、その発明を回避するために頭を使うのが普通である。結果と

して、インクリメンタル・イノベーションは、主に特許を持っている企業の中だけで行われることにな

ってしまう。また、他社に回避策を考えさせることで、余分な社会的なコストを発生させることにもな

る。そのため、社会全体でいかに発明を活かしてゆけるかという観点からすると、現状の特許制度は、

とても非効率である。 

環境技術などが、パテントコモンズとして開放されているが、このような無料の技術開放については、

とても限定的である。特許の利用には、どうしても独占の問題がはらんでしまうのである。 

田村 (2006) は、各知的財産法の目的を「インセンティブ支援型」と「インセンティブ創設型」に区

別していて、田村は特許法をインセンティブ創設型に分類している。コモンズ化が望ましい場合は、人

工的にインセンティブを創設するよりも、インセンティブ支援型の法制度に切り替えるべきと筆者は考

えている。 

著作物とは異なり、発明に関して、具体的なコモンズ化は全く考えられてこなかった。クリエイティ

ブ・コモンズやオープンソースのように、私法や独自制度を利用できる場合と違い、発明を共有できる

ようにするためには、特許制度の改革が必要になる。そのため、発明のコモンズ化は容易ではないが、

まずは具体的な制度の提案が必要である。そこで、筆者は、サービスの発明において、発明を独占させ

ないで、先行者優位を強めることでインセンティブを支援する自然権的な権利「元祖権」を、当学会の

年次学術研究発表会（2007・2008 年）や幡鎌（2008）で提案している。ビジネス方法や医療方法のよう

なサービスの発明は、発明のインセンティブ支援は望まれるが、独占は許すべきではないためである。 



5.  知的コモンズの課題 
ネットの時代において、社会の「文化の発展」「産業の発達」を最大化するため、コモンズの考え方

を法制度に積極的に取り入れることを考え始めるべき時期に来ている、と著者は考えている。表 1 に、

これまでの知的コモンズの考え方をまとめる。 

 

表1. 知的コモンズの考え方 

種類 

権利 

著作権 (現状) 著作権 (レッシグ提唱)

［５年毎の登録制］ 

発明 

強い(独占的利用) 

 

著作権 登録 特許権 

弱い(コモンズ:ある

ルールで共有) 

ＣＣ、ＧＰＬなど 

(著作権法上の私法) 

ＣＣ 元祖権（サービスの発

明を対象） 

ない(全く権利なし) 

 

著作権放棄を明示する

必要 

権利の明示をせず 非出願（営業秘密化） 

ＣＣ = クリエイティブ・コモンズ 

 

1) レッシグ｢コモンズ｣（山形浩生訳）p.154より。Boyle (2008) でも引用されていて、この書籍の初め

のほうに、この文を含むジェファソンの書簡の直筆のコピーを見ることができる。 

 

2) レッシグ｢コモンズ｣（山形浩生訳）p.324では「最初に動く者の優位性」と訳されている。 
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