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ドイ ツなどヨーロッパ全体に広まる。特許庁審査官時代の織機技術史研究でよく

ヨーロ ッパ大陸の西に位置する島国であっ退官後，大阪工業大学に日知られた著者が，

カ、、ラス，た当時のイギリスは，毛織物，染色，本最初の知的財産学部を立ち上げ，学部一年

活版印刷等々刃物鋼，石鹸，鉄製武器生産，自らが担当次に知的財産の導入教育を置き，

広範な分野で，大陸からの技術移転に依存しその講義を基に書いた本である。近代した。

ていた。大陸から新技術をもっ職人の招聴の特許制度と著作権の歴史を中世から現代まで

この枠組みによる国王の特許状が数ために，その上で，現代の知的財産問克明にたどり，

多く発行されたが，新商品の製造販売独占に題の核心に光を当てた好著だ。

当初の役割を越え濫用乱よる巨利の魅力で，第 1章は現代の知的財産問題の輪郭と着目

国民の嵩々たる非難の発されるようになり，それらは本論でも自ずと繰点が語られるが，

中に， 1622年成立の専売条例による独占の禁り返されるから，近代特許制度と著作権の形

そのとき例外条項として，止となるのである。成の歴史を語る 2～ 4章から紹介してゆく 。

新規方法の発明者に限り 14年以下の期間に限地中海貿易で栄えルネ ッサン11～16世紀，

って専業特許を与えることにしたのが，今日ス文化の中心地の一つでもあったウゃェネチア

の発明特許の出発点とされる。著作権の場合これまで知られていない新技術を共和国で，

は， 1709年成立の著作権法で，書籍業カンパ持った職人を国外から招聴するに当って，特

ニーに与えられる特定の書籍の独占印刷権が，典として既存のギルドの枠外でその新技術の

去、14年間の保護期限が切れた後著者に移り，現代の特許に独占使用権を一定期関与える，

らに14年間保護されるという形で成立していこの新技術について近い慣行が形成される。

る。14年の保護期間に見られるように，発明

＊ 
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フランスやの慣行は，職人の移動を通して，

2007年 1月初日受理

大阪市立大学名誉教授
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特許の例に倣ったのである。

新しい特許の制度は，一世紀以上をへた産

業革命の頃に，発明が産業の発展を導き，発

展の生みだす矛盾が新発明を誘発し，更なる

発展を生む時代を導く。アークライトの水車

紡績の特許をめぐる裁判を例に明細書の必要

性が語られ，ワ ットと蒸気機関特許を例に，

特許実施権を自己で独占し作った商品に特許

料を上乗せして売る方法と，他人に実施許諾

を与えてロイヤリティをとる方法が比較され，

ロイヤルソサエティ とドイツ大学の哲学学部

の比較を通して，特許を武器にした技術覇権

がやがてイギリスからドイツへ移行して行く

問題が語られる。この構成は，学生への講義

用組立だろうが巧妙で読ませる。 （2章）

移民の国アメリカは，職人移民の数が少な

かったので当初から発明が重視された。特許

と著作権の制度はほとんどイキリスをモデル

に作られるが，そこには自ずと， 「広大な土

地を前提に，特別な歴史をもたず，文化的な

背景を持たない」 国の必要に応じた技術とい

う個性が現れる。最初のアメリカ独自技術

「互換性生産方式」がその例だ。「格別に技能

を必要とせずに部品を単純に組み立てて」作

る機械製造法，部品を交換すれば故障した機

械が動〈機械修理法は，まさにアメリカ固有

の必要に応じて発展した技術である。

十九世紀半ば頃からアメリカの特許件数は

急増しイギリスを追い抜いてゆく 。電気，電

信，自動車，航空機など技術の新領域と，ア

メリカ固有の必要が結びついた発展だ、った。

エジソンの白熱電球の発明からジェネラ

ル ・エレ クトリ ックへ，ベルの電話の発明か

らAT&Tとウエスタン ・エレクトリ ックへ，
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といった巨大企業の成長過程，また外国企業

マルコーニ社の電信独占への対抗手段として

生まれた，特異な特許管理会社 RCAの形成

過程，ライト兄弟の航空機基本特許と特許プ

ールの問題などを例に，発明家が企業内研究

所に役割を譲り，特許が巨大企業の市場戦略

の武器となり ，クロスライセンス協定，特許

プール，カルテル，政府の反独占政策などが

主役となる時代が描かれる。（ 3章）

次に，ヨーロ ッパ主要国での特許制度成立

もたどられる。フランスでは1666年， 王政下

の科学アカデミーに特許審査機能が付与され

た。フランス革命ですべての差別，特権が廃

止され，特許も著作権も無効となるが，す ぐ

に前者は発明者の 「自然法上の権利」として，

後者は著者の 「天才の権利」として復活する。

ナポレオン戦争後，領邦国家ドイツ連邦とし

て出発し帝国への道を歩む ドイツでは，特許

は後進国に不利な制度という考えが支配的で

あったが， ドイツ技術者協会の熱心な運動，

アメリカの技術的躍進の刺激， 73年か ら始ま

る大不況の影響で，1877年ドイツ帝国特許法

が成立する。その他，産業革命の最も遅かっ

た帝政ロ シアで外国人に極めて不利な特許制

度が生まれ，自由貿易の国オランダで特許が

廃止されまた復活する過程も興味深い。1873

年ウィーン万博の際， 出品物の模倣防止に対

しオーストリアの特許法が不利であった問題

に端を発し，工業所有権国際会議が重ねられ，

「工業所有権保護に関する1883年 3月20日の

パリ同盟条約」がスター 卜する。

人工染料で世界をリードし第一次大戦での

特許接収によ ってその地位から転落したドイ

ツが，業界合同による 巨大企業IG ファル
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ベンで復活し，スタンダード石油と業務提携

にいたる過程を描いた部分は，特許問題が世

界化する次代を予感させる。（4章）

第5章～ nきが日本の特許制度である。明

治4年早くも専売略規則が公布されるのは，

特言午制度の必要性の認識は早かったことを示

すが，時期尚早で翌年には執行停止となる。

明治18年専売特許条例成立までの期間は，海

外特許制度の精力的調査，日本にあ るべき制

度についての議論に費やされる，福沢諭吉，

神田孝平，井上毅，高橋是清，井上馨等々が

主要登場人物である。条例では外国人は特許

出願できないことになっていた。外国人も出

願を認めよといった農商務相井上馨に対し，

その問題は条約改正の取引材料として残して

おく方がよいと高橋が進言し，井上がそれを

認めたという話は面白い。不平等条約改正の

取引材料として外国の不利をわざと残したの

である。しかし，このやり方は，条約改正の

進行とともに，特許制度にせよ，著作権にせ

よ，世界標準に従っていったことも示す。

このように成立した特許や著作権の制度は，

なかなか日本人に理解きれなかった。 安藤博

の多極真空管の特許は，高周波ラジオには極

めて重要な役割を果たすものだが，安藤が業

者に実施許諾契約と特許料支払いを求めると，

不当な搾取であるかのごとき扱いを受け，松

下幸之助が安藤から関連特許一切を二万五千

円で買取り，無償ですべての業者に公開する

と，安藤の強欲と対照的な美談として報じら

れた。「欧州諸国の著作権の代理人」ウイル

ヘルム・プラーゲが日本放送協会との著作権

使用料協定のため来日したH寺巻き起こ った一

連の反応も似たようなものだった。電球の対
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米輸出をめぐって輸出業者と GEとの聞にお

きた特許侵害訴訟の経過も，戦前社会ではま

だ国際トラス トとの対応など予想外だったこ

とを示す。（ 5章）

こうした中にあって特許を目標に発明を行

い，特許を利用して起業し，更なる発明と特

許取得を企業の発展に結びつける道を開拓し

た例として，豊田佐吉による動力織機の発明

と自動織機の構想，息子喜一郎による自動織

機の完成，その日本機械工業にとっての意味

が論じられる。著者の研究によって周知の話

だが説得的である。（ 6章）

敗戦時の 日米の技術較差は巨大で、あった。

戦後は戦中に没収された特許の回復，秘密特

許の処理などから始まるが，外国為替及び外

国貿易管理法（1949）以後は，較差を埋める

ための技術導入ラ ッシュとなる。エレクトロ

ニクス分野の技術導入， ミシン輸出とカルテ

ル問題などが論じられる。導入した技術を改

良し特許出願することが，研究開発と特許出

願の練習過程となった。この時期アメリカが

反独占 ・アンチパテン トの時代であったこと

が，日本にとって大きな味方となる。最後に

集積回路をめぐ ってキルビー特許（テキサ

ス・インスツルメント社）とプレーナー特許

（フェアチャイルド社）という 二種類の基本特

許が成立する過程が詳しく説明されるのは，

次章への導入のためであろう 。（ 7章）

次章の主役は，そのキルビー特許の有効期

限を，日本の特許法の盲点をついて延長しよ

うとするテキサス・インスツルメントネ土に対

する富士通による異議申し立て訴訟， ミノル

タのヒ ット商品自動焦点一眼レフに対するハ

ネウェル社による特許侵害訴訟という， 二つ



技術と文明

の特許裁判の，技術的争点と特許法上の争点

を抑えたケーススタディである。

この章自体の主内容は， 80年代に白米の技

術水準は「措抗」と表現してよい状態に達し

たという主張と，先端技術製品の国際競争力

喪失に危機感を持つアメリカが，1985年のヤ

ングレポートを転機に，それまでの反独占 ・

アンチパテント政策から，プロパテント ，知

的財産権の保護に転じ， GATTを舞台とし

て問題提起し，二国間協定で、国別にアメ リカ

に不利な特許法の改定を迫り，知的財産権の

国際協定TRIPSにおいて自国に有利な国際

協定を追求する過程であるが，二つのケース

スダディを重ねて説かれるので迫真カがある。

( 8章）

ここまでは歴史であるが， 9章ではその到

達点としての現代の技術開発とその産物とし

ての知的財産が考察される。2001年度の日本

の研究開発投資総額は， 16兆4700億円でアメ

リカの約半分， ドイツの 2倍半程度である。

その使用の割合は民間 7，大学2，その他1

で民聞が圧倒的に高い。特許出願は年間40万

件程度，自動車だけで年間 1万件，電子写真

複写機だけで8000件 （1982年）と，一製品分

野に大量の特許出願が集中する傾向がめだっ。

こうした傾向をもっ技術領域を，著者は蓄積

型技術と名付け現代の特徴とする。

研究開発の成果を市場における成功に結び

つけるために必要なものは特許だけではない。

アメリカでは医薬と化学では特許取得が成功

に決定的とされ，それ以外の分野では， リー

ドタイムの維持が最重要で、，そのために特許

をとらず秘匿する場合も，とくに製造プロセ

スでは多い。 日米の比較では，日本の方が特

15巻 2号（140)
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許取得を重視する傾向がある。それは欧米の

後発者として競争に参入してきた歴史と 日本

の得意領域は蓄積型技術である ことに起因す

るようだ。だが知的財産管理費用の分析では，

日本の費用はアメリカの倍であり，人員の三

分の二は特許出願事務に携わっている。知的

財産管理は出願事務に足をとられ，財産の活

用にまでは及んでいない状況が示唆される。

最終章は現代と近未来を念頭に置き知的財

産の核心的問題が論じられる。蓄積型技術に

おける特許数の増大に伴う ，特許の薮の中に

特許侵害の地雷が隠れているような状態，複

数の特許の請求範囲が重なっている等々の矛

盾と，その矛盾を回避する手段としての特許

プールや連邦巡回控訴裁判所などの事例 ，エ

イズの治療薬が高価すぎ最も治療を必要とす

る最貧困で使えない問題を例にTRIPSにお

ける最恵国待遇の必要性；研究開発における

職務発明と発明者報酬の問題；製品の高度シ

ステム化につれ，着想 ・開発・製品化を一貫

して企業内で行うことは不可能になり ，企業

クツレーフ。が分担 ・連携して並行的に開発する

例が増加する傾向などが論じられ，最後に知

識の共有化に基づく新しい研究開発の可能性

が， リナックスなどを例に探られている。

本書を読むことは知的な大河 ドラマを読む

ような魅力があった。中世のヴ、ェネチアで形

をと った一つの慣行が，職人の移動と共にヨ

ーロ ッパに広がり ，辺境のイギリスで発明と

特許の制度に変身する。その制度はアメリカ

と国民国家の興隆期ヨーロッパ諸国で，産業

発展と技術振興のため，国情に応じて制度化

され，教育による技術者養成，研究開発によ

る新製品の企業化，特許の企業内集積と特許
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侵害裁判を市場競争の武器とする，巨大企業

時代を導く 。反 トラスト ・アンチパテント政

策で，大企業の過剰な市場支配を排除したア

メリカが，第二次大戦後の技術覇権を握るが，

そのアメリカの反独占政策は新興勢力日本や

NIESの登場を助ける。新興勢力製品の競争

力に覇権を脅かされたアメリカが， アンチパ

テント政策を捨て，情報通信の発達の中で意

味を変えた著作権なども含め産業所有権の全

面保護の転ずる 中で，知的財産という新概念

とそれを保護する制度が生まれる。

ドラマの各所で，著者が特許の内容や特許

裁判のケーススタディを巧妙に使用している

ことが特に印象的であった。技術はそれを取

り巻く社会とのリンクを通して発展するとい

うのは，評者の年来の主張であ ったが，その

問題の解き口として，技術知が冨に変換され

る過程を媒介している特許と特許紛争を，も
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っと重視しなければならぬことを教えられた。

技術史は発明の歴史として語られることが

多いが，発明と不可分な特許の細部はあまり

登場しない。特許を中心にした研究は，多く

の；場合件数の分野別推移を，技術進歩の指標

とするマクロな分析であって，社会知である

技術が，知的 「財産」として個人，法人，国

家に囲い込まれながら発展してゆく過程を解

明するには適切ではない。これからの技術史

研究には，明細書の内容に立ち入って技術を

捉え，特許紛争の分析を通して企業間技術競

争を捉えるような手法がも っと必要になろう 。

そうした関心をもっ技術史 ・技術論研究者に

とって本書は絶好の手引きとなるだろう。
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xxxx+418頁， 定価3000円＋税， ISBN978-
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