米国著作権法によるファッションデザインの保護
―Star Athletica事件合衆国最高裁判決後の最新動向―
Star Athletica事件合衆国最高裁判決以降、米国では衣服などのファッション製品を含む実用品につい
て著作権による保護が求められる事案が続いている。そこで、本稿では、これらの裁判例を類型化、
整理して紹介するとともに、理論と実務の両面から得られる示唆についても言及する。


１．はじめに
数年前まで、米国著作権法（以下、単に「法」という）の
もとでファッションデザインを保護することは困難だった。

弁護士・ニューヨーク州弁護士

関 真也

局が権利者代理人に宛てた2019年５月８日付書面より）
。
そこで、本稿では、Star Athletica事件合衆国最高裁判決
を概観したうえで、同判決後に分離可能性について判断した
下級審裁判例を紹介する。

衣服を含むファッション製品の多くは、
「実用品」
に該当す

なお、分離可能性があるデザイン要素であっても、それだ

る
（法101条）
。
「実用品」のデザインは、
「物品の実用面と別

けで保護されるわけではない。著作権による保護を受けるた

個に識別することができ、かつ、独立して存在し得る絵画、

めには、創作性および固定という要件も満たす必要がある。

図形または彫刻の特徴を有する場合にのみ、その限度におい
て」保護される
（同条）
。
「分離可能性」
（separability）と呼ば

図１

著作権登録されたスニーカーのデザイン

れるこの要件は、ファッションデザイン（特に立体的な衣服
の形状、裁断、寸法等）にとっては、充足することが難しい
形で解釈・適用されてきた（拙稿「米国知的財産法による
ファッション・デザイン保護の現状と課題
（１）
」
AIPPI62巻
１号ｐ.10以下）
。
たとえば、
ファッション中心地の一つである
ニューヨーク州を管轄する第２巡回区控訴裁判所は、装飾的
なデザイン要素を、衣服の装飾的機能にとって本来的に実用
的なものであると位置付け、衣服はとりわけ分離可能性テス
トを満たしにくいとしていた
〈Whimsicality, Inc. v. Rubie’s
Costume Co., Inc., 891 F.2d 452, 455（2d Cir. 1989）
〉
。装
飾的な外観を与えることを目的として施されるデザイン要素
は、当然ながら、装飾的機能から分離し難いからである。

２．Star Athletica事件合衆国最高裁判決

しかし、2017年３月22日、合衆国最高裁判所は、Star

この事件は、チアリーディングユニフォームの表面上に施

Athletica事件判決において初めて、分離可能性について統

された平面的なデザイン要素〈色彩、形状、ストライプおよ

一的な判断基準を示した。その基準は、それまで各下級裁判

びシェブロン（山形またはＶ字の紋）の配列〉に分離可能性

所がさまざまに採用してきたものと比べ、ファッション製品

があるか否かが争われた事案である（後掲図２参照：画像は

その他の実用品のデザインが保護を受ける可能性を大きく広

同事件最高裁判決書より）
。

げるものであった〈Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands,
Inc., 137 S.Ct. 1002（2017）
〉
。

同判決が示した分離可能性の判断基準（以下、
本判断基準）
をまとめると、おおむね以下のとおりである（詳しくは、奥

実際、同判決以降、ファッション製品を含む実用品のデザ

邨弘司「判批」IPジャーナル３号ｐ.73、作花文雄「詳解著

インについて分離可能性を認めた下級審裁判例が複数あった

作権法（第５版）
」ｐ.129以下、拙稿「判批」AIPPI62巻９

ほか、米国著作権局における著作権登録実務にも影響を与え

号ｐ.838など参照）
。

ている（スニーカーのデザインについて著作権登録が認めら

① 当
 該実用品を視認することができ、かつ、絵画、図形ま

れた事例が話題になった。後掲図１参照：画像は米国著作権

たは彫刻の属性を備えたものと看取される何らかの平
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面的または立体的な要素を見いだすことができること

図２

Star Athletica事件のユニフォームデザイン例

（別個識別要件）
② 別
 個に識別される当該特徴が、当該実用品から離れて思
い描いたときに、それ自体でまたは何らかの他の媒体に
固定されたものとして、絵画、図形または彫刻の著作物
として存在し得るものであること（独立存在要件）
そして合衆国最高裁判所は次のように述べ、当該チアリー
ディングユニフォームの表面装飾の分離可能性を肯定した。
まず、別個識別要件につき、
「見る者は、当該装飾を、絵画、
図形または彫刻の属性を備えた特徴として識別することがで
きる」とだけ述べ、簡単にその充足を認めた。
次に、
「当該チアリーディングユニフォームの表面上に施
された色彩、形状、ストライプおよびシェブロンの配列は、

３． Star Athletica事件後の下級審裁判例
（１）
平面的なデザインに関する事例

当該ユニフォームからこれを分離し、他の媒体（画家のキャ

Star Athletica事件合衆国最高裁判決が示した判断基準

ンバスなど）に応用した場合、
『平面的な……美術……の著

は、抽出される特徴だけを見て、それが実用品を再現するも

作物』に該当する（法101条）
。当該ユニフォームから表面

のではなく、絵画、図形または彫刻の著作物に該当するとき

装飾を取り除き、それを別の媒体に応用した場面を想像して

に、分離可能性を認める。これによれば、衣服、靴、かばん

みても、当該ユニフォームそれ自体を再現することにはなら

その他ファッション製品の平面的なデザイン要素（色彩、模

ない」などと述べ、独立存在要件の充足を認め、結論として、

様、それらの組み合わせなど）は、ほとんどの場合、分離可

当該表面装飾には分離可能性があるとした。

能性が肯定されることになろう。なぜなら、平面的なデザイ

同判決で注目すべきなのは、
「分離可能性に関する審理に

ン要素を抽出して紙に固定したとき、それは実用的機能を果

おいて焦点を当てるべきなのは、抽出された特徴であって、

たす衣服等として再現されることにはならず、
いってみれば、

仮想的な抽出を行った後に残存する、当該実用品の側面では

その衣服等を描いた絵画となるからである。

ない」と述べた点である。これによれば、抽出された特徴だ
けを見てそれが（実用的機能を有しない）絵画、図形または

同判決後の下級審裁判例でも、平面的なデザインについて
分離可能性を認めた事例が複数ある。

彫刻の特徴でありさえすれば、分離可能性がある。つまり、
抽出された特徴が（抽出される前に）当該実用品においてい

水着の平面デザインについて

かなる機能を担っていたか、
あるいは、
当該特徴を抽出したこ

まず、ビキニのトップおよびボトムに黒色の装飾的なトリ

とによって残存部分の実用的機能が損なわれたかといった検

ム（縁取り）があり、
このトリムがビキニのカップ部分に「Ｔ」

討は、分離可能性の判断において不要であると解される。こ

の形を成すことを特徴とする女性用の水着のデザインにつ

れを衣服について一般化すると、本判断基準のもとでは、衣

き、分離可能性が認められた事例がある〈Triangl Grp.

服のデザインの装飾的機能が、当該デザインとの分離を要求

Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co.,

される実用的機能であるか否かを検討する必要はないことに

Ltd.（S.D.N.Y. Jun. 22, 2017）
〉
。

なる。前述した第２巡回区控訴裁判所における従来の判例実

裁判所は、本判断基準を踏まえ、
「原告らのデザインの大

務とは異なり、装飾的デザイン要素が装飾的機能と分離でき

部分は、その黒色の装飾的なトリムおよびＴの形を物理的に

ないことを理由に保護が一般的に否定されるということはな

分離することができ」るなどとし、著作権による保護を認め

いから、本判断基準は、衣服のデザインについて著作権によ

た。もっとも、本件は被告らが手続きに出頭しなかったため

る保護の可能性を飛躍的に高めたと理解することができる。

欠席判決であり、詳細な判断過程は示されていない。
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ハロウィーンコスチュームの平面デザインについて

メイクアップについて

ちょう

は ちゅう

本件は、図形的なフリルや蝶ネクタイが施された死者の日

モデルがマスクをめくると、爬 虫 類のようなメイクアップ

（Dia de los Muetros）の衣装、スケルトンパターンが施さ

が現れるという作品について、著作権による保護が認められ

れたレースポンチョ、ダイヤモンド柄の中に配置された悪辣

た事例もある〈Mountain v. Mehron, Inc.（C.D.C.A. Aug. 15,

な見かけの道化師の模様が施された衣装、燃えさかる炎から

2018）
〉
。裁判所は、モデルの顔に施された蛇の皮膚に似せた

立ち上がるどくろの図形が施された衣装などにつき、分離可

メイクアップの模様（金色、黒色および緑色の色彩ならびに

能性が認められた事例である〈Diamond Collection, LLC v.

それらの寸法および形状等）
、眉毛が目立たないようにしたこ

Underwraps Costume Corp.（E.D.N.Y. Jan. 22, 2019）
〉
。

と、黒色の瞳と金色の虹彩、そして暗い赤色の口紅等を備え

あくらつ

裁判所は、本判断基準にのっとり、上述の「図形的なフリ

た無表情の人間の顔のマスクをめくることによって顔が見え

ルや蝶ネクタイ」などの特徴を指摘し、絵画、図形または彫

るようになることなどを特徴とするデザインを原告と被告ら

刻の属性を備えた平面的な要素を見いだすことができる旨を

の作品の共通点として認定し、請求原因を主張していないこ

述べ、別個識別要件の充足を認めた。

とを理由とする著作権侵害に関する訴えの却下を求める被告

次に裁判所は、これらの特徴の「主要な目的は……芸術性

らの申立てを退けた。

にある。すなわち、ひとたび［当該特徴が］取り除かれたと

裁判所は、当事者が明示的に争っていなかったため脚注に

きに残るのは、機能的ではあるが、装飾のない［衣料品］で

おいてであるが、Star Athletica事件合衆国最高裁判決を引

ある」と述べ、独立存在要件の充足を認めた。

用したうえで、上記デザイン（色彩、テクスチャおよび二層

この判決は、独立存在要件について判断するに際し、ティ
アドロップ型の照明カバーの立体的デザインの分離可能性が

構造であること）につき、メイクアップから分離して識別し
得るとの判断を示している。

問題となった裁判例を引用している
〈Jetmax Limited v. Big
Lots, Inc.（S.D.N.Y. Aug. 28, 2017）
〉
。同裁判例は、
「当該
カバーの主要な目的は芸術性にある。すなわち、ひとたび当

その他の事例
熊や象をモチーフにした平面的なイラストが、第三者に

該カバーが取り除かれたときに残るのは、
機能的ではあるが、

よって無断でＴシャツなどに利用された事案において著作権

装飾性のないストリングライトである」と述べ、立体的なカ

侵害を肯定した事例がある〈L.A. T-Shirt & Print, Inc. v.

バーのデザインは、ライトセットが部屋を明るく照らすため

Rue 21, Inc.（S.D.N.Y. Aug. 17, 2017）
〉
。もっとも、当該

の照明バルブその他の構成部分から分離できると判断した。

イラストは原告によって衣服に用いられたものではあった

こうした判断手法については、Star Athletica合衆国最高

が、原告によって「平面的なアートワーク」として著作権登

裁判決を踏まえると、
疑問がある。
前述のとおり、
同判決は、
抽

録されており、被告もその有効性を争わなかった。また、原

出した特徴に焦点を当てて、
それが実用性のない絵画、
図形ま

告は、Ｔシャツその他の衣服について著作権による保護を求

たは彫刻の著作物であるかどうかを問題にすると述べている

めたわけではなかったため、裁判所は分離可能性について判

のに対し、これら下級審裁判例の判断手法は、当該特徴を抽

断しないまま保護を肯定し、著作権侵害を認めている。米国

出した後に残るものが装飾性を失うことに着目して、抽出し

における著作権登録の活用と、
訴訟上の主張の在り方に関し、

た特徴の主要な目的が芸術性にあると認定しているからであ

実務上参考になる。日本でこれに類する事例としては、大阪

る。本来であれば、装飾的な衣装の模様や照明カバーの立体

地判平成31年４月18日［眠り猫イラスト事件］が挙げられる。

的形状は、それのみを抽出した場合、
「物品の外観を表」す

このほか、これまで述べたようなファッションとは少し異

こと以外に本来的に実用的な機能を有しないから、
「実用品」

なるかもしれないが、車のシートカバーの平面的なデザイン

に該当せず
（法101条参照）
、絵画、図形または彫刻の著作物

について分離可能性を認めた事例もある〈Day To Day

として別個に存在し得る、といった理由付けをすべきなので

Imports, Inc. v. FH Group International, Inc.（D.N.J. Jul.

あろう。

2, 2019）
〉
。この判決は、独立存在要件につき、
「当該カーシー
トの表面に施された色付きの幾何学的な形状の配置は、それ
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を当該カーシートという媒体から分離し、キャンバスに置く

つまり通常使うであろう表現方法をとった場合、それについ

と、平面的な美術の著作物として認められる。そのキャンバ

ては表現の保護を否定」するという理論である（同ｐ.49）
。

ス上のイメージがカーシートまたはカーシートの絵画のよう

まず、
裁判所は、
「本件バナナコスチュームの美術的特徴は、

に見えることは問題ではない。かかるイメージは、実用品と

一体的に見れば、著作権による保護を受ける著作物すなわち

してのカーシートを再現するものではないからである。当該

彫刻として、別個に識別することができ、かつ、独立して存

カーシートの有用性は、座席にぴったりとフィットする生地

在し得るものであることを証明している。かかる彫刻的な特

の輪郭にある。そしてこれは、装飾のためにかかる生地に施

徴には、バナナの色彩、線、形状および長さの組み合わせが

された色付きの幾何学的な形状から分離することができる」

含まれる。これには、着用者の腕、脚および顔部分の開口、

と比較的詳しく理由を示している。

当該開口の寸法および本件バナナコスチュームにおける当該
開口の位置は含まれない。なぜなら、それらの特徴は実用的

（２）
立体的なデザインに関する事例

だからである。本件バナナコスチュームの『外観に関係しな

バナナコスチューム
（バナナの着ぐるみ）
の立体的なデザイ

い実用性』
（すなわち、着用できること）から分離して思い

ン
（後掲図３参照：画像は判決書より）
につき、
著作権侵害が肯

描くことは、他の著作物に比べて困難ではあるが……、見る

定された事例がある
〈Silvertop Associates Inc. v. Kangaroo

者はなお、本件コスチュームから分離して、当該バナナを創

Manufacturing Inc., 931 F.3d 215（3d Cir. 2019）
〉
。

作性ある彫刻として思い描くことが可能である。その彫刻さ
れたバナナは、本件バナナコスチュームから分離して、本来

図３

Silvertop事件のコスチューム

的に実用的なものではなく、また、単に本件コスチュームを
再現するものでもない」と述べ、分離可能性を肯定した。
次に、裁判所は、
「裁判官自身の美的な判断は、著作権の
検討において何らの影響も及ぼしてはならない」
「本質的に
問題となるのは、実際の物体についての表現が、最低限の創
造性を備えているか否かである」
とし、
本件バナナコスチュー
ムのデザインについて創作性も肯定した。
さらに、裁判所は、
「本件バナナコスチュームを著作権で
保護したとしても、その基礎にあるアイデアを実質的に独占
させることにはならない。なぜなら、バナナに似せたコス
チュームを制作する方法は他に数多く存在するからである」

この判決は、衣服の立体的なデザインにつき、本判断基準

「バナナコスチュームは黄色であることが多いとしても、そ

を用いて分離可能性を判断した事例であり、かつ、創作性の

の色合いにはさまざまあり得るし、緑色や茶色であってもよ

有無ならびに融合理論（merger doctrine）およびありふれ

い。
バナナコスチュームが曲がっていることが多いとしても、

た情景の理論（scenes a faire doctrine）の適否を詳しく判

そうである必要はなく、ましてや具体的な曲がり具合も限定

断した事例である点で重要な意義がある。

されているものではない。また、バナナコスチュームは実際

なお、
「融合理論」とは、その表現を使用しなければアイ

のバナナに似た端部を備えていることが多いとしても、そう

デアを使用し得ないほど両者が融合している場合に、アイデ

した先端部分は、
（色彩、形状またはサイズにおいて）
［原告］

アの自由使用を優先してその表現に対する著作権による保護

の黒色の先端部分と同様である必要はない」ことなどを理由

を否定するという理論である〈山本隆司『アメリカ著作権法

に、融合理論およびありふれた情景の理論の適用をいずれも

の基礎知識（第２版）
』ｐ.47（太田出版、
2008年）参照〉
。
「あ

否定した。

りふれた情景の理論」とは、
「アイデアを表現する方法が複
数あるけれども、その中の、誰でも使うであろう表現方法、
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この判決によれば、衣服その他実用品の立体的なデザイン
について著作権による保護が認められる可能性は相当広くな

米国著作権法によるファッションデザインの保護

り得る。なぜなら、本件バナナコスチュームの構成要素のう

分を特定せず、実用品全体のデザインについて保護を求めた

ち、保護範囲から明示的に除外されたのは、着用者の腕、脚

ことが理由となっており、主張の組み立てに留意する必要が

および顔部分の開口があることならびにそれらの寸法および

ある。たとえば、前掲Lanard Toys事件で保護が求められた

位置のみだからである。裁判所は、分離可能性を明示的に要

チョークホルダーの形状は、後掲図４（画像は控訴審判決書

求する実用性を「外観に関係しない実用性」
、すなわち「着

より）のとおりチョークホルダー全体の形状そのままであっ

用できること」に限っている。これを敷衍すれば、着用でき

た。法101条によれば、チョークホルダーのような実用品の

るようにするための平面的または立体的なデザイン以外のデ

デザインについて保護が認められるのは、分離可能性を満た

ザイン要素は、装飾性という外観に関係する機能を含めて、

す特徴がある場合に、その特徴に限られるのであって、実用

広く分離可能性が肯定される余地があることになる。

品のデザイン全体が保護対象となることはない。

ふ えん

また、分離可能性を満たす実用品のデザインが著作権によ
る保護を受けるために必要な創作性の程度は、その他の著作

図４

Lanard Toys事件のチョークホルダー

物一般と同様、
「最低限の創造性」という低いハードルをク
リアすればよいことを明らかにしている。
さらに、この判決によれば、実用品のデザインの保護が、
融合理論またはありふれた情景の理論によって否定される
ケースも限られる。アイデアを表現する他の手段があること
を立証できればよいからである。
もっとも、バナナという実用的機能を果たさない対象をモ
チーフにしたコスチュームに関する判断事例であるという特
殊性もある。バナナコスチュームの場合、その一部の形状等
がバナナに見えても分離可能性は否定されないが、日常的に
着用する衣服等の場合は、保護を求める部分が衣服の一部で
あると認識されると、
その部分の分離可能性は否定され得る。
通常実用品の一部である物品は、
「実用品」とみなされるか
らである（法101条）
。

４． おわりに
以上、Star Athletica事件合衆国最高裁判決からその後の
下級審裁判例を概観した。
しかし、判断手法はいまだ不明瞭な点も多い。また、普段
の生活で着用する衣服等の立体的なデザインについて分離可

その他の事例

能性が判断された事例は存在しない。さらに、保護を認めた

本判断基準のもと、実用品の立体的なデザインについて分

として、映画、アニメ、Virtual Reality空間などにおける利

離可能性が肯定された事例としては、前述のJetmax事件の

用についての侵害の成否に関する裁判例も少ない。日本法と

ほか、洗濯ばさみと結合した鳥の形状をした飾り部分が分離

の比較においては、不正競争防止法２条１項３号のような登

可能とされた事例がある〈Design Ideas, Ltd. v. Meijer,

録を要しないデザイン保護制度が米国にはないことにも十分

Inc.（C.D. Ill. Jun. 20, 2017）
〉
。

留意する必要がある。

他方、分離可能性が否定された事例としては、チョークホ
ルダーの立体的形状〈Lanard Toys Limited v. Toys “R”
Us-Delaware, Inc.（M.D. Fla. Mar 21, 2019）. 控訴審であ
るLanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC, Ja-Ru., Inc.
（CAFC May 14, 2020）も参照〉
、水たばこの容器〈Inhale,
Inc. v. Starbuzz Tobacco, Inc.（C.D.C.A. May 8, 2017）
〉
などがある。もっとも、これらについては、保護を求める部
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