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欧州司法裁判所： 製品の機能的形状であっても、オリジナル作品であれば、著作権で保護される

CJEU : functional shapes are eligible for copyright protection, in so far as they are original works.

欧州司法裁判所(CJEU)は、2020年6月11日、Brompton v
Chedech事件(c-833/18)に関して、欧州において、製品の機能
的な形状であっても、創作的なオリジナル作品に該当する限り、
著作権により保護される、との判断を下しました。

事件の背景
本判決は、韓国業者Get2Get（被告）が「Chedech」の名称で

販売する折り畳み自転車に対し、英国法人Brompton Bicycle
社（原告）が、同社が1975年に最初に創作し、1987年から現状
のデザインで販売している折り畳み自転車の形状に係る著作
権を侵害するとして訴えた事件について、CJEUに予備判決が
照会・請求されたものです。

被告は、原告製品の外観は、当該製品の技術的な機能を実
現するために必然的に形成されたものであり、その機能に最も
適した方法を意図して、折り畳み技術（この特許は既に権利が
満了）を採用したものであると反論しました。
これに対し、原告は、上記以外の形状の折り畳み自転車製

品が市場に存在していることを根拠に、原告製品には独自の
創作（オリジナリティ）が認められ、当該製品の形状は、その著
作過程において、自由且つ創作的な選択によってもたらされた
ものであるとして、著作権侵害が成立すると主張しました。

欧州司法裁判所の判断
裁判所は、製品の形状について、当該形状（少なくとも、その

一部）が、製品の技術的効果を実現するのに不可欠であるとし
ても、『著作者が自由且つ創作的にその形状を選ぶことにより、
形状を通じて、著作者の創作的な才能が独自の方法で表現さ
れた、本人の個性を反映したもの、すなわち、著作者の知的創
作により生み出されたオリジナル作品』であれば、著作権によ
る保護は、原則として、製品の形状に及ぶ、と判断しました。
この判断に至る過程において、裁判所は、先行の判例を参

酌し、著作権による保護が認められるには、対象物がオリジナ
ル作品であること、言い換えれ、ば著作者の自由且つ創作的
な選択による独自の知的創作物であって、著作者の個性を反
映したものであることが必要十分条件であり、対象物が、単に
技術的な理由や、創作の自由を奪うことに繋がるルールやそ
の他の制限のみによって形成されたものであれば、当然なが
ら、オリジナルの要件が満たされることにならない、と認定しま
した。
さらに、裁判所は、本件において、消滅した先行特許の存在

や、同一の技術的効果を実現する形状の有無といった事情は、
本件折り畳み自転車の形状の選択において考慮された要因を
明らかにする限りにおいてのみ考慮されるべきである、と指摘
しました。
判決文全文は、こちらからご覧下さい

On 11 June 2020, the Court of Justice of the European Union
(CJEU) confirmed functional shapes are eligible for copyright
protection in the EU so long as they constitute an original
creative work, on Brompton v Chedech (C-833/18).

Background
The judgment originated from a referral for a preliminary ruling
in the context of proceedings that Brompton Bicycle, a UK-
based company had brought against Korean company Get2Get’s
product, named ‘Chedech’, claiming infringement of copyright
in the shape of its iconic folding bike, which was originally
created in 1975 and has been sold in its current form since 1987.

In response to Brompton Bicycle's claim, Get2Get submitted
that the appearance of the claimant’s product would be
dictated by the technical function sought and that it would
deliberately adopt the folding technique (previously covered by
a now expired patent) because that is the most functional
method. In turn, Brompton Bicycle submitted that other shapes
are present on the market and this would demonstrate the
originality of its product: free and creative choices were made in
the realization of its bike.

CJUE decision
the CJEU held that copyright protection is in principle available
to products whose shape is, at least in part, necessary to obtain
a technical result, in so far as "that product is an original work
resulting from intellectual creation, in that, through that shape,
its author expresses his creative ability in an original manner by
making free and creative choices in such a way that that shape
reflects his personality".
In achieving this result, the Court reviewed earlier case law and
confirmed that - for copyright protection to arise - it is "both
necessary and sufficient" that the subject matter at hand is
original, in the sense that it is its author's own intellectual
creation that results from their free and creative choices and
reflects their personality. Originality is not fulfilled where the
realization of a subject matter has been exclusively dictated by
technical considerations, rules or other constraints which have
left no room for creative freedom, indeed. The Court pointed
out that, the existence of an earlier, now expired, patent in the
case and the effectiveness of the shape in achieving the same
technical result, they should be taken into account only in so far
as those factors make it possible to reveal what was taken into
consideration in choosing the shape of the product concerned.
Click here to read the court decision.
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