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Federal Circuit Rejects ITC Jurisdiction 

over Electronic Transmissions in Digital 
Models 

連邦巡回区控訴裁判所、デジタル・モデル事件に

おける電子的通信に対する国際貿易委員会の管

轄権を否定 

By Lynn Levine, G. Brian Busey and Kirk Sigmon 執筆者：リン・レヴィン、G.ブライアン・ビューシー、カーク・シグモン 

On November 10, 2015, the Federal Circuit released its 

opinion in ClearCorrect Operating, LLC v. International 

Trade Commission, reversing the International Trade 

Commission’s (the ITC or the “Commission”) 

determination that electronic transmissions could be 

infringing “articles” within the ITC’s jurisdiction. In a 

divided panel, Chief Judge Prost, writing for the majority, 

limited “articles” in 19 U.S.C. § 1337 (“Section 337”) to 

“material things.” The Federal Circuit’s ruling thus 

prevents the ITC from issuing remedy orders against 

infringing products that are digitally-transmitted, 

potentially limiting the ITC’s jurisdiction in protecting 

intellectual property rights at a time when digital 

commerce is growing in importance. 

2015年 11月 10日、連邦巡回区控訴裁判所は、

ClearCorrect Operating, LLC v. International Trade 

Commission事件に対する判断を公表した。同判断は、電

子的通信が国際貿易委員会（以下、「ITC」又は「委員会」と

いう。）の管轄権に服する侵害「物品」になりうるとする ITC

の判断を覆すものである。判事の間で意見が分かれたもの

の、Prost裁判長がまとめた多数意見は、合衆国法典第 19

編第 1337条（19 U.S.C.§1337）（以下、「米国関税法第

337条」という。）における「物品」を「有体物」に限定した。よ

って、連邦巡回区控訴裁判所の判断は、電子的に通信され

る侵害製品に対して ITCが差止命令を発することを妨げる

ものであり、電子商取引の重要性が高まる中において知的

財産権の保護における ITCの管轄権を制限しかねないもの

である。 

BACKGROUND 

The decision in ClearCorrect v. International Trade 

Commission resulted from an appeal of the ITC’s final 

determination In the Matter of Certain Digital Models, 

Digital Data, and Treatment Plans for Use in Making 

Incremental Dental Positioning Adjustment Appliances, 

the Appliances Made Therefrom, and Methods of 

Making the Same, Inv. No. 337-TA-833 (“Digital 

Models”). 

背景 

ClearCorrect v. International Trade Commission事件に

おける判断は、In the Matter of Certain Digital Models, 

Digital Data, and Treatment Plans for Use in Making 

Incremental Dental Positioning Adjustment Appliances, 

the Appliances Made Therefrom, and Methods of 

Making the Same（Inv. No. 337-TA-833）（以下、「デジタ

ル・モデル事件」という。）における ITCの最終決定に対する

控訴によるものである。 

In Digital Models, the complainant, a manufacturer of 

dental repositioning appliances, asserted that 

respondents ClearCorrect Pakistan and ClearCorrect 

Operating, LLC (“ClearCorrect”) were unlawfully 

importing – via the Internet – data used to create 

デジタル・モデル事件においては、被告である ClearCorrect 

Pakistan社及び ClearCorrect Operating, LLC社が（以

下、「クリア・コレクト社」と総称する。）侵害製品たる歯科矯

正器具を製造するために使用するデータをインターネットに

より不法に輸入しているとして、原告である歯科矯正器具製
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infringing dental repositioning appliances. In brief, 

ClearCorrect would receive orthodontic measurements 

from dentists in the United States, process those 

measurements in Pakistan to produce 3D-printable 

models of dental repositioning appliances, and then 

electronically transmit those infringing models to the 

United States for 3D printing. 

造業者が訴えを提起した。つまり、クリア・コレクト社は、米国

にいる歯科医から歯科データを取得し、当該データをパキス

タンで処理して歯科矯正器具の 3Dプリンター用モデルを製

造した上で、3Dプリンティングを行うために当該侵害モデル

を米国に電子的に通信した。 

In Digital Models, the Commission had held that 

electronically transmitted information was an “article” 

under Section 337. Section 337 prohibits “[t]he 

importation into the United States, the sale for 

importation, or the sale within the United States after 

importation by the owner, importer, or cosignee, of 

articles that . . . infringe a valid and enforceable United 

States patent.” 
[1]

 While the Commission had over a 

decade ago concluded its jurisdiction extended to 

electronic transmissions as “articles,”
 [2]

 it revisited the 

issue in Digital Models and ultimately reiterated that it 

had jurisdiction over electronic transmissions. (Morrison 

& Foerster’s client alert on that earlier opinion is 

available here.) 

デジタル・モデル事件において、委員会は、電子的に通信さ

れた情報が米国関税法第 337 条に基づく「物品」であるとの

判断を下していた。米国関税法第 337 条は、「有効かつ執

行可能な米国特許を侵害する物品…について、所有者、輸

入者又は荷受人が米国に輸入を行うこと、輸入のための販

売を行うこと、又は輸入後に米国で販売を行うこと」を禁止し

ている。
[1] 
委員会は、委員会の管轄権が「物品」としての電

子的通信に及ぶとの判断を 10年以上前に下していたが、
[2] 

デジタル・モデル事件においてその問題を再検討し、最終的

に委員会の管轄権が電子的通信に及ぶとの判断を再び下

した。（当該判断に関するモリソン・フォースターのクライアン

ト・アラートについては、こちらをご覧ください。） 

THE FEDERAL CIRCUIT’S RULING 

In the opinion by Chief Judge Prost, the Federal Circuit 

reversed the Commission’s decision and held that the 

term “articles” refers only to “material things.”
 [3]

 The 

Federal Circuit thus concluded that the ITC does not 

have jurisdiction over transmissions of electronic data.
 [4]

 

連邦巡回区控訴裁判所の判断 

Prost裁判長の意見によれば、連邦巡回区控訴裁判所は、

委員会の判断を覆し、「物品」という言葉が「有体物」のみを

指すと判断した。
[3] 
よって、連邦巡回区控訴裁判所は、ITC

の管轄権が電子データの通信に及ばないと結論づけた。
[4]

 

The Court conducted a two-step Chevron analysis
[5]

 of 

the Commission’s definition of “articles.” 

裁判所は、委員会による「物品」の定義について、Chevron

判決
[5]

 に基づく 2段階の分析を行った。 

First, the Court considered whether the term “articles” 

was ambiguous. It ruled that, “when viewed in context 

and with an eye towards the statutory scheme,” the 

literal text of Section 337 defined “articles” as “material 

things.”
 [6]

 Though Section 337 does not define the term 

“articles,” the Court noted that contemporaneous and 

modern dictionaries limited “articles” to “material thing[s]”
 

[7]
 and that the United States Tariff Commission’s

[8]
 own 

contemporaneous definition of “articles” also defined 

“articles” as, generally, physical “commodities.”
 [9]

 For 

statutory context, the Court also examined the use of 

“articles” in different parts of Section 337, noting that the 

use of the term “articles” in the forfeiture provisions of 

Section 337
[10]

 implied that “articles” was limited to 

goods that could be physically “forfeited” and/or 

“seized.”
 [11]

 The Court also examined Section 337 and 

第 1に、裁判所は、「物品」という言葉が不明瞭であるかを

検討した。その上で、「文脈にあわせて考慮し、法的枠組み

に鑑みた場合」、米国関税法第 337条の実際の条文は、

「物品」を「有体物」と定義していると判断した。
[6]

 米国関税

法第 337条は、「物品」という言葉を定義していないが、裁

判所は、現在有効な最新の辞書が「物品」を「有体物」
[7]

 に

限定していること、並びに米国関税委員会
[8]

 自身の現在有

効な定義が「物品」を、一般に、有体性のある「物」と定義し

ていると述べた。
[9]

 また、法的文脈に関して、裁判所は、米

国関税法第 337条の様々な箇所において「物品」の用法を

検討した上で、米国関税法第 337条の没収条項
[10]

 におけ

る「物品」という言葉の用法が「物品」を物理的に「没収する」

又は「差し押さえる」ことのできる物に暗に限定していると述

べた。
[11]

 また、裁判所は、米国関税法第 337条及び同法

の法的経緯を全体的に検討した結果、「物品」という言葉が

「有体物」に限定されると改めて結論付けた。
[12]

  

http://media.mofo.com/files/Uploads/Images/140407-Digital-Models.pdf
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the legislative history of the statute in its entirety, 

concluding again that the term “articles” was limited to 

“material things.”
 [12]

 

Turning to step two of the Chevron analysis, although 

the Court determined Congress’ intent was 

“unambiguous,” the Court determined that “the 

Commission’s interpretation of the term ‘articles’ was 

unreasonable” and thus did not warrant deference.
 [13]

 

The Court criticized the Commission’s analysis of the 

plain meaning of “articles,” its analysis of legislative 

history, and its “improper[]” reliance on Congressional 

debates.
 [14]

 The Court concluded: 

次に、Chevron判決に基づく分析の第 2段階において、裁

判所は、米国議会の意図は「明確である」としつつも、「委員

会の「物品」という言葉の解釈は非合理的」であって当該行

政解釈は尊重されるべきでないとした。
[13]

 裁判所は、「物

品」の純粋な意味に対する委員会の分析、法的経緯に対す

る委員会の分析、及び米国議会の審議に対する委員会の

「不適切な」依拠を批判し、
[14]

 以下の通りに結論付けた。 

It is not simply a question of the Commission having 

the choice between two “right” definitions, but 

instead it represents a systematic pattern of the 

Commission picking the wrong conclusion from the 

evidence. Here the Commission has not offered a 

reasoned explanation for its definition of “articles” 

and thus is owed no deference.
 [15]

 

「これは、委員会が 2つの「正しい」定義のうちのどちら

を選択するかという問題ではない。委員会はこれまで、

証拠から誤った結論を導き出してきたのである。ここに、

委員会は、「物品」の定義について合理的な説明を行っ

ておらず、よって、委員会の行政判断は、尊重されるべ

きでない。」
[15]

 

In her opinion, Chief Judge Prost also noted her 

agreement with ITC Commissioner David Johanson, 

who dissented in the Commission’s Digital Models 

decision. For example, Chief Judge Prost concurred with 

Commissioner Johanson’s view that it made no sense 

for “articles” to encompass digital transmissions 

because exclusion orders against such transmissions 

were not enforceable.
 [16]

 

Prost裁判長は、委員会のデジタル・モデル事件における決

定に反対意見を述べた ITC委員であるデビッド・ジョハンソ

ンに賛成する意見も述べた。例えば、Prost裁判長は、電子

的通信に対する排除命令が執行不能であるため電子的通

信を「物品」に含めることは無意味であるとするジョハンソン

委員の見解に賛成した。
[16]

  

In conclusion, the Court emphasized that it would leave 

to Congress “the task of expanding the statute” to 

include electronic transmissions if Congress so desired.
 

[17]
 

結論として、裁判所は、米国議会が電子的通信を含めること

を望むなら米国議会が「法律を拡張する作業」を行うべきで

あると強調した。
[17]

  

JUDGE O’MALLEY’S CONCURRENCE 

In a concurrence, Judge O’Malley further criticized the 

Commission’s decision, arguing that Chevron deference 

to the Commission’s decision was unnecessary. Judge 

O’Malley noted that the Commission defined “articles” to 

include “electronic transmissions” despite “never having 

purported to regulate Internet transmissions in the past, 

despite no reference to data transmissions in the statute 

under which it acts, and despite an absence of expertise 

in the agency in dealing with such transmissions.”
 [18]

 In 

essence, Judge O’Malley argued that, “[i]f Congress 

intended for the Commission to regulate one of the most 

important aspects of modern-day life – the Internet – 

O’Malley判事の賛成意見 

O’Malley判事は、その賛成意見において、委員会の決定を

さらに批判し、Chevron判決に基づいて委員会の行政判断

を尊重する必要はないと述べた。O’Malley判事は、委員会

が「過去においてインターネット通信を規制する意図を示し

たことがなく、その行為の根拠法においてデータ通信の規定

がなく、当該通信に対応する専門知識を有していない」にも

関わらず「物品」に「電子的通信」を含むと定義してしまった、

と述べた。
[18]

 要するに、O’Malley判事は、「現代生活の最

も重要な側面の一であるインターネットを委員会に規制させ

ることを米国議会が意図していたなら、米国議会は明示的

にそう述べていたはずだ」とする見解を示した。
[19]
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Congress surely would have said so expressly.”
 [19]

 

JUDGE NEWMAN’S DISSENT 

In her dissent, Judge Newman argued that the Court’s 

ruling effectively eviscerated the statutory purpose of 

Section 337: facilitating a remedy against unfair 

competition.
 [20]

 Judge Newman characterized the 

Court’s ruling as one that limited Section 337 “to the 

kinds of technology that existed in 1922 or 1930.”
 [21]

 

According to Judge Newman, “[n]o dictionary, and no 

statutory constraint, limits ‘articles’ to items that are 

grossly ‘tangible,’”
 [22]

 and the Commission’s ruling 

thereby warranted Chevron deference.
 [23]

 

Newman判事の反対意見 

Newman判事は、その反対意見において、不正な競争に対

する救済を促進するという米国関税法第 337条の法的趣旨

を裁判所の判断が事実上没却させてしまったとする見解を

示した。
[20]

 Newman判事は、裁判所の判断が米国関税法

第 337条を「1922年又は 1930年当時に存在していたよう

な技術」に限定してしまうものであると述べた。
[21]

 Newman

判事は、「如何なる辞書も、如何なる法的規制も、「物品」を

可視性のある「有体物」に限定しておらず」
[22]
、委員会の行

政判断を Chevron判決に基づいて尊重すべきであるとし

た。
[23]

 

Judge Newman’s dissent criticized many of the bases 

relied on by the majority. First, Judge Newman 

explained that both Commission
[24]

 and Federal Circuit 

cases
[25]

 supported an expansive reading of “articles,” 

emphasizing a legal trend of reading statutory language 

“in light of . . . drastic technological change.”
 [26]

 Next, 

Judge Newman argued that the Commission’s 

interpretation of Section 337 was correct, and that the 

broad definition of the term “article” in the statute was 

consistent with the purpose of a “remedial” statute to 

reach all unfair practices.
 [27]

 

Newman判事の反対意見は、多数意見の根拠の多くを批

判した。まず、Newman判事は、委員会の事件
[24]
と連邦巡

回区控訴裁判所の事件
[25]
の両方において「物品」の拡大解

釈が支持されうると説明し、「劇的な技術革新……に照らし

て」
[26]
法文解釈を行う法的傾向があることを強調した。次

に、Newman判事は、委員会による米国関税法第 337条

の解釈は正しいとした上で、同法における「物品」という言葉

が広義において、すべての不正行為に及ぶ「救済」法として

の趣旨と一致しているとの見解を示した。
[27]

 

Judge Newman also criticized the practical implications 

of the majority’s ruling, noting that – as a result of the 

ruling – the Commission may now stop importation of a 

CD-ROM, but not the exact same data contained on the 

CD-ROM if transmitted into the U.S. electronically.
 [28]

 

“My colleagues’ reliance on possible difficulty of 

enforcement against electronic transmission of infringing 

digital data and related articles . . . merely adds 

imprecision to judicial guidance in this commercially 

important area.”
 [29]

 

また、Newman判事は、本判断により、今後委員会が CD-

ROMの輸入を差し止めることができたとしても、CD-ROM

に保存されている同一のデータが電子的に米国に通信され

た場合には差し止めることができないことを挙げ、多数意見

の実務的な影響について批判し、
[28]
次のように述べた。「侵

害製品たるデジタル・データ及び関連物品の電子的通信に

対する潜在的な執行の困難性に他の判事が依拠しようとす

ることは、……商業的に重要な本分野における司法的指導

に不明瞭さを増し加えることにほかならない。」
[29]

 

POTENTIAL RAMIFICATIONS 

The Federal Circuit’s holding significantly limits the 

Commission’s jurisdiction to address the increasing 

amount of international commerce conducted via 

electronic transmissions. Because the Commission is – 

under the Federal Circuit’s decision – prevented from 

issuing remedial orders against electronic transmissions, 

importers of infringing goods could attempt to 

circumvent ITC jurisdiction by using the Internet, 

satellites, or other methods of electronic transmission to 

distribute infringing digital data. For example, importers 

may elect to digitally import the necessary digital data 

潜在的な問題 

連邦巡回区控訴裁判所の判断は、増加の一途をたどる国

際取引のうち電子的通信による取引に対する委員会の管轄

権を著しく制限するものである。委員会は、連邦巡回区控訴

裁判所の判断によれば、電子的通信に対する救済命令を発

することが許されないため、侵害製品の輸入者は、インター

ネット、人工衛星その他の方法による電子的通信を用いて

侵害製品たるデジタル・データを配信することにより、ITCの

管轄権を掻い潜ろうとするおそれがある。例えば、輸入者

は、製品に必要なデジタル・データを電子的に輸入した上

で、米国において侵害製品を物理的に製造することにより、

米国関税局及び ITCによる知的財産権の執行を妨げてしま
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for a product, and then subsequently physically 

manufacture infringing goods in the U.S. to prevent 

Customs and ITC enforcement of intellectual property 

rights. Owners of patents that may be infringed by the 

use of digital data may need to explore potential 

alternative means to protect their rights domestically. 

うおそれがある。デジタル・データの使用により特許を侵害さ

れた特許権者は、米国内で自らの権利を保護するために、

代替的な手段を取る可能性を検討する必要があるかもしれ

ない。 

It is not yet clear whether the ITC or any of the parties 

will seek rehearing or rehearing en banc, although, in 

light of the importance of the decision and the divided 

panel, there appears to be more than a possibility of 

further review. 

ITC又は何れかの当事者が再審理又は大法廷による再審

理を求めるかは、まだ明らかでない。しかし、判断の重要性

と判事の意見の相違に鑑みて、再審理が行われる可能性

が高いと思われる。 
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No. 2014-1527, at *16-17 (Nov. 10, 2015) (citing 

Articles, DICTIONARY OF TARIFF INFORMATION 

(1924)).  
 

[9]
  ClearCorrect Operating, LLC v. Int’l Trade Comm’n事

件（No. 2014-1527、*16-17）（2015年 11月 10日）（参照

記事、DICTIONARY OF TARIFF INFORMATION （1924

年））。 

http://www.mofo.com/people/h/hough-james-e
mailto:jhough@mofo.com
http://www.mofo.jp/attorneys/mofo/_james_e_hough.html
mailto:jhough@mofo.com
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[10]
  19 U.S.C. § 1337(i).  

 [10]
  19 U.S.C. § 1337(i)。 

[11]
  ClearCorrect Operating, LLC v. ITC, No. 2014-1527, 

at *21-22 (Nov. 10, 2015). The Court applied a similar 

analysis to the provisions relating to “attempted entry” as 

used in 19 U.S.C. § 1337(i)(3). Id. at *22-23.  
 

[11]
  ClearCorrect Operating, LLC v. ITC事件（No. 2014-

1527、*21-22）（2015年 11月 10日）。裁判所は、19 

U.S.C. § 1337(i)(3)において用いられている「attempted 

entry」に関連する条項について同様の分析を行った。 

[12]
  See generally id. at *23-31.  

 [12]
  一般に同上、*23-31参照。 

[13]
  Id. at *31.  

 [13]
  同上、*31。 

[14]
  Id. at *31-35.  

 [14]  
同上、*31-35。 

[15]
  Id. at *35.

 [15]
  同上、*35。 

[16]
  Id. at 22.  

 [16]
  同上、22。 

[17]
  Id. (citing Bayer AG v. Housey Pharm., Inc., 340 

F.3d 1367, 1376-77 (Fed. Cir. 2003)).  
 

[17]
  同上（Bayer AG v. Housey Pharm., Inc.事件参照（340 

F.3d 1367、1376-77（連邦巡回区控訴裁判所、2003

年）））。 

[18]
  Id. at *2 (O’Malley, J. concurring).  

 [18]
  同上、*2（O’Malley判事賛成意見）。 

[19]
  Id.  

 [19]
  同上。 

[20]
  Id. (Newman, J., dissenting) at *2.  

 [20]
  同上（Newman判事反対意見）、*2。 

[21]
  Id. (Newman, J., dissenting) at *6.  

 [21]
  同上（Newman判事反対意見）、*6。 

[22]
  Id. at *10 (Newman, J., dissenting).  

 [22]
  同上、*10（Newman判事反対意見）。 

[23]
  Id. at *16-17 (Newman, J., dissenting).  

 [23]
  同上、*16-17（Newman判事反対意見）。 

[24]
  Certain Hardware Logic Emulation Systems, Inv. No. 

337-TA-383, USITC Pub. 3089, at 18 (Mar, 1998).  
 

[24]
  Certain Hardware Logic Emulation Systems（Inv. No. 

337-TA-383、USITC Pub. 3089、18）（1998年 3月）。 

[25]
  Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 

1321 (Fed. Cir. 2009).  
 

[25]
  Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.事件（580 F.3d 

1301、1321）（連邦巡回区控訴裁判所、2009年）。 

[26]
  ClearCorrect Operating, LLC v. Int’l Trade Comm’n, 

No. 2014-1527, at *6-7 (Nov. 10, 2015) (Newman, J. 

dissenting) (citing Fortnightly Corp. v. United Artists 

Television, Inc., 392 U.S. 390, 395-96 (1968).  
 

[26]  
ClearCorrect Operating, LLC v. Int’l Trade Comm’n

事件（No. 2014-1527、*6-7（2015年 11月 10日）

（Newman判事反対意見）（Fortnightly Corp. v. United 

Artists Television, Inc.事件参照（392 U.S. 390, 395-96

（1968年）））。 

[27]
  Id. at *8-9 (Newman, J. dissenting).

 [27]
  同上、*8-9（Newman判事反対意見）。 

[28]
  Id. at *13 (Newman., J., dissenting) (citing Certain 

Hardware Logic Emulation Systems, Inv. No. 337-TA-

383, USITC Pub. 3089, at 29 (Mar. 1998)).  
 

[28]
  同上、*13（（Newman., J., dissenting）Newman判事反

対意見) (Certain Hardware Logic Emulation Systems

（Inv. No. 337-TA-383, USITC Pub. 3089、29 (1998年 3

月））参照)。 

[29]
  Id. at *15 (Newman, J., dissenting).

 [29]  
同上、*15（Newman判事反対意見）。 
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been included on The American Lawyer’s A-List for 12 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

過去 12 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）をご

覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の

結果が今後も同様に当てはまることが保証されているもの

ではありません。 
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