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欧州司法裁判所、「Sky v SkyKick」判決：商品・役務を広範に表示し、指定した商標の登録は、無効リスクが高まる

CJEU, Sky v SkyKick - Overbroad trademark filing can lead to invalidity

On 29 January 2020, the CJEU delivered its judgment in Sky v
SkyKick (Case C-371/18). Significantly, the court finds that the
inclusion of broad terms within a specification can be
considered bad faith if there is no intention to use but
insufficient clarity and precision within a specification is not in
itself a ground for invalidity.

Background
The case was referred to by the High Court of Justice of England
and Wales over a dispute of trade mark rights asserted by
broadcaster and telecoms provider Sky. Sky has claimed that
SkyKick, a US supplier of cloud migration software, is
responsible for infringing five of its UK and EU trade marks, but
SkyKick has counter-challenged the validity of Sky's marks either
wholly or partially, because (i) Sky’s specifications of goods and
services lack clarity and precision, inter alia 'computer
software'; and (ii) Sky’s marks were applied for in bad faith
because Sky had no intention to use all the protected goods and
services.

Questions to the CJEU
The CJEU was being asked to rule on two important areas of
trade mark law:
1.whether a trademark can be declared invalid in whole or in

part for having a specification that lacks “clarity and precision”
if it is registered for broad terms such as computer software;

2.whether a trademark can be declared invalid on grounds of
bad faith if there was no intent to use for some of the goods
and services covered.

CJEU Ruling
• The CJEU has confirmed that trademark registrations

containing broad terms such as ‘computer software’, ‘financial
services’ cannot be invalidated in whole or in part due to an
alleged lack of clarity and precision of such terms.

• The inclusion of broad terms in trademark specifications
cannot be regarded as contrary to public policy.

• The CJEU did confirm that the registration of a trademark
without any intention to use it in relation to the goods and
services covered will constitute bad faith, but only if the
applicant intended to (a) undermine, in a manner inconsistent
with honest practices, the interest of third parties or (b)
obtain a monopoly for purposes other than to fulfil the
functions of a trademark.

• Importantly, the CJEU ruled that a finding of bad faith on the
basis of a lack of intention to use for some of the goods and
services covered will only invalidate the registration for those
goods and services and not the whole registration.

The CJEU did not expressly address the hot topic of re-filing or
“ever greening” trademarks every five years to avoid proof of
use requirements if such practices fall within the test set out by
the CJEU requiring ’consistent’ indicia of the relevant intention.
In the MONOPOLY case, the Board of Appeal of EUIPO decided
that re-filling could amount to bad faith. More guidance may
come up if and when the case progresses to the CJEU.

2020年1月29日、欧州司法裁判所(CJEU)は、Sky v SkyKick事
件(C-371/18)の判決を言い渡しました。注目すべきは、裁判所
は、商品・役務が広範な表示により指定された場合、使用する
意思がなければ「悪意性」が認定され得るものの、表示が不明
瞭・不明確であること自体は、登録商標の無効理由にはならな
い、との判断を示しました。

事件の背景
本件は、放送通信事業者のSky社が提起した商標権等侵害訴
訟について、イングランド・ウェールズ高等法院から欧州司法
裁判所に持ち込まれました。Sky社は、クラウド移行ソフトウェ
アを扱う米国法人SkyKick社が、英国及び欧州連合で所有する
5つ の 商標 権 を 侵害 すると 主 張しました 。 これ に対し て、
SkyKick社は、(1)Sky社の指定商品・役務の表示は、明瞭性
(clarity)及び明確性(precision)を欠いている、(2)Sky社は、登録
商標を全ての指定商品・役務に使用する意思を有しておらず、
悪意(bad faith)によって出願されたものであることを理由に反
論し、Sky社の商標権の全部又は一部についての有効性を争
いました。

裁判における争点
商標法に関する2つの重要な問題について、欧州司法裁判所
の場で審理されることになりました。
1.指定商品・役務の表示が広範(例えば、「コンピューターソフト

ウェア」)なために、明瞭性・明確性を欠く場合、登録商標の
全部又は一部が無効とされるのか

2.もし、指定商品・役務の幾つかにおいて商標を使用する意思
を有していない場合、登録商標は悪意によることを理由に、
無効とされるのか

欧州司法裁判所の判断
• 欧州司法裁判所は、「コンピューターソフトウェア」や「ファイナ

ンスサービス」といった、広範な表示によって指定されていた
としても、明瞭性・明確性の要件不備を理由に、登録商標の
全部又は一部が無効とされることはない、と判断しました。

• 登録商標の指定商品・役務に広範な表示が含まれていたと
しても、公序良俗に反するものとはみなされない。

• また、欧州司法裁判所は、指定商品・役務において使用する
意思を有さない商標が登録された場合、出願人が、(a)まとも
な商慣行と相反する方法で、第三者の利益を損なうことを意
図し、或いは、(b)商標の機能を高めるのではなく、それ以外
の目的で、独占権を獲得することを狙った場合に限り、当該
商標登録は悪意によるものと認定され得る、との見解を示し
ました。

• これに関連して裁判所は、幾つかの指定商品・役務における
使用の意思の欠如を理由に悪意を認定する場合、当該商
品・役務との関係においてのみ無効となり、登録全体が無効
となるわけではない、との重要な判断を示しました。

欧州司法裁判所は、使用の立証を回避し、恒久的な権利の保
全を図るために5年ごとに商標出願を繰り返す実務慣行につい
て、使用の意思との適合性を要求する裁判所の判断基準に合
致するのか、判決では言及しませんでした。
欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、モノポリー事件おいて、この
ような再出願を繰り返す行為は悪意に相当すると判断しており、
今後の司法判断が待たれます。


