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The German defendant bought frozen pork from a Belgian company. The frozen meat 

arrived in Germany in several deliveries, the latest on 4 June 1999. About the same time, it 

was made public that Belgian pork could be contaminated by dioxin. 

 
ドイツの被告は、ベルギーの会社から冷凍の豚肉を買った。その冷凍の肉は、複数の便に分けて

ドイツに到着した。最後の便は、１９９９年６月４日に到着した。同じころ、ベルギーの豚肉が

ダイオキシンに汚染されている可能性があることが公表された。 

 

Therefore, in that same month of June, a German regulation entered into force, declaring 

Belgian pork not marketable, unless the seller presented a certificate proving the pork to be 

free of dioxin. Shortly afterwards, the Belgian government took similar measures and 

declared pork meat not marketable if the animals were slaughtered on or before 23 July 

1999. The defendant refused to pay for the goods, claiming that the pork had been seized by 

the German customs authorities, as the defendant could not present the required certificate. 

The claimant, on behalf of the seller, brought an action for payment primarily arguing that 

the defendant had taken over the goods before the suspicion of the contamination arose. 

 
そのため、同月、ドイツの規制が効力を生じ、売主が当該豚肉がダイオキシンに汚染されていな

いことを証明する書類を提出しない限り、ベルギーの豚肉は市場に流通させないことを宣言した。

その少し後に、ベルギー政府は、同様の措置をとり、もし当該豚が１９９９年６月２３日以前に

食肉処理されていない場合には、豚肉を市場に流通させないと宣言した。被告は、要求されてい

る証明書を提出することができなかったため、当該豚肉がドイツの税関に押収されたと主張し、

物品の代金の支払いを拒んだ。売主を代理した原告は、主に、被告は汚染の疑いが生じる前に物



品を受領したと主張し、代金支払請求訴訟を提起した。 

 

 

The court dismissed the claim. It ruled that a suspicion of a health-threatening condition of 

the goods had to be regarded as a lack of conformity, even if the suspicion arose after the 

passing of risk, pursuant to articles 36 and 67 (1) CISG, as long as the facts on which the 

suspicion was based were existent before that time. In that case, according to the court, it 

did not matter if those facts were known or unknown at the time of the passing of risk. As 

the precautionary measures taken by the Belgian government were concerned with products 

coming from animals slaughtered on or before 23 July 1999, the pork sold to the defendant 

fell within the scope of application of those measures. There was evident suspicion that the 

pork might be contaminated because of facts pre-existing the passing of risk, thus the court 

concluded that the pork did not conform to the contract.  

 
裁判所は、その請求を棄却した。裁判所は、CISG３６条および６７条１項に従うと、汚染の疑

いの原因となった事実が、危険が移転した時より前に存在した限り、危険が移転した時の後に当

該疑いが生じた場合であっても、物品の健全な状態を脅かしている疑いは、契約に適合していな

いとみなされると判示した。裁判所によると、そのような場合には、それらの事実が危険が移転

した時に知られていたか知られていなかったかは重要ではない。ベルギー政府によってとられた

予防措置は、１９９９年７月２３日以前に食肉処理された豚からなる製品と関係していたため、

被告に売られた豚肉はそれらの措置の適用の範囲内にあった。危険が移転した時より以前に存在

した事実によって、当該豚肉が汚染されているであろう明白な疑いがあったため、裁判所は、当

該豚肉は契約に適合しないと結論づけた。 

 

The court left the question undecided whether the pork was in fact contaminated. As the 

suspicion on the harmful conditions of the goods was already a lack of conformity, the 

burden of proof shifted to the claimant contrary to the general rule of burden of proof 

pursuant to article 36 CISG. Though the court admitted that generally the seller was not 

liable for conformity of the goods with public regulations in the country of destination, the 

court found that the case was an exception to the general rule. The reasons for that 

exception were that the specific government measures were based on events in the country 

of origin of the goods and, in particular, on the specific type of goods. 

 
裁判所は、現に当該豚肉が汚染されているかどうかの問題については判断しなかった。物品が有

害な状態にあるという疑いは、すでに契約の不適合であるため、CISG３６条に従った証明責任

の一般的な準則に反して、証明責任は原告に転換されたのである。裁判所は、仕向国の公的規制



への物品の適合性については、売主は一般的には責任を負わないことを認めつつも、本件はその

一般的な準則に対する例外であると認定した。例外となった理由は、特定の政府の措置が、物品、

とりわけ、特定の種類の物品の原産国での事象に基づいたものであるからである。 

 


