
毛呂直樹  

 

Case 995: CISG 69 

Denmark: Randers Byret (Randers City Court); BS 2-2229/2002 

8 July 2004 

Seller (Denmark) v. Buyer GmbH (Germany) 

Original in Danish 

Published in Danish: www.cisg.dk/RETTEN_I_RANDERS_8_JULI_2004.HTM 

Abstract in English: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lookofsky10.html 

Abstract prepared by Joseph Lookofsky, National Correspondent 

 

 

 

 

A Danish seller agreed to sell and deliver a mobile grain dryer to a buyer in Germany. The dryer 

was to be delivered by truck to Wiesenburg, Germany, a few kilometres from the field where the 

buyer intended to use the machine. Upon arrival of the truck, the driver (seller’s employee) 

requested the buyer to help unload the dryer. After the buyer’s personnel, using their own tractor and 

chain, had successfully lifted the dryer down from the truck and then driven a few metres, the chain 

holding the dryer broke, causing substantial damage to it. Sometime later, hidden deformities 

attributable to the accident were discovered which made the drier unsuitable for its intended use. 

デンマークの売主は、移動式穀物乾燥機をドイツの買主に売却し、引き渡すことに合意
した。乾燥機は、買主が使おうとした場所から数キロメートル離れたドイツのヴィーゼン
ブルクにおいてトラックで引き渡されることになっていた。トラックが到着した際、運転
手（売主の使用人）は、買主に乾燥機の荷降ろしを手伝うよう求めた。買主の従業員は、
彼らのトラクターと鎖を使って、トラックから乾燥機を無事に降ろしてから数メートル運
転し、その後、乾燥機を支えていた鎖が壊れ、乾燥機に深刻な損害を与えた。少しして、
事故に起因した隠れた瑕疵が発見された。それはその乾燥機を買主の意図した使い方に適
さないものにする瑕疵であった。 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 When the buyer refused to pay for the dryer, the seller brought suit against the buyer in Denmark. 

Making a general reference to article 69 CISG, the court found it natural to interpret the contract 

between the parties to mean that delivery of the dryer took place at the latest when the buyer took 

possession, i.e., when the dryer was unloaded from the truck by the buyer’s personnel. For this 

reason and since the court found that the accident was not attributable to the seller or its personnel, 

the court held the buyer liable to the seller for the agreed price.1 

	 買主が乾燥機の代金支払いを拒否したため、売主は買主に対し、デンマークで訴えを提
起した。裁判所は、CISG69 条に一般的に言及して、次のように認定した。すなわち、当
事者間の契約は、乾燥機の引渡しは、遅くとも買主が占有を取得した時点、言い換えれば
乾燥機が買主の従業員によってトラックから降ろされた時点で生じたということを意味す
るものと解釈するのが自然である。そのことを理由として、また、裁判所は、その事故は
売主またはその従業員に起因するものではないと認定して、買主には合意された代金を売
主に支払う責任があると判示した。 

                                                   
1 Although the court’s opinion does not indicate whether its decision was based on article 69(1) or 

69(2) CISG, the fact that paragraph (1) applies only to delivery at the seller’s place of business 

suggests that the court based its decision on paragraph (2) which provides that the risk passes when 

delivery is due and the buyer is aware of the fact that the goods are placed at his disposal at that 

place — requirements which accord with the circumstances of the case. 

	 裁判所の意見は、その判決がＣＩＳＧ69条1項または69条2項のいずれに基づいている
のかを示してはいないが、1項が売主の営業所での引渡しについてのみ適用されるという事
実は、裁判所がその判決を2項に基礎づけていることを示唆している。2項は、引渡しの期
限が到来し、かつ、物品がその場所において買主の処分にゆだねられた事実を買主が知っ
た―本件の状況に合致する要件である―時に危険が移転する旨を規定する。 


