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ケース1191：CISG31条 

イタリア：破棄院 

Saneco S.A. v.Toscoline Srl. 

2006年9月27日 

原文：イタリア語 

全文は、Iurisデータベースで入手可能 

Maria Chiara Malaguti 氏による要約 

 

	 The claimant, an Italian company, sued the seller, a French company, demanding a 

reduction of price plus damages for the purchase of defective textiles.  

 

	 原告であるイタリアの会社は、売主であるフランスの会社に対して、瑕疵ある繊維を購

入したことによる代金の減額に加えて、損害賠償を請求して、訴えた。 

 

	 The defendant alleged lack of jurisdiction of the Italian court as its standard 

contractual terms contained a forum selection clause in favour of the French Tribunal of 

Hazenbrouk. The defendant also claimed the application of Art. 5 of Council Regulation 

n°44/2001 (the Regulation) pursuant to which a person domiciled in a Contracting State 

(i.e. the seller) may be sued, in matters relating to a contract, in the courts where the 

place of performance is located (i.e. France). The plaintiff alleged that it had never been 

acquainted to or accepted the standard terms and that the Regulation wasn’t in force at 

the time the contract was negotiated. 



 

	 被告は、その標準契約条件が、フランスのアーズブルック（Hazebrouk）の裁判所を指

定する法廷地選択条項を含んでいるとして、イタリアの裁判所に裁判管轄権がないことを

主張した。被告は、さらに、ブラッセル規則（民事及び商事事件における裁判管轄及び裁

判の執行に関する 2000 年 12 月 22 日の理事会規則〔EC〕44/2001）5条の適用を主張した。

それによれば、締約国に住所を有する者（すなわち、売主）が、履行地（すなわち、フラ

ンス）にある裁判所に、契約に関する事項について、訴えることができる。原告は、標準

契約条件は告知されていなかったし、承諾したこともなかったこと、契約が結ばれた時点

では、ブラッセル規則が効力を有しなかったことを主張した。 

 

	 In deciding the case, the Supreme Court stated that the Italian Court had no 

jurisdiction over the case since the Regulation was in force at the time of the claim.⑥

The Court, according to Art. 23 of the Regulation, also found that the seller’s standard 

terms were not applicable since the buyer had never accepted the relevant clause in 

writing and its conduct did not reveal the existence of any agreement on forum selection 

between the parties.  

 

	 本件の判示において、最高裁は、ブラッセル規則は請求時点では効力を有していたから、

イタリアの裁判所には裁判管轄権がなかったと述べている。最高裁はさらにブラッセル規

則23条に従い、買主が関連条項を書面で承諾したことは一切ないので売主の標準条件は適

用されないこと、および、買主の行為は当事者間における法廷地選択に関する合意の存在

を明らかにしていないことを認定した。 

 

	 In assessing the question of jurisdiction, the Supreme Court pointed out that the 

Regulation (Art. 5) provides that, in the case of a sales contract, the place of 

performance (that determines jurisdiction) is where the goods are or should have been 

delivered. In order to determine the place of delivery, the Court applied Art. 31 (a) CISG, 

which provides that if the seller is not bound to deliver the goods at any other particular 

place, its obligation to deliver consists —should the contract of sale involve	 carriage of 

the goods —in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer. 

 

	 裁判管轄の問題を判断するに際して、最高裁は、ブラッセル規則 5 条は、売買契約にお

いては、（裁判管轄を決定する）履行地は物品が引き渡される、または、引き渡されるべき



地である旨を規定すると指摘した。引渡し場所を決定するために、最高裁は CISG31 条 a

号を適用した。同号は、売主が特定の場所で物品を引き渡す義務を負わない場合において

は、売主の義務は、——売買契約が物品の運送を伴う場合には——、買主に送付するために物

品を最初の運送人に交付することからなる旨を規定する。 

 

	 Therefore, the Supreme Court concluded that the Italian Court had no jurisdiction on 

the case since the goods had been handed over to the first carrier for transmission to the 

buyer partly in France and partly in Belgium and the “CIF” term incorporated in the 

contract would not imply that the parties had agreed upon delivery in Italy. 

 

	 したがって、最高裁は、一方ではフランスから、また、他方ではベルギーから、買主に

送付するため最初の運送人に物品が交付されているし、契約に組み込まれた CIF 条項は当

事者がイタリアでの引渡しを合意したことを意味するものではないので、イタリアの裁判

所には裁判管轄権がないと結論づけた。 

 


