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The German plaintiff (seller) delivered “labrador dark” gravestones to the Austrian 
defendant (buyer).  

 
ドイツの原告（売主）は、「ラブラドル・ダーク」という墓石をオーストリアの被告（買

主）に引き渡した。 
 
Two weeks after delivery, the buyer discovered a defect in the material (white lines). 
 
引渡しから 2週間後、買主はその原材料に欠陥（白い線）を発見した。 
 
One of the stones was sent to Germany for examination.  
 
墓石の一つが検査のためドイツに送られた。 
 
Some of the other stones finally were used for the construction of a tomb.  
 
残りの墓石のいくつかは、 終的に墓の建立のために使用された。 
 
According to the conditions for delivery which had been accepted by the defendant, 

the buyer had no right to retain the price even if the goods were non-conforming.  
 
被告によって承諾されていた引渡条件によると、買主は、たとえ物品が不適合であって

も、代金の支払いを留保する権利を持たなかった。 
 
The buyer finally declared the contract avoided.   



 
買主は、 終的にその契約を解除する意思表示をした。 
 
The Supreme Court found that the right to retain the price was validly excluded 

under the conditions of delivery which have been accepted by the buyer and that, 
therefore, it was not relevant whether the buyer could validly declare the contract 
avoided. 

 
高裁判所は、代金の支払いを留保する権利は買主によって承諾された引渡条件に基づ

いて有効に排除されており、それゆえに、買主が有効にその契約を解除する意思表示がで

きたかどうかとは関係がない、と認定した。 
 
The Court also found that the validity of agreements that amend the rights of the 

buyer according to article 4(a) CISG is to be seen in the light of the applicable national 
law and is not subject to the Convention.  

 
裁判所はさらに、買主の権利を修正する合意の有効性は、CISG第 4条 a号によると、適

用される国家法に照らして判断され、本条約には服さないと認定した。 
 
Only provisions of national law which are contrary to the basic policy of the 

Convention are to be disregarded.  
 
国家法の規定は、本条約の基本的な政策に反するときに限って無視される。 
 
The rule of German law allowing businesspeople to agree on an exclusion of the right 

to retain the price does not undermine the basic policy of the Convention.  
 
取引する人々の合意により代金の支払いを留保する権利の排除を認めているドイツ法の

準則は、本条約の基本政策を覆すものではない。 
 
The right, however, to declare the avoidance of the contract as a last resort of the 

buyer normally must be granted.  
 
しかしながら、契約解除の意思表示をする権利は買主の 後の手段として、通常は認め

られなければならない。 
 



If this right is restricted, the contracting party at least must have the right to 
damages.   

 
もしこの権利が制限される場合は、契約当事者は少なくとも損害賠償請求権を持つはず

である。 
 
The Court stated that the question of whether the contract can be avoided arises only 

when the buyer has paid the price and the seller fails to cure the non-conformity or 
deliver substitute goods.   
 
	 高裁判所は、契約が解除されるかどうかという問題は、買主が代金を支払い、かつ、

売主による不適合の追完または代替物品の引渡しをしない場合に限って生ずる、と述べた。 
 


