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Four contracts were concluded between a New Zealand seller and a Chinese buyer. The 
contracts, concluded through the agent of the seller, concerned the delivery of wool and 
required payment by letter of credit (“L/C”) issued by the buyer 180 days from the bill of 
lading (B/L). 
 
ニュージーランドの売主と中国の買主との間において、4つの契約が締結された。その契

約は、売主の代理人を通じて締結されたものであるが、ウールの引渡しに関するものであ

り、船荷証券の日付から 180日以内に買主が発行する信用状による支払いを要求していた。 
 
Despite several reminders of the seller’s agent, the buyer never issued the L/C. In order 
to mitigate any future losses, therefore, the seller resold the goods to a third party 
[Article 77 CISG]. It then sued the buyer arguing that the buyer’s failure to provide the 
L/C was a fundamental breach of contract [Article 25 CISG] and requested, among 
others, damages for the difference in contract pricing [Article 75 CISG], loss of interest 
and storage charge. 
 
売主の代理人からの何度かの督促にもかかわらず、買主は信用状を発行しなかった。将

来の損失を軽減するため、売主は、第三者に物品を再売却した（CISG77 条）。その後、売
主は、買主に対し、買主が信用状を提供しないことは重大な契約違反に相当する（CISG25
条）と主張して、仲裁を申し立てた。とりわけ、契約価格との差額についての損害賠償

（CISG75条）、利息および保管料を請求した。 
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In its defence, the buyer asserted that it did not issue the L/C because, contrary to the 
General Trading Terms of the sector, the seller had not provided samples of the wool 
after the contracts had been concluded. This was a seller’s obligation unless the buyer 
did not require it. Furthermore, the seller had not notified the buyer that the goods 
were ready for shipment, which was required for the L/C to be issued. If no issuance 
time is stated, the time of issuance shall be set at after the B/L [Article 58 CISG]. Since 
the B/L had not been given to the buyer, the L/C could not be issued. With regard to 
reselling the goods, the seller never received confirmation that the buyer was not going 
to perform. Therefore under Article 63 (2) CISG the seller had no right to resort to any 
remedy for breach of contract. Finally, there were no documents confirming the agency 
agreement between the agent and the seller; thus the seller never actually informed the 
buyer of the requirement to issue the L/C, and of the issuance time, place and bank. 
 
買主は、抗弁において、売主がその分野における一般的な貿易条件に反して、契約締結

後にウールの見本を提供しなかったために信用状を発行しなかったと主張した。買主が要

求しない場合を除き、これは売主の義務である。さらに、売主は買主に物品の船積みの準

備ができた旨を通知しなかった。それは、信用状の発行のために要求されるものであった。

発行時期が述べられていない場合には、発行時期は船荷証券の交付後に設定される

（CISG58 条）。船荷証券が買主に交付されていないので、信用状は発行されえない。物品
の再売却に関しては、売主は、買主が履行するつもりがない旨の確認書を受け取っていな

い。それゆえ、CISG63条 2項に基づき、売主は、契約違反についてのいかなる救済も求め
る権利を有しない。最後に、代理人と売主との間の代理人契約を確認する書類がない。し

たがって、売主は、買主に対し、信用状の発行の要求ならびに発行の時期、場所および銀

行について実際に通知しなかった。 
 
Although the contract was silent as to governing law, both parties had their places of 
business in countries that had adopted the CISG, therefore the Arbitral Tribunal 
deemed the CISG applicable. If the CISG were silent on a pivotal issue, then the laws 
and regulations of China would be referred to. If neither could resolve the dispute, 
international practices would be applied. 
 
契約は準拠法については言及していなかったが、両当事者は CISG に加盟している国に

営業所を有しているため、仲裁廷は CISGが適用されるとした。CISGが重要な争点につい
て言及していない場合には、中国の法律および規則が参照されることになる。それでもな

お紛争を解決できない場合には、国際的な慣行が適用されることとなる。 
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The Arbitral Tribunal held that the buyer failed to fulfil the basic requirement of all 
four contracts, i.e. issuing the L/C within a specified period of time, and that its 
arguments for not issuing the L/C, i.e. lack of samples provided by the seller, were not a 
valid reason. The correct interpretation was that a sample is only required if requested 
[Article 35 (2) (c) CISG]. 
 
仲裁廷は、買主が 4 つの契約すべてにおける基本的な要求、すなわち、指定された期間

内の信用状の発行を遂行しなかったと裁定した。また、信用状を発行しなかったことにつ

いての主張、すなわち、売主により見本が提供されなかったことは、有効な理由ではない

と裁定した。正しい解釈は、見本は請求されたときにのみ要求されるというものであった

（CISG35条 2項 c号）。 
 
The Tribunal also noted that though the CISG requires the seller to deliver the goods, 
hand over the relevant documents and transfer the property in the goods [Article 30 
CISG], it does not require the seller to notify the buyer of these activities. Therefore, in 
this specific case the seller’s behaviour was not a breach of contract and in any case it 
could not excuse not issuing the L/C. 
 
 仲裁廷はまた、CISGは、売主に、物品を引き渡し、物品に関する書類を交付し、および
物品の所有権を移転することを要求するが(CISG30条)、これらの行為を買主に通知するこ
とを売主に要求していないことも指摘した。それゆえ、本件において、売主の行為は契約

違反ではなく、いずれにせよ、信用状を発行しないことを許容することはできない。 
 
As for issuing the L/C, ignorance of the relevant information for the L/C could not be 
argued as the four contracts listed considerable information about the seller. Failure to 
provide the L/C thus amounted to a non-performance of the contract and a fundamental 
breach [Article 25 CISG]. 
 
信用状の発行については、信用状に関連ある情報を知らなかったことを主張することは

できない。なぜなら、この 4 つの契約は、売主についてかなりの情報を列挙していたから
である。したがって、信用状を提供しないことは、契約の不履行および重大な契約違反に

相当する（CISG25条）。 
 
As to the position of the agent, there is no provision under Chinese law, international 
custom or the CISG that dictates the existence of an introducer to a contract. Therefore, 
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it is up to the will of the parties. Since the buyer interacted with the seller’s agent until 
the arbitration proceeding, and until then never questioned its relationship with the 
seller, the buyer could not claim it was unaware of the relationship. 
 
 代理人の地位について、中国法、国際的な慣習または CISG には、契約への仲介者の存
在を決定づける規定は存しない。それゆえ、それは当事者の意思に拠ることになる。買主

は仲裁手続をするまで売主の代理人とやりとりをしてきた。そして、それまで代理人と売

主との関係について疑問を呈さなかったのであるから、買主は、その関係に気づかなかっ

たと主張することはできない。 
 
The Tribunal thus recognized the seller’s right to avoid the contract [Article 64 CISG]; 
however, it noted that the seller had resold the goods prior to the declaration of 
avoidance [Article 26 CISG]. This was to be considered a seller’s failure, though, given 
the specific circumstances of the case, the seller should have known that the buyer had 
no intention to perform the contracts. However, since the buyer had already breached 
the contract, the buyer had lost the right to “blame” the seller. 
 
仲裁廷は、したがって、売主の契約を解除する権利を認めた（CISG64 条）。しかしなが

ら、売主が解除の意思表示をする前に物品を再売却したことを指摘した（CISG26 条）。こ
れは売主の落ち度であるとみなされるべきであるが、本件の個別事情に鑑みれば、売主は、

買主が契約を履行するつもりがないことを知っていたに違いない。しかしながら、買主は

すでに契約に違反していたのであるから、買主は売主の「責めを問う」権利を失っていた。 
 
Therefore the Tribunal upheld the seller’s requests. It only denied the seller’s claim for 
loss of interest on the resale price difference, since the seller had resold the goods prior 
to the declaration of avoidance. 
 
 したがって、仲裁廷は、売主の請求を認容した。仲裁廷は、売主が解除の意思表示をす

る前に物品を再売却したため、再売却価格との差額に対する利息についての請求のみを退

けた。 
 


