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 The plaintiff, a Lithuanian company, contracted to sell wheat to the defendant, a 
Belarusian company.  
 
 原告であるリトアニアの会社は被告であるベラルーシの会社に対して小麦を売却する契
約を締結した。 
  
 The contract stipulated that any dispute should be litigated in the Republic of 
Belarus, but did not account for the applicable law to the transaction. 
  
 その契約にはいかなる紛争もベラルーシ共和国の法廷で争われるべきであるということ
が規定されていたが、取引に適用される法については明記されていなかった。 
 
 The contract established that the payment of the goods should take place within 
30 days of delivery and it included a penalty for late payment, amounting to 0.1 
per cent of the purchase price per day late.  
  
 その契約は物品の支払いは引渡し後 30日以内に行われるべきである旨を明定し、さら
にその契約には、１日の遅滞につき購入代金の 0.1％という支払いの遅滞に対する違約金
の定めも含まれていた。 
 
 The plaintiff delivered the goods, but, as acknowledged by the defendant, the 
payment was delayed.  
  
 原告は物品を引き渡し、被告によって受取通知がなされたが、その支払いは遅滞した。 
 
 The plaintiff thus filed a suit at the defendant’s place of business, claiming the 
payment of the penalty. 
 
 そこで、原告は、違約金の支払いを請求して、被告の営業地で訴訟を提起した。 
 
 The court held that pursuant to the Agreement between the Republics of 
Belarus and Lithuania (signed in Vilnius on 20 October 1992) the rights and 
obligations of the parties to business transactions are governed by the law of the 
place of transaction.  
  



 

 

 裁判所は、ベラルーシ共和国とリトアニアとの間の協定（1992年 8月 20日にビリニ
ュスで調印された）に従って、商業取引についての当事者の権利および義務には取引地の
法が適用されると判示した。 
 
 Since the contract at hand had been signed in Minsk, Republic of Belarus, 
Belarusian law applied to the dispute.  
 
 本件契約はベラルーシ共和国のミンスクで締結されたので、ベラルーシの法が当該紛争
に適用された。 
 
 The court further held that, pursuant to Articles 53 and 59 CISG, the defendant 
was obliged to pay the price within the time specified in the contract, which had 
not happened.  
 
 裁判所はさらに、CISG53条および 59条に従って被告は本件契約により特定された期
間内に代金を支払わなければならないところ、いまだに支払われていない旨を判示した。 
 
 The plaintiff was thus entitled to the penalty for late payment.  
  
 したがって、原告には支払いの遅滞に対する違約金を請求する権利がある。 
 
 However, the court did not enforce the penalty clause in full: considering the 
relation between the consequences of the breach of obligation and the amount of 
penalty and referring to the provisions of the Belarusian Civil Code that authorize 
the judges to reduce penalties, the court decided to reduce the penalty due. 
 
 しかしながら、裁判所は違約金条項のすべては強制しなかった。義務違反の結果と違約
金の額との関係を考慮するとともに、裁判官に違約金を減額する権限を与えるベラルーシ
民法典の規定に言及しながら、裁判所はその支払うべき違約金を減額することを決定し
た。 


