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An Australian buyer and a Chinese seller signed a contract for the purchase of garments.  

オーストラリアの買主と中国の売主が、衣類の売買契約を締結した。 

 

The buyer paid the amount due for the goods and shipping, but the seller delayed the delivery of 

the goods and the quality of the garments was very poor, which caused the buyer’s clients to 

return them and refuse payment.  

買主は物品代金と送料を支払った。しかし、売主は物品の引渡しを遅延して、かつ、衣

類の品質はとても粗悪なものであった。そしてこのことが、買主の顧客に物品の返却と

支払いの拒絶をさせる原因となった。 

 

The buyer had numerous fruitless discussions with the seller, and then initiated arbitration 

proceedings and asked the Arbitration Tribunal to order the seller to refund the money for the 

goods, shipping costs and loss of interest. 



買主は、売主と何回も実りのない議論を重ねた結果、仲裁手続きを開始し、売主に対し

て物品代金、送料および逸失利益の返還を命じるよう仲裁廷に求めた。 

 

The parties had not established in the contract a law to govern it. 

両当事者は、契約の中で紛争解決の準拠法を設定していなかった。 

 

In view of the fact that the place of business of the parties was in two States Parties to the CISG, 

the Tribunal ruled under Article 1 of the Convention that the dispute should be governed by the 

Convention. 

両当事者の営業所が二つのCISG加盟国にあったという事実に鑑みて、仲裁廷は、同条

約1条に基づき、本件紛争は同条約によって解決されるべきであると判断した。 

 

The Tribunal held that the seller had violated the provisions of the contract, that the goods 

delivered had serious quality problems and that they were not fit for commercial sale (Article  

35 (2) CISG), which had prevented the buyer from selling the goods to its clients.  

仲裁廷は、売主が契約条項に違反していること、引き渡された物品には深刻な品質の問

題があること、および、それらの物品は商業売買（CISG35条2項）に適合していないこ

と、そしてそれらのことが、買主が顧客に物品を販売することを妨げた旨の判断をくだ

した。 

 

Under Article 45 CISG, the seller should assume responsibility for breach of contract. 

CISG45条に基づき、売主は契約違反の責任を負担すべきである。 

 

The Tribunal also noted that the buyer had informed the seller of the quality problems within a 

reasonable time limit, and therefore, had not lost its right to claim damages (Article 39 CISG). 

仲裁廷は、買主が売主に対して合理的な期間内に品質の問題を通知しており、そしてそ

れゆえに、買主は損害賠償請求権を失っていない（CISG39条）ということも指摘した。 

 

The Tribunal, however, held that the amount of compensation demanded by the buyer for the 

loss of profit needed to be adjusted, as it was too high and violated the provisions of Article 74 

of the Convention. 

しかしながら、仲裁廷は、買主が要求する逸失利益についての賠償額は調整される必要

があると判断した。なぜなら、その額が大きすぎて本条約74条の規定に違反しているか

らである。 

 

The Tribunal ruled that the seller should refund the money for the goods and shipping costs to 



the buyer and compensate it for a certain loss of profit.  

仲裁廷は、売主は物品代金および送料を買主に返還し、かつ、一定範囲の逸失利益を賠

償するべきであると判断した。 

 

The Tribunal finally held that the return of the goods did not have any practical significance, 

and if the seller requested such return it should bear the relevant costs. 

仲裁廷は、最後に、物品の返還は実際的意義を有さず、かりに売主がそのような返還を

求めるならば、売主はそれに関わる費用を負担すべきであると判断した。  


