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A. S. Komarov（国内記者）,、A. I. Muranov および N. S. Karetnayaによる
要約 
 
A Polish seller sued a Russian buyer, claiming the payment of moneys owed 
for goods supplied, plus interest. 
 
ポーランドの売主は、供給された物品の代金と利息の支払いを請求して、ロシ

アの買主を訴えた。 
 
The court upheld the claims in full, citing the creation of a business 
relationship between the parties relating to an international sale, governed 
by the practices established between the parties, as provided for in CISG. 
The decision of the court 
of appeal overturned that decision and rejected the claims for compensation. 
The court of cassation upheld the latter decision. 
 
裁判所は、国際売買に関与する当事者間の取引関係から形成されてきたものを



引用して、その請求のすべてを認容した。それは、CISGが定めるところの、当
事者間で確立した慣行により規律されるものである。控訴裁判所の判決は、そ

の判決を破棄し、請求を棄却した。破棄裁判所は、第一審裁判所の判決を支持

した。 
 
The Polish company, claiming the incorrect application of CISG, submitted a 
complaint to the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, 
which upheld the decisions of the court of first instance and court of 
cassation, on the following grounds. 
 
ポーランドの会社は、CISGの適用の誤りを主張して、ロシア連邦最高仲裁裁判
所に不服を申し立てたが、ロシア連邦最高仲裁裁判所は、下記の理由により、

第一審裁判所と破棄裁判所の判決を支持した。 
 
Under articles 12 and 96 CISG, a provision is in force in the Russian 
Federation that a contract for international sale of goods must be put in 
writing. The sales transaction between the seller and the buyer was not put 
in writing. The receiver of the goods and the payer was a third party. The 
seller did not deliver the goods to the buyer’s address, did not receive 
payment from the buyer and was not notified by the buyer that the goods 
had been transferred to the third party. Notwithstanding the plaintiff’s 
argument that the custom and practice had grown up between itself and the 
respondent to deliver and pay for goods in this way, the Supreme Arbitration 
Court decided that CISG was not applicable, in particular article 9, under 
which the legal relationship relating to the sale could be governed by 
business practices established between the parties. Thus no contract for 
international sale existed between the parties to the dispute. 
 
CISG12条および 96条によると、国際物品売買契約は書面で行われなければな
らないという規定は、ロシア連邦において効力を有する。売主と買主との売買

取引は、書面により行われなかった。物品の受取人および支払人は第三者であ

った。売主は、物品を買主の住所で引き渡さず、買主からの支払いを受け取ら

ず、そして、物品が第三者に譲渡されていることを買主から知らされていなか

った。この方法により物品の引渡しおよび支払いを行うという慣習および慣行

が原告自身と被告との間に生じていたという原告の主張にもかかわらず、最高

仲裁裁判所は、CISG、特に、売買に関する法律関係は当事者間で確立した取引



慣行により規律されるとする 9 条は適用されないと判決した。したがって、本
件紛争の当事者間においては、国際売買契約は存在しない。 


