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A	  buyer	  from	  Botswana	  and	  a	  seller	  from	  Australia	  signed	  a	  contract	  for	  
commissioning	  and	  installing	  a	  drill	  rig.	  The	  buyer	  claimed	  that	  “the	  
consideration	  under	  the	  contract	  wholly	  failed,	  because	  the	  seller	  failed	  to	  
commission	  the	  drill	  rig”	  and	  requested	  therefore	  the	  return	  of	  the	  sum	  paid.	  	  
	  
ボツワナの買主とオーストラリアの売主は、掘削装置の建設と設置をする契

約を締結した。買主は、「売主が掘削装置の建設をしなかったため、当該契

約は約因を完全に欠いている」と主張し、既に支払った代金の返還を請求し

た。	  
	  
Further,	  the	  buyer	  pleaded	  that	  Botswana	  law	  was	  the	  proper	  law	  of	  the	  contract.	  
The	  seller	  contended	  that	  the	  law	  of	  Western	  Australia	  was	  the	  proper	  law,	  and	  
that	  the	  Act	  (Sale	  of	  Goods	  Act	  1895	  [WA])	  applied	  either	  for	  that	  reason,	  or	  
because	  the	  buyer	  did	  not	  displace	  the	  presumption	  that	  the	  law	  of	  Botswana	  is	  
the	  same	  as	  the	  law	  of	  the	  forum.	  The	  court	  discussed	  the	  applicable	  law	  and	  
came	  to	  the	  conclusion	  that	  Western	  Australian	  law	  was	  the	  governing	  law.	  	  
	  
さらに、買主は当該契約の準拠法はボツワナ法であると主張した。売主は、

西オーストラリア州法が準拠法であり、それを理由として、または、買主が

ボツワナ法は法廷地法と同じであるという推定を覆さなかったという理由に

より、西オーストラリア州の 1985年物品売買法が適用されると主張した。
裁判所は、準拠法について審理し、西オーストラリア州法が準拠法であると

の結論にいたった。	  
	  
The	  court	  was	  aware	  that	  the	  CISG	  forms	  part	  of	  the	  law	  of	  Australia	  and	  was	  
applicable	  in	  this	  case.	  However	  the	  court	  noted	  that	  “Neither	  party	  in	  this	  case	  
has	  suggested	  that	  there	  are	  provisions	  of	  the	  Convention	  which	  require	  
consideration,	  or	  that	  the	  provisions	  of	  the	  Convention	  would	  operate	  
inconsistently	  with	  the	  application	  of	  the	  Act	  in	  the	  circumstances	  of	  this	  case,	  
and	  the	  general	  law	  of	  Western	  Australia.	  Having	  regard	  to	  the	  way	  the	  case	  was	  
run	  it	  is	  unnecessary	  to	  refer	  to	  the	  Convention	  further	  …”.	  	  
	  



裁判所は、CISGがオーストラリア法の一部を形成し、当該事案において適用
されることを認識していた。しかし、裁判所は、「当該事案における両当事

者は、CISGに約因を要求する条項があることも、CISGの条項が当該事案にお
ける 1895年物品売買法および西オーストラリア州の一般法の適用と矛盾す
ることも主張しなかった。」と指摘した。そして、「当該事案の経過に鑑み

ると、これ以上 CISGに言及することは不要である…」と指摘した。	  
	  
Applying	  domestic	  law,	  the	  Court	  defined	  the	  particular	  nature	  and	  terms	  of	  the	  
contract	  in	  between	  a	  contract	  for	  the	  sales	  of	  goods	  and	  a	  contract	  for	  work	  to	  
be	  done	  and	  noted	  that	  the	  issue	  was	  the	  sale	  of	  the	  rig	  and	  not	  the	  construction	  
which	  was	  a	  minor	  part	  of	  the	  agreement.	  
	  
国内法を適用する際に、裁判所は、売買契約と請負契約の混合である本件契

約特有の性質および条件を定義し、本件の争点は掘削装置の売買であり、本

件契約において副次的なものである建設ではないと指摘した。	  


