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Two parties from Australia entered into a written contract for the supply of products 

for supermarkets. At the time the agreement was entered, the buyer was a newcomer 
in the Australian retail grocery industry and the seller an established supplier. 
オーストラリアにある 2 つの会社は、スーパーマーケットへの製品供給について書面に

よる契約を締結した。契約締結当時、買主はオーストラリアの食料雑貨の小売業界に進出

したばかりであった。これに対して、売主は老舗の供給業者であった。 
 

Nevertheless, the buyer wished to establish and control its own relations with	 
manufacturers and negotiate its own pricing terms. 
それにもかかわらず、買主は、自身で製造業者との関係を築き、その主導権を握り、さら

に、自ら希望する価格条件で交渉を行おうとした。 
 

 A dispute arose between the parties over the price the seller was charging for the 
products. 
売主が当該製品について請求した代金をめぐって、両当事者間で紛争が生じた。 
 
The dispute centred around the definition of “Wholesale Price” in the Supply Agreement. 
The buyer alleged that all that was required was the deduction of certain specified 
allowances and discounts. 
争点となったのは、供給契約書の中の「卸売価格」の定義をめぐってであった。 
買主は、要求されているすべてのものは、一定の指定された割引・控除を経た差引額であ



ると主張した。 
 
Further, the seller brought a cross-claim seeking rectification of the contract, and also 
alleging that the seller was stopped from asserting the construction it contended for. 
そこで、売主は、契約の改定を求める二次的請求（cross-claim）を提起した。そして、売
主は、自身が主張する解釈を押し通すことを差し止められていると申し立てた。 
 

The judge found in favour of the buyer on the construction of the agreement, holding 
that it required the deduction of all allowances and discounts whatsoever; but held that 
the contract should be rectified to deduct only published allowances and discounts. 
裁判所は、契約の解釈を買主に有利に認定し、契約はすべての割引・控除を経た差引額を要求

していると判示した。しかし、裁判所は、契約は公表された割引・控除額のみが差し引かれるよ

うに改定されるべきであるとした。 

 
In debating the interpretive approach in relation to later conduct and the 

construction of written contracts, the Court referred to the UNIDROIT principles of 
International Commercial Contracts (3rd Ed.), Articles 4.1-4.3, and article 8 CISG. 
The Court however was of the opinion that “to a significant degree the approach to the 
construction and interpretation of contracts in the UNIDROIT Principles and the 
CISG reflects civil law principles”. 
裁判所は、その後の当事者の行動の理解の仕方（interpretive approach）および書面に

よる契約の解釈（construction）を検討するに際し、国際商事契約に関する UNIDROIT原
則（第 3版）4.1-4.3条および CISG8条を参照した。 
しかしながら、裁判所は、「UNIDROIT原則と CISGにおける契約の解釈と理解の仕方は、
かなりの程度、大陸法の原理を反映している」と意見を述べた。 
 


