
コン智彦 

 

Case 1152: CISG 18(2); 18(3) 

ケース1152:CISG18条２項、同条３項 

Slovenia: Višje sodišče v Kopru (Koper High Court) 

スロベニア：コーペル高等裁判所 

VSK sodba I Cpg 125/2006 

9 February 2007 

2007年2月9日 

Original in Slovenian 

原文はスロベニア語による 

Published in Slovenian: 

www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/40501 

スロベニア語による公表は上記リンクにある。 

 

 A Slovenian buyer and a foreign seller were involved in a long-term contractual relationship for the sale 

of fish and other seafood. On 23 March 2004, the buyer placed an order for a new shipment, but the seller 

did not deliver the goods.After the seller brought a claim against the buyer for payment of an unrelated 

debt at the court of first instance, the buyer filed a counter-claim where it claimed that the seller had 

breached the contract by not delivering the goods and claimed damages, including lost profit. The seller 

responded that the buyer’s document of 23 March 2004 did not constitute an offer and was merely to be 

regarded as a price query. This position was confirmed by the court of first instance. 

	 スロベニアの買主と外国の売主が、魚およびその他の海産物の売買について、長期の契約関

係にあった。２００４年３月２３日に、買主が新たな発送の申込みを行ったが、売主は物品を

引き渡さなかった。売主が第一審裁判所に本件売買契約とは関連のない金銭支払請求を提訴し

たところ、買主は、売主が物品を引き渡さなかったことによって契約に違反したと主張し、

逸失利益を含む損害賠償を請求する反訴を提起した。売主は、買主の２００４年３月２３日

付の文書は申込みに当たらず、単なる価格の問い合わせとしかみなせないと反論した。当該売

主の主張は第一審裁判所によって認められた。 

 

 The appellate court determined that the CISG applied to the dispute. It directed the parties’ attention to 

article 18(3) under which, by virtue of the offer or as a result of practices which the parties have 

established between themselves or of usage, the offeree may indicate assent by performing an act, such as 



one relating to the dispatch of the goods or payment of the price, without notice to the offeror. The 

acceptance is effective at the moment the act is performed, provided that the act is performed within the 

period of time laid down in article 18(2). Based on this provision, the court found that, even if the 

document of 23 March 2004 could be considered as an offer, the contract was not validly concluded 

because of the fact that the seller had not reacted and had not delivered the goods — i.e., no assent was 

given by the seller to conclude the contract. 

	 控訴審は、本件紛争にはCISGが適用されることを決定した。控訴裁判所は、両当事者にCISG18

条3項に注意を向けさせた。同項のもとでは、申込みに基づき、または、当事者間で確立されて

いる慣行もしくは慣習により、被申込者は、物品の発送に関する行為または代金の支払に関す

る行為などの一定の行為の履行することによって、申込者に通知することなく、同意の意思を

示すことができる。当該行為がCISG18条2項所定の期間内に履行されれば、その時点で承諾の効

力は発生する。この規定に基づいて、控訴裁判所は、たとえ2004年3月月23日付の文書が申込み

と見なすことができたとしても、売主が何ら反応せず、かつ、物品を引き渡さなかったという

事実、すなわち、売主によって契約を締結するための同意はなされていないという事実のゆえ

に、本件契約は有効に締結されていない、と判示した。 

 

 The appellate court, therefore, rejected the appeal and upheld the decision of the court of first instance. 

 以上より、控訴裁判所は控訴を棄却し、第一審裁判所の判決を維持した。 


