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〔第 1段落〕 
The case concerned a commercial relation between an Italian company, the seller, and a 
Dutch company, the buyer, for the sale of mirrors.  
本件は、鏡の売買を目的とした、イタリアの会社（売主）とオランダの会社（買主）との

間における取引関係に関わるものである。 
 
Since the Dutch company had failed to make some payments, the seller sued it before 
the Italian Court of Rovereto.  
オランダの会社が何度かの支払をしなかったので、売主はイタリアのロヴェレート裁判所

に訴えを提起した。 
 
The Court concluded that the contract was avoided and issued an order of payment in 
favour of the Italian company.  
当裁判所は、本件契約は解除されていると結論づけて、イタリアの会社の主張を認めて、

支払命令を下した。 
 
〔第 2段落〕 
The defendant objected to the order claiming that the Italian judge did not have the 
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authority to decide the issue at stake, since the forum selection clause in favour of the 
Dutch Courts, contained in the standard terms incorporated into the contract, applied.  
被告は、イタリアの裁判官は、係争中の本件争点に判断を下す権限を有していないと主張

して上記命令に異議を唱えた。その理由は、本件契約に組み込まれた標準条件に含まれて

いるオランダの裁判所を指定する法廷地選択条項が適用されるからということである。 
 
The Court dismissed the defendant’s argument stating that the parties had not validly 
agreed upon a forum selection clause, since none of the criteria set out in Art. 23 lit. (a) 
and (b) of European Council Regulation n. 44/2001 were met.  
 
裁判所は、両当事者は法廷地選択条項に関して有効な合意をしていないと述べて、被告の

異議を却下した。なぜなら、欧州理事会規則第 44（2001年）23条(a)(b)に規定されている
基準を充足しないからである。 
 
The Court noted that the clause had never been accepted by the seller in writing, nor 
was it possible to consider the clause as accepted only on the ground that the seller had 
executed  the buyer’s order (Art. 18 CISG).  
裁判所は、本条項は売主によって書面で承諾されておらず、また、売主が買主の申込みを

履行したとの理由のみをもって本条項が承諾されたと解することもできない（CISG18 条）
と指摘した。 
 
As a matter of fact, the seller provided evidence that it used to send a written statement 
confirming the orders received and including its own standard terms, which the other 
party had to sign and return.  
実際のところ、売主は買主から受け取った申込書を確認し、かつ、売主の標準条項を含む

文書―相手方当事者はそれに署名して送り返さなければならない―を通常送っているとい

う証拠を提出した。 
 
 
According to the Court, this implied that the contract between the parties had been 
concluded by exchange of written statements and not by the seller’s performance of the 
order. 
裁判所によると、このことは両当事者間の契約は書面の交換によって締結されるものであ

り、売主による申込みの履行によって締結されるものではないということを意味する。 
 
〔第 3段落〕 
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Besides, the Court found that the standard terms of the Dutch company were not part of 
the contract (in particular the forum selection clause).  
加えて、裁判所は、オランダの会社の標準条件は、本件契約の一部ではないと認定した（と

くに 法廷地選択条項）。 
 
Referring to Arts. 7 and 8 CISG, the Court reasoned that in order to consider the 
standard terms validly incorporated into a contract, the addressee of the proposal (i.e. 
the Italian seller) should have been aware of such terms.  
CISG7条および 8条を参照して、裁判所は、標準条件が有効に契約に組み込まれていると
みなすためには、申入れの名宛人（すなわち、イタリアの売主）はそのような条件に気づ

いていなければならなかったと論じた。 
 
In the Court’s opinion since there was no proof that the Italian company had knowledge 
of the buyer’s standards terms, the forum selection clause in favour of the Dutch Courts 
could not apply.  
裁判所の見解によると、イタリアの会社が買主の標準条件を知っていたという証明がなさ

れていないから、オランダの裁判所を法廷地とする法廷地選択条項は適用されない。 
 
Furthermore, even if the buyer could demonstrate the opposite, the buyer’s signature on 
the confirmation statement sent to it by the seller (and including the seller’s terms) 
amounted to an acceptance of a counter offer (Art. 19 CISG) and was binding upon the 
parties. 
さらに、たとえ買主が反証を示したとしても、売主から買主に送られてきた確認書面（こ

れには売主の標準条件も含まれている）への買主の署名は、反対申込みに対する承諾に相

当し（CISG19条）、両当事者を拘束する。 
 
〔第 4段落〕 
For these reasons, the Court confirmed its jurisdiction over the case. 
これらの理由から、裁判所は本件に関する自らの裁判権を確認した。 


