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CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO 
CERTAIN RIGHTS IN RESPECT OF SECURI-

TIES HELD WITH AN INTERMEDIARY 

The States signatory to the present Convention, 

Aware of the urgent practical need in a large and gro叫ngglob剖financialmarket to pro-

vide legal ce此aintyand predictab出Was to the law applicable to securities that are now 

commonly held through clearing and settlement systems or other intermediaries, 

Conscious of the importance of reducing legal risk, systemic risk凱 dassociated costs in 

relation to cross-border transactions involving securities held with an intermediary so 

鎚 tofacilitate the inte1τ1ational flow of capital and access to capital markets, 

Desiring to establish common pro叫sionson the law applicable to securities held with an 

intermediary beneficial to States at all levels of economic development, 

Re co郡isingthat the "Place of the Relevant Intermediary Approach" (or PRIMA）ぉde・

termined by account agreements wi吐1intermediaries provides the necess紅 ylegal cer-

tainty and predictab出ty,

Have resolved to conclude a Convention to this effect, and have agreed upon仕1efollow-

ing provisions -

CHAPTER 1・DEFINITIONSAND SCOPE OF APPLICA'.τ10N 

Article 1 Dej加it勿ηsαnd伽terpretαtion

1. In this Convention -

α） “sec凶 .ties”meansany sh釘 es,bonds or other financial instrument芯 orfinancialぉ・

sets (other than cash), or any interest therein; 

b）“securities account”means an account maintained by an intermediary to which se-

curities may be credited or debited; 
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口座管理機関によって保有される証券に
ついての権利の準拠法に関する条約（仮訳）
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第1章定義及び適用範囲

第1条定義及び解釈

(1) この条約においては，

(a) 「証券Jとは，あらゆる株式，債券若しくはその他の金融上の証書若しくは

資産（現金を除く）又はそれらに関する利益をいう。

(b) 「証券口座」とは，口座管理機関が管理する口座であって，証券が増額又は

減額記録されることとなるものをいう。
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c) “加termediary”me釘lSa person that in the course of a business or other reg叫釘ac-

ti吋tymaintains securities accounts for others or both for others and for its own account 

釦 dis acting in that capacity; 

d）“account holder" me釘lSa person in whose name an inteロnediarymaintains a secu-

rities account; 

e）“account agreement”means, in relation to a securities account, the agreement 

with the relevant intermediary goverr由igthat securities account; 

J）、ec凶 tiesheld叫than intermediary”means the均htsof an account holder result-

凪gfrom a credit of securities to a securities account; 

g）“relevant intermedi紅y”meansthe intermediary that maintains the securities ac-

count for the account holder; 

h）“disposition”means any transfer of title whether outright or by way of security and 

any grant of a security interest, whether possessory or non-possessory; 

i）“perfection”me釦 scompletion of any steps necess出yto render a disposition effec-

tive against persons who are not parties to that disposition; 

j）“office”means, in relation to an intermediary, a place of business at which any of 

the activities of the intermediary訂 ecarried on, excluding a place of business which is 

intended to be merely temporary and a place of business of any person other than the 

intermediary; 

k）“insolvency proceeding”me釘lSa collective judicial or administrative proceeding, 

including an interim proceeding, in which the鉛 setsand affairs of仕ledebtor are sub-

ject to control or supervision by a court or other competent authority for the purpose of 

reorg創出ationor liquidation; 

l) “insolvency a也叫nistrator”meansa person authorised to administer a reorganisa-

tion or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor 

in possession if permitted by仕leapplicable insolvency law; 

m）“M凶ti－田litState”me叩 sa State within which two or more territorial units of that 

State, or both the State and one or more of its territorial units, have their own rules of 
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(c) 「口座管理機関Jとは，営業その他の通常の活動の一環として，他の者のた

めに又は他の者及び自己のために，証券口座を管理し，その権限に基づいて行

為する者をいう。

(d) 「口座名義人」とは，その者の名において口座管理機関が証券口座を管理する

者をいう。

(e) 「口座管理契約」とは，ある証券口座に関して，その証券口座を規律する関

連口座管理機関との聞の合意をいう。

(f) 「口座管理機関によって保有される証券」とは，証券口座への証券の増額記録

に起因する口座名義人の権利をいう。

侭） 「関連口座管理機関」とは，特定の口座名義人のためにその証券口座を管理す

る口座管理機関をいう。

帥 「処分jとは，譲渡又は担保の手段としての権利者の地位の移転及び占有型で

あると非占有型であるとを問わず担保権の設定をいう。

(i) 「パーフェクションJとは，処分の当事者以外の者に対して当該処分を有効に

するために必要なすべての手段の完了をいう。

(j) 「事務所」とは，特定の口座管理機関について，その口座管理機関の活動が

継続的に行われている営業のための場所（単に一時的に営業を行うことを目的

とする場所及び口座管理機関以外の者の営業のための場所を除く。）をいう。

（ω 「倒産手続」とは，暫定的手続を含む集団的な司法上又は行政上の手続であっ

て，債務者の資産及び業務が，再建又は清算の目的で裁判所又はその他の権限

を有する機関の管理又は監督下に置かれるものをいう。

(I) 「倒産管財人Jとは，再建又は清算手続を運営する権限を有する者（暫定的

に権限を与えられた者を含む。）をいい，適用される倒産法によって管理処分権

を有する債務者（DIP）を含む。

（同 「地域的に法律を異にする国Jとは，第2条第1項に掲げる事項に関して，国

内の複数の地域又は当該国及ぴ同圏内の地域が，それぞれ独自の法律を有する
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law in respect of any of the issues specified in Article 2 (1) ; 

n） “writing”and “written”mean a record of information (including information com-

municated by tele位ansmission)which is in tangible or other form and is capable of be-

ing reproduced in tangible form on a subsequent occasion. 

2. References in this Convention to a disposition of securities held with an intermedi-

ary include -

α） a disposition of a securities account; 

b) a disposition in favour of the account holder's加termediary;

c) a lien by operation of law in favour of the account holder's intermediary in respect 

of any claimぽising加connectionwith the maintenance and operation of a securities ac-

count. 

3. A person shall not be considered an intermediary for the purposes of仕出 Conven-

tion merely because -

α） it actsぉ registr；訂 ortransfer agent for an issuer of securities; or 

b) it records in its own books details of securities credited to securities accounts 

maintained by an intermediary in the n釘nesof other persons for whom it actsぉ m加－

ager or agent or otherwise in a purely administrative capacity. 

4. Subject to p訂噌raph(5) , a person shall be reg訂 dedas an intermediary for the pur-

poses of this Convention in relation to securities which are credited to securities ac-

counts which it main旬並lSin吐lecapacity of a central securities depository or which釘 e

otherwise transferable by book entry across securities accounts which it mainta担s.

5. 1n relation to securities which are credited to securities accounts maintained by a 

person in the四.pacityof operator of a system for the holding and transfer of such secu-

rities on records of the issuer or other records which constitute the prim創yrecord of 

entitlement to them as against the issuer, the Contracting State under whose law those 

securities are constituted may, at any time, make a declaration that the person which 

operates that system shall not be an intermediary for the purposes of出 sConvention. 
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国をいう。

加） 「書面」とは，有体物又はその他のものへ情報の記録（電信により伝達され

る情報を含む。）であって，後に有体物に再現できるものをいう。

（② この条約において，口座管理機関によって保有される証券の処分とは，次に掲

げるものを含む。

(a) 証券口座の処分

（ω 口座名義人がその口座管理機関に対して行う処分

(c) 証券口座の維持及び管理に関して発生した請求権について，その口座名義人

の口座管理機関のために発生する法定担保権

(3) いかなる者も，次のいずれかに該当することのみをもって，この条約の適用上，

口座管理機関とみなされてはならない。

(a) 証券発行者のための登録者又は名義書換代理人として行為すること。

（ω 他の者の支配人若しくは代理人として又は単なる管理権限に基づき，その者

の名義において口座管理機関によって管理されている証券口座に記録されてい

る証券の詳細を自身の帳簿に記録すること。

(4) 第5項に従うことを条件として，ある者は，中央証券預託機関としての権限に

基づき自らが管理している証券口座に記録されている証券に関して，又は自らが

管理している証券口座間でその他の手段によって記帳により移転可能とされる証

券に関して，この条約上の口座管理機関であるとみなされる。

(5) 証券の発行者の記録において，又は発行者に対する証券上の資格の第一次的記

録となるその他の記録において証券を保有及び移転するためのシステムの運営者

としての権限に基づいて管理されている証券口座に記録されている証券に関して

は，当該証券の成立に関する準拠法所属国たる締約閏は，いつでも，「当該システ

ムの運営者は，この条約の適用上，口座管理機関とはならないJ旨の宣言をする

こと治宝できる。
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Article 2 Scope of the Convent旬nandoftheα:pplicαblelαω 

1. 百出 Conventiondetermines the law applicable to位tefollowing issues in respect of 

securities held wi出血intermediary-

α） the legal nature組 deffects against出eintermediary and third parties of the rights 

resulting from a credit of securities to a securities account; 

b) the legal nature and effects ag創出tthe intermediary and third p釘伽sof a disposi-

tion of securities held with an inteロnediぽy;

c) the requirements, if any, for perfection of a disposition of securities held with an in-

termediary; 

d) whether a person’s interest加 securitiesheld with an intermediary e説泊g凶shesor 

has priority over another person's interest; 

e) the duties，江any,of叩訊.termediarγtoa person other than the account holder who 

asserts in compet抗ionwith the account holder or ano位terperson an interest泊 securi-

ties held with that intermedi創γ；

j) the requirements, if any, for the realisation of an interest in securities held wi出 m

intermediary; 

g) whether a disposition of securities held桐山田 intermediaryextends to entitle-

ments to dividends, income, or other distributions, or to redemption, sale or other pro-

ceeds. 

2.τ'his Convention determines the law applicable to the issues spec温edin paragraph 

(1) in relation to a disposition of or an interest in securities held with an intermediary 

even if the rights res叫出tg企omthe credit of those securities to a securities account are 

determined in accordance with p紅唱raph(l)(a)to be contractual in nature. 

3. Subject to p釘噌raph(2), this Convention does not determine the law applicable to・

α） the righ鎚 andduties aris血g仕omthe credit of securities to a securities account to 

the extent that such rights or duties are purely contractual or otherwise purely per-

sonal; 
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第2条条約及び準拠法の適用範囲

(1) この条約は，口座管理機関によって保有される証券に関する次の事項の準拠法

を決定する。

(a) 証券口座への証券の増額記録に起因する権利の法的性質並びに口座管理機関

及び第三者に対する効果

（ω 口座管理機関によって保有される証券の処分の法的性質並びに口座管理機関

及び第三者に対する効果

(c) 口座管理機関によって保有される証券の処分のパーフェクションの要件

組） 口座管理機関によって保有される証券に関する利益が他の者の利益を消滅さ

せるか又は他の者の利益に対して優先するか

（め 口座管理機関によって保有される証券に関する利益を口座名義人又は他の者

と争う口座名義人以外の者に対して口座管理機関が負う義務

（の 口座管理機関によって保有される証券に関する利益の換価の要件

(g) 口座管理機関によって保有される証券の処分が配当，収益若しくはその他の

利益の分配を受ける資格又は償還金，売却金若しくは他の代わり金に及ぶかど

うか

包） この条約は，口座管理機関によって保有される証券の証券口座への増額記録に

起因する権利が第1項（a）により契約上の権利と性質決定された場合でも，その証

券の処分又はその証券上の利益に関する第l項に掲げる準拠法を決定する。

(3) 第2項に従うことを条件として，この条約は，次の事項について準拠法を決定

するものではない。

(a) 証券口座への増額記録に関して生じる権利義務のうち，純粋に契約上のもの

又はその他純粋に人的なもの
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b) the contractual or other personal rights and duties of par臨 sto a disposition of se-

curities held with an inte町田di釘y;or+ 

c) the rights and duties of an issuer of securities or of an issuer's registr訂 ortransfer 

agent, whether in relation to the holder of位1esecurities or any other person. 

Article 3 lηternαtioηαlity 

百tisConvention applies in all cぉesinvolving a choice between仕telaws of different 

States. 

CHAPTER II -APPLICABLE LAW 

Article 4 Primary rule 

1. The law applicable to all the issues specified in A此icle2(1) is the law in force in 

仕1eState expressly agreed in the account agreementぉ theState whose law governs 

仕teaccount昭reementor，江 theaccount agreement e却 resslyprovides that ano出er

law is applicable to all such issues，位tato仕1erlaw.明1elaw designated in accordance 

with this pro叫sionapplies only if the relevant intermediary has, at the time of the agree-

ment, an office泊 thatState, which ・

α） alone or together with o出eroffices of the relevant intermediary or with other per-

sons acting for the relevant intermediary in that or another State -

i) effects or monitors entries to securities accounts; 

ii) administers payments or corporate actions relating to securities held 

with位teintermediary; or 

iii) is otherwise engaged in a business or other reg叫釘 activityof main-

taining securities accounts; or 

b) is identified by an account number, bank code, or other spec血cmeans of ident血ca-

tion as maintaining securities accounts泊 thatState. 

2. For the p山IJOSesof paragraph ( 1) (a) , an office is not engaged in a business or 

other reg凶aractivity of maintain卸gsecurities accounts -
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(b) 口座管理機関によって保有される証券の処分の当事者間における契約上又は

その他の人的な権利義務

(c) 証券の保有者との関係であるとその他の者との関係であるとを問わず，証券

発行者又はその登録者若しくは名義書換代理人の権利義務

第3条渉外性

この条約は，異なる国の法律問の選択に関する問題のすべてに適用する。

第2章準拠法

第4条原則規定

(1) 第2条第l項に掲げるすべての事項についての準拠法は，口座管理契約におい

て，その口座管理契約を規律する法律として明示に合意された国の法律（ただし，

口座管理契約によって当該事項について他の国の法律を適用することを明示的に

定めた場合には，その法律）とする。ただし，この規定によって定められた法律

は，関連口座管理機関が当該合意の時において次に掲げる事務所を当該圏内に有

する場合にのみ適用する。

(a) 当該事務所が，単独であると，当該国若しくは他の固における当該関連口座

管理機関の他の事務所又は当該口座管理機関のために行為するその他の者と共

同してであるとを間わず，

(i) 証券口座への記録を行い又はモニターしているもの

(ii) 当該口座管理機関によって保有される証券に関する支払又は法人活動を管

理しているもの

(iii) その他証券口座を管理する営業又はその他の通常の業務に従事しているも

の

(b) 口座番号，パンクコードその他の特定のための手段により証券口座を当該国

において管理しているものとして特定されているもの

(2) 第l項（司の事務所は，次のいずれかであることのみをもって，証券口座を管理

する営業又はその他の通常の業務に従事しているものとはされない。
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α） merely because it is a place where the technology suppo此加gthe bookkeep加gor 

data processing for securities accounts is located; 

b) merely because it is a place where ca且centresfor communication wi出 account

holders釘 elocated or operated; 

c) merely because it is a place where the mailing relating to securities accounts is or-

ganised or files or archives釘 elocated; or 

d) if it engages solely in representational functions or a必凶nistrativefunctions, other 

than仕10serelated to血eope凶ngor m副 tenanceof securities accounts, and does not 

have authority to make any binding decision to enter into any account agreement. 

3. In relation to a disposition by an account holder of securities held with a pa凶ic叫ar

inteロnediaryin favour of that intermedi釘y,whe出eror not仕ratintermedi釘ymaintains 

a securities account on its own records for which it is位leaccount holder, for the p町・

poses of this Convention -

α）出atintermediary is the relevant intermedi釘y;

b) the account唱reementbetween the account holder and that intermediary is the 

relevant account agr巴ement;

c) the securities account for the p山posesof Article 5(2)and(3)is the securities ac-

count to which the securities紅 ecredited inlmediately before the disposition. 

Article 5 Fall-bαck rules 

1. If the applicable law is not determined under Article 4, but it is expressly and un明

ambiguously stated in a written account agreement吐rat位lerelevant intermediary en-

tered into the account昭reementthrough a p紅 tic叫aroffice, the law applicable to all 

the issues specified in A此icle2(1)is the law in force in the State, or the teηitorial UJ批

of a Multi-unit State, in which that office was then located, provided that such office 

仕lensatisfied出Econdition spec泊edin位lesecond sentence of Article 4(1). In deter-

m組紐gwhether an account agreement e却 resslyand unambiguously states位ratthe 

relevant intermediary entered into the account agreement出rougha p紅 tic叫釘 office,

none of出efollowing shall be considered -
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但） 証券口座のための記帳又はデータ処理の技術的なサポートがされている場所

ω） 口座名義人との連絡のためのコールセンターが所在又は運営されている場所

(c) 証券口座に関する郵便物が作成される場所又はファイル若しくはアーカイプ

が所在する場所

(d) 証券口座の開設又は管理に関する業務以外の窓口又は管理業務のみに従事し

ており，かつ，口座管理契約を締結する決定権限を有しないもの

(3) 特定の口座管理機関によって保有される証券の口座名義人による，その口座管

理機関に対して行う処分については，当該口座管理機闘が自分自身が口座名義人

となる自己口座を管理しているかどうかにかかわらず，この条約の適用上，

(a) 当該口座管理機関を，関連口座管理機関とし，

（ω 口座名義人と当該口座管理機関との聞の合意を，関連口座管理契約【第2条

第1項に掲げる事項についての準拠法を決定する口座管理契約】とし，

(c) 第5条第2項及び第3項の証券口座を，その処分が行われる直前に証券が増

額記録された証券口座とする。

第5条予備規定

(1) 準拠法が第4条によって決せられない場合において，書面による口座管理契約

において関連口座管理機闘が特定の事務所を通じて当該口座管理契約を締結した

ことが明示され，かつ，その内容が明確であるときは，第2条第 l項に掲げるす

べての事項の準拠法は，その事務所が第4条第1項第2文に規定する条件を充た

す限り，その事務所の所在する国（その国が「地域的に法律を異にする国」であ

る場合には，その事務所の所在する地域）の法律とする。その口座管理契約にお

いて当該関連口座管理機関が特定の事務所を通じて契約を締結したことが明示さ

れ，かつ，その内容が明確であるかどうかを決するに当たっては，次の事項を考

慮しではならない。
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α） a provision that notices or other documents shall or may be served on the relevant 

intermediary at that office; 

b) a provision that legal proc巴edingsshall or may be instituted ag剖nstthe relevant in-

teロnedi釘y加apartic叫釘 Stateor in a particular te凶torialunit of a M叫U・unitState; 

c) a provision that any statement or other document shall or may be provided by the 

relevant intermediary 企omthat o飯田；

d) a provision that any service shall or may be provided by the relevant intermediary 

from位Ulto節目；

e) a provision that any operation or function shall or may be carried on or performed 

by the relevant intermediary at that o節目．

2. If the applicable law is not determined under paragraph ( 1) , that law is位lelaw in 

force in the State, or the territorial山首tof a Multi-unit State, under whose law the rele-

vant intermediary is incorporated or otherwise organised at the tinle the written ac-

count agreement is entered into or.，江 thereis no such agreement, at the time the 

securities account was opened；江，however,the relevant intermediary is incorporated or 

otherwise organised under the law of a Multi-unit State and not that of one of its territo・

rial units, the applicable law is the law in force in the territorial unit of that Multi-unit 

State in which the relevant intermediary has its place of business, or, if the relevant irト

termediary has more than one place of business, its principal place of business, at the 

time the written account agreement is entered into or.，江thereis no such agreement, at 

the time the securities account was opened. 

3. If位leapplicable law is not determined under either paragraph(l) or paragraph(2), 

that law is the law in force in the State, or the territorial unit of a M叫ti-unitState, in 

which the relevant intermediary has its place of business, or, if the relevant irltermedi-

ary hぉ morethan one place of business, its principal place of business, at the tinle the 

written account agreement is entered into or, if there is no such agreement, at the time 

the securities account wぉ opened.

Article 6 F1αctors to be disregarded 

In deterr凶凶ngthe applicable law in accordance wi出 thisConvention, no account shall 

be taken of the following factors -
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(a) 当該関連口座管理機関に対する通知その他の文書を，その事務所において交

付し，又はすることができる旨の規定

（ω 当該関連口座管理機関に対する法的手続を，特定の国（その国が「地域的に

法律を異にする国」の場合には，特定の地域）において実施し，又はすること

ができる旨の規定

(c) 当該関連口座管理機関が，その事務所から明細書その他の文書を配布し，又

はすることができる旨の規定

ω） 当該関連口座管理機関が，その事務所からなんらかの役務を提供し，又はす

ることができる旨の規定

伶） 当該関連口座管理機関が，その事務所において，なんらかの運営若しくは業

務を維持し，若しくは実施するものとし，又はすることができる旨の規定

(2) 準拠法が第 1項によって決せられない場合には，準拠法は，書面による当該口

座管理契約が締結された時（その契約がない場合には，証券口座が開設された持）

において，関連口座管理機関が設立若しくはその他の態様によって組織される際

の準拠法所属国（その国が「地域的に法律を異にする国Jである場合には，準拠

法が所属する地域）において効力を有する法律とする。ただし，関連口座管理機

関が「地域的に法律を異にする国」の法律であるが，そのうちのいずれかの地域

の法律ではない法律に準拠して設立若しくはその他の態様によって組織されてい

る場合には，準拠法は，書面による当該口座管理契約が締結された時（そのよう

な契約がない場合には，証券口座が開設された時）において，関連口座管理機関

が営業所（営業所が複数ある場合には主たる営業所）を有する地域において効力

を有する法律とする。

(3）準拠法が第 l項又は第2項のいずれかによって決せられない場合には，準拠法

は，書面による当該口座管理契約が締結された時（そのような契約がない場合に

は，証券口座が開設された時）において，関連口座管理機関が営業所（営業所が

複数ある場合には主たる営業所）を有する国（その国が「地域的に法律を異にす

る国Jである場合には，その地域）において効力を有する法律とする。

第6条考慮されてはならない要素

この条約に基づいて準拠法を決するに当たっては，次の要素のいずれをも考慮し

ではならない。
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α） the place where the issuer of位iesecuriti巴sis凪corporatedor otherwise organised 

or has its statutory seat or registered office, cen位aladministration or place or principal 

plac巴ofbusiness; 

b) the places where certificates represent卸gor evidencing securities訂 elocated; 

c) the place where a register of holders of securities maintained by or on behalf of the 

issuer of the securities is located; or 

d) the place where any intermediary other than the relevant intermediary is located. 

Article 7 Protection of r唱ghtsoηc加.ngeof theα',JJplicαble law 

1. ’This Article applies if an account agreement is amended so as to change the applica-
ble law under this Convention. 

2. In this Article -

α）“the new law”means the law applicable under出 sConvention after the change; 

b） “the old law”means位ielaw applicable under this Convention before the change. 

3. Subject to p釘唱raph(4),the new law goveロlSall the issues spec盗edin Article 2 

(1). 

4. Except wi位lrespect to a person who has consented to a change of law, the old law 

continues to govern -

α） the e話stenceof an interest加 securitiesheld with an intermedi抑制singbefore 

the change of law and吐ieperfection of a disposition of those securities rr凶debefore 

the change of law; 

b) with respect to an interest in securities held with阻 intermediaryarising before 

the change of law -

i) the legal nat町巴 andeffects of such an interest against the relevant in-

termediary and any party to a disposition of those securities made before 

the change of law; 
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(a) 証券の発行者が設立若しくは組織された地又は証券の発行者の法律上の所在

地，その登記された事務所，経営中枢，営業所若しくは主たる営業を有する地

（ω 証券を表章する又は証券の証拠となる証書が存在する地

(c) 証券発行者によって又はそれを代理して管理されている証券保有者の名簿が

所在する地

(d) 関連口座管理機関以外の口座管理機関の存在する地

第7条準拠法の変更における権利の保護

(1) この規定は，この条約により決せられる準拠法を変更するために口座管理契約

が変更された場合に適用される。

(2) この規定において，

(a) 「新法Jとは，変更後のこの条約により決せられる準拠法をいう。

(b) 「旧法jとは，変更前のこの条約により決せられる準拠法をいう。

(3) 第4項に従うことを条件として，第2条第 l項に掲げるすべての事項は新法が

規律する。

仏） 準拠法の変更に同意した者との関係を除いて，次の事項は旧法が規律する。

(a) 準拠法の変更前に生じた口座管理機関によって保有される証券上の利益の存

在及び準拠法の変更前に行われたそのような証券の処分のパーフェクション

（ω 準拠法の変更前に生じた口座管理機関によって保有される証券上の利益に関

し，

(i) その法的性質並びに関連口座管理機関及び準拠法の変更前に行われた証券

の処分についての関係者に対する効果



274 国際私法年報第5号（2003)

ii) the legal nature and e飴 ctsof such an interest ag醐 sta person who 

a武erthe ch釘igeof law attaches the securities; 

iii) the determination of all the issues specified in Article 2(1)with re-

spect to叩 insolven町 a也凶nistrator副釦 insolvencyproceeding opened 

after the change of law; 

c) priority as between parties whose interests arose before the change of law. 

5. p訂agraph(4) (c) does not preclude the application of the new law to the priority of 

an interest that釘 oseunder the old law but is perfected under the new law. 

Article 8 Insolvency 

I. Not叫thstandingthe opening of an insolvency proceeding, the law applicable under 

this Convention governs all the issues specified in Article 2 (I) with respect to any event 

that has occurred before the opening of that insolvency proceeding. 

2. No吐血igin this Convention affects the application of any substantive or procedural 

insolvency rules，加eludingany rules relating to -

α） the ranking of categories of claim or the avoidance of a disposition as a preference 

or a transfer in仕組dof creditors; or 

b) the enforcement of rights after the ope凶ngof an insolvency proceeding. 

CHAPTER III -GENERAL PROVISIONS 

Article 9 Generalαpplicαbility of the Convention 

This Convention applies whether or not吐leapplicable law is that of a Contracting State. 

Article JO Exclu,sion of choice of lαω 叩 les(r，開 .voi)

In this Convention, the term “aw”me釘lSthe law in force in a State other than its choice 

of law rules. 

Article 11 Public policyαηdinternαtionαlly mαηdatory rules 

I. The application of the law determined under this Convention may be refused only江

the effects of its application would be manifestly contr創yto the public policy of the fa・
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(ii) その法的性質及び準拠法の変更後に当該証券を差し押さえた者に対する効

果

白i) 準拠法の変更後に開始した倒産手続における倒産管財人に関する第2条第

l項に掲げる事項の決定

(c) 準拠法の変更前に証券上の利益を取得した者の聞の優先関係

(5) 第4項（付は，旧法のもとで発生したが，新法のもとでパーフェクトされた利益

の優先関係に対して，新法が適用されることを妨げるものではない。

第8条倒産

(1) 倒産手続の開始にかかわらず，この条約により決せられる準拠法は，倒産手続

の開始前に生じたあらゆる事象に関する第2条第1項に掲げるすべての事項を規

律する。

侶） この条約は，次の事項に関する法準則を含めていかなる実体的又は手続的倒産

法の適用にも影響を及ぼさない。

(a) 請求権の優先順位又は偏頗行為としての処分若しくは債権者を欺岡しての移

転の否認

（ω 倒産手続開始後における権利の執行

第3章一般規定

第9条一般的準拠性

この条約は，準拠法が締約国の法律であるかどうかにかかわらず，適用する。

第 10条抵触規則の排除（反致）

この条約において「法律」とは，ある国で効力を有している法律で，抵触規則以

外のものをいう。

第 11条公序及び国際的強行規定

(1) この条約により決せられた法律の適用は，その適用の効果が明らかに法廷地の

公の秩序に反する場合にのみ，排除することができる。
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n江n.

2. This Convention does not prevent the application of those pro吋sionsof the law of 

the forum which, irrespective of rules of conflict of laws, must be applied even to inter-

national situations. 

3. This Article does not perr凶tthe application of provisions of the law of the forum im-

pos凪grequirements with respect to perfection or relating to priorities between compet・

ing interests, unless the law of the forum is the applicable law under this Convention. 

Article 12 Determination of theα：pp lieαble lαw for Multi-unit Stαtes 

1. If the account holder and the relevant intermediary have agreed on th巴 lawof a 

specified territorial unit of a Multi-unit State -

α） the references to“State”in the first sentence of Article 4 ( 1) are to that territorial 

b) the references to“that State”in the second sentence of Article 4 ( 1) are to the 

Multi-unit State itself. 

2. In applying this Convention -

α） the law in force加 aterritorial unit of a Multi-unit State includes both the law of 

that山首tand, to the extent applicable in that unit, the law of the Multi-unit State itself; 

b） 江thelaw in force in a teηitorial unit of a Multi-unit State designates the law of an-

other territorial山litof that State to govern perfection by public filing, recording or reg-

istration, the law of that other teπitorial unit governs that issue. 

3. A Multi-unit State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval 

or accession, make a declaration that江， underArticle 5, the applicable law is that of the 

Multi-unit State or one of its territorial units, the internal choice of law rules in force in 

that Multi-unit State shall determine whether the substantive rules of law of that M叫ti-

unit State or of a partic叫arterritorial unit of that Multi-unit State shall apply. A M叫ti・

山由 Statethat makes such a declaration shall communicate information concerr由lgthe 

content of those internal choice of law rules to the Permanent Bureau of the Hague 

Conference on Private International Law. 
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(2) この条約は，抵触規則にかかわらず，国際的な場面にまでも適用されなければ

ならない法廷地の法律の規定の適用を妨げるものではない。

。） この規定は，法廷地の法律がこの条約による準拠法でない限り，パーフェク

ション又は対立する利益の優先順位に関係する要件を課す法廷地の法律の規定の

適用を許容するものではない。

第12条 「地域的に法律を異にする国」の準拠法の決定

(1) 口座名義人と関連口座管理機関が「地域的に法律を異にする国」の特定の一地

域の法律を合意した場合には，

（司第4条第 l項第 1文にいう「国Jとは，当該地域をいい，

(b) 第4条第 l項第2文にいう「当該国」は，当該「地域的に法律を異にする国J
それ自体をいうものとする。

(2) この条約を適用する場合には，

(a) 「地域的に法律を異にする国」の一地域において効力を有する法律とは，その

地域の法律及びその地域に適用される限度における当該国それ自体の法律を含

．む。

(b) 「地域的に法律を異にする国jの一地域において効力を有する法律が，公的

ファイリング，記録又は登録によるパーフェクシヨンの準拠法として，その国

の他の地域の法律を指定している場合には，当該他の地域の法律がその事項を

規律する。

(3) 「地域的に法律を異にする国」は，署名，批准，受諾，承認又は加入の時にお

いて，「準拠法が，第5条により当該国又はその地域の一つの法律とされる場合に

は，当該国において効力を有する圏内抵触法が，当該国の法の実質法か，その国

の特定の地域の実質法のいずれが適用されるべきかを決する」旨の宣言をするこ

とができる。その宣言を行う国は，その圏内抵触法の内容に関する情報を事務局

に連絡しなければならない。
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4. A Multi-unit State may, at any time, make a declaration that江，凶lderArticle 4, the 

applicable law is that of one of its territorial u凶ts,the law of that territorial unit applies 

only if the relevant intermediary has an office within that territorial unit which satisfies 

the condition specified in the second sentence of Article 4 ( 1) . Such a declaration shall 

have no effect on dispositions made before that declaration becomes effective. 

Article 13 Uη約rm伽 terpreta陶 η

In the interpretation of this Convention, regard shall be had to抗sinterτiational charac-

ter and to the need to promote u凶forr叫tyin its application. 

Article 14 Review ofpractfoαt叩併-atめnof the C叩 vention

’The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at 

reg叫arintervals convene a Special Commission to review the practical operation of this 

Convention and to consider whether any amendments to this Convention are des廿油le.

CHAPTER IV -TRANSITION PROVISIONS 

Article 15 Priority between pre-Conventぬnαηdpost-Convention i・ηterests 

In a Contracting State, the law applicable under this Convention determines whether a 

person’s interest in securities held with an intermediary acquired after this Convention 

entered into force for that State ext泊g凶shesor has priority over another person’sinter-

est acquired before仕出 Conventionentered into force for位latS凶.te.

Article 16 P開ーConventionαccouηtαgre併nentsαηdsecuritiesαccoηω 

1. References m出 sConvention to an account agreement include an account agree-

ment entered into before仕出 Conventionentered into force in accordance with Article 

19(1). References in this Convention to a securities account include a securities ac-

count opened before this Convention entered into force in accordance with Article 19 

(1). 

2. Unless叩 accountagreement contaおlSan express reference to出 sConvention, the 

coぽ tsof a Contract.泊gState shall apply paragraphs(3)and(4)in applying Article 4(1) 

wi出 respectto account agreements entered into before the entry into force of this Con-

vention for that State in accordance with Article 19. A Contrac也lgState may, at the 

time of s泡nat町 ・e,ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration 

that its courts shall not apply those paragraphs with respect to account agreements en-

tered into after the entry into force of出 sConvention加 accordancewith Article 19(1) 
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(4) 「地域的に法律を異にする国」は，いつでも， f準拠法が，第4条によりそのー

つの地域の法律とされる場合には，関連口座管理機関がその地域内に第4条第l

項第2文に掲げる条件を充たす事務所を持つ場合にのみ，その地域の法律が適用

される」旨の宣言をすることができる。この宣言は，その宣言が効力を生じる前

に行われた処分に影響を与えない。

第13条統一的解釈

この条約の解釈に当たっては，その国際的性格及び適用の統ーを促進する必要性

に考慮を払うものとする。

第 14条条約の運用状況の検討

ヘーグ国際私法会議事務局長は，条約の運用状況を検討するとともに，何らかの

修正が必要であるかどうかを検討するための特別委員会を定期的に招集するものと

する。

第4章経過規定

第四条条約前と条約後の利益との優先関係

締約国においては，この条約により決せられる準拠法が，当該国において条約が

発効した後に取得された口座管理機関によって保有される証券上の利益が，条約が

発効する前に取得された他の者の利益を消滅させるか，又はその利益に優先するか

どうかを決する。

第 16条条約前の口座管理契約及び証券口座

(1) この条約にいう口座管理契約には，この条約が第四条第 l項の規定に基づいて

発効する前に締結された口座管理契約を含み，この条約にいう証券口座には，こ

の条約が第四条第 l項の規定に基づいて発効する前に開設された証券口座を含

む。

＠） 口座管理契約にこの条約に関する明示の言及がない場合には，締約国の裁判所

は，第四条に基づいてこの条約がその国に対して発効する前に締結された口座管

理契約に関して第4条第 l項を適用するときに，第3項及び第4項を適用しなけ

ればならない。締約国は，署名，批准，受諾，承認又は加入の時において，「裁

判所は，第四条第 1項に基づくこの条約の発効後で，かつ，第 19条第2項に基

づいてこの条約がその固に対して発効する前に締結された口座管理契約について

は，第3項及び第4項を適用しではならない」旨の宣言をすることができる。締
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but before the entry into force of廿山 Conventionfor that State in accordance with Ar-

tide 19 (2). If the Contrac也igState is a M叫佐山由 State,it may make such a declara-

tion with respect to any of its territorial units. 

3. Any e却 ressterms of an account agreement which would have the effect, under the 

rules of the State whose law governs that agreement, that the law in force in a particu-

lar State, or a territorial山首tof a particular Multi-unit State, applies to any of the issues 

specified in Article 2 ( 1) , shall have位leeffect that such law governs all the issues speci-

fied in Article 2 ( 1) , provided that the relevant intermediary had, at仕letime the agree-

ment was entered into, an office in that State which satisfied the condition specified凪

the second sentence of Article 4 ( 1) . A Contracting State may, at the time of s単lature,

ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration白紙itscourts shall 

not apply this p釘 ・agraphwith respect to an account agreement described in this para-

graph in which the pa此ieshave expressly agreed that出esecurities account is main-

tained in a di丘erentState. If the Contracting State is a Multi-unit State, it may make 

such a declaration with respect to釦 yof its territorial units. 

4. If the p訂 tiesto an account agreement, other吐凶nan agreement to which par唱raph

(3)applies, have唱reedthat the securities account is maintained in a pa此ic叫訂 State,

or a territorial unit of a particular Multi-unit State, the law in force加 thatState or ter-

ritorial削 tis the law applicable to all the issues specified in Article 2 ( 1) , provided that 

the relevant intermediary had, at the time the agreement was entered into, an o節目 in

出atState which satisfied the condition specified in the second sentence of Article 4 

(1). Such an唱reementmay be express or加plied仕om出eterms of the contract con-

sideredぉ awhole or企omthe s凹roundingcircumstances. 

CHAPTER V -FINAL CLAUSES 

Article 17 S伊zαture,r，αt併cα加代前ceptαηce.，α:pprovαlor access勿n

1. This Convention shall be open for signature by all States. 

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory 

States. 

3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time. 

4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be depos-
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約国が「地域的に法律を異にする国」である場合には，当該国は，その地域のう

ちのいくつかについて，その宣言をすることができる。

(3) 口座管理契約を規律する法律の所属国の法準則により，特定の国又は特定の

「地域的に法律を異にする国Jの一地域において効力を有する法律を第2条第 l項

に掲げる事項のいずれかの準拠法とする効果を持つ口座管理契約の明示の文言は，

その関連口座管理機関が，その契約が締結された時において，第4条第 l項第2
文に掲げる条件を充たす事務所を当該圏内に有する場合に限り，その合意した法

律を第2条第1項に掲げるすべての事項の準拠法とする効力を持つ。締約国は，

署名，批准，受諾，承認又は加入の時において，［裁判所は，当事者が口座管理

契約中に他国において証券口座を管理する旨を明示していた場合には，この項に

定められた口座管理契約に対して，この項の規定を適用しではならない」旨の宣

言をすることができる。締約国が「地域的に法律を異にする国jである場合には，

当該国は，その地域のうちのいくつかについて，その宣言をすることができる。

(4) 第3項の適用を受ける契約以外の口座管理契約の当事者が，特定の園又は特定

の「地域的に法律を異にする国」の一地域において証券口座を管理する旨の合意

をしていた場合には，その契約が締結された時において，当該関連口座管理機関

が第4条第 1項第2文に掲げる条件を充たす事務所をその圏内に有するときに限

り，当該国又は当該地域において効力を有する法律が，第2条第l項に掲げるす

べての事項に適用される。その合意は，明示されたものであるか，契約の文言の

全体的考慮又は周囲の状況から黙示されたものであるかを問わない。

第5章量終規定

第17条署名，批准，受諾，承認又は加入

(1) この条約は，すべての国による署名のために開放しておくものとする。

ω この条約は，署名国により批准され，受諾され又は承認されなければならない。

(3) 非署名国は，いつでもこの条約に加入することができる。

(4) 批准書，受諾書，承認書又は加入書は，この条約の寄託者であるオランダ外務



282 国際私法年報第5号（2003)

ited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, Depositary 

of this Convention. 

Article 18 Regioηαl Economic IntegratioηOrgα.nisαtめηs

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign 

States and has competence over certain matters governed by this Convention may sir凶ー

larly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Inte-

gration Organisation shall in出atC鎚 ehave the rights and obligations of a Contracting 

State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by 

出 sConvention. Where the number of Contracting States is relevant in this Conven-

tion, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting 

State in addition to its Member States which are Contracting States. 

2. 百leRegional Economic Integration Organisation sha且， atthe t卸leof s泡nature,ac-

ceptance, approval or accession, notify the Depositary in w討出gspeciかingthe matters 

governed by仕lisConvention in respect of which competence has been transferred to 

that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisa-

tion shall promptly not町役leDepositary in w討位igof any changes to the distribution of 

competence specified in the notice in accordance with仕lisparagraph and any new 

transfer of competence. 

3. Any reference to a“Contrac出igState”or“Contracting States”in出isConvention 

applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so 

req山res.

Article 19 E叫ry伽toforce 

1. This Convention shall enter into force on the fir宮tday of the month following the ex-

piration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, accep-

tance, approval or accession referred to in Article 17. 

2. Thereafter this Convention shall enter into force -

α） for each State or Regional Economic Integration Organisation referred to in Article 

18 subsequently ratifying, accep出ig,appro吋ngor acceding to it, on仕lefirst day of the 

month following the expiration of three months aft疋rthe deposit of its instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession; 

b) for a territorial山首tto which this Convention has been ex土endedin accord釦 ce
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省に寄託する。

第四条地域経済統合組織

(1) 主権国家によって創設され，かつ，この条約が定める一定の事項につき権限を

有する地域経済統合組織は，同様にこの条約に署名し，かつ，この条約を受諾，

承認又は加入することができるものとする。その場合，地域経済統合組織は，そ

の組織がこの条約が定める事項につき権限を有する限りにおいて，締約国として

の権利及び義務を有する。この条約につき締約国の数が関係する場合，地域経済

統合組織は締約国である構成国の数に加えて締約国として数えられるものではな

し、。

(2) 地域経済統合組織は，署名，受諾，承認又は加入の時において，寄託者に対し，

この条約が定める事項で構成田がその組織に権限を移譲したものを明示した書面

を通知しなければならない。地域経済統合組織は，この項に基づく通知に明示さ

れた権限の分配の変更及ぴ権限の新たな移譲があった場合には，その旨を記載し

た書面を速やかに寄託者に通知するものとする。

(3) この条約で締約国と引用されている場合，文脈がそう求める場合には，地域経

済統合組織にも同様に適用されるものとする。

第 19条発効

(1) この条約は，第 17条の批准書，受諾書，承認書又は加入書のうち三番目に寄

託されるものの寄託の後3箇月の期聞が満了する月の翌月の初日に効力を生ずる。

＠） その後，この条約は，以下に掲げる日に効力を生ずる。

(a）後にこの条約を批准し，受諾し，承認し，又は加入する国又は第 18条に規

定する地域経済統合組織については，その批准書，受諾書，承認書又は加入書

の寄託の後3箇月の期間が満了する月の翌月の初日

（ω 第20条第 l項の宣言によりこの条約を適用する地域については，その宣言の
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with Article 20 ( 1) , on the first day of the month following the e却 irationof three 

months after the notification of the declaration referred to in that Article. 

Article 20 Multi-unit Stαtes 

1. A M叫ti－凶tState may, at the time of s泡nature,ra由 cation,acceptance, appro叫

or accession, make a declaration that仕出 Conventionshall extend to all its territorial 

units or only to one or mor巴ofthem. 

2. Any such declaration shall state expressly the territorial山首tsto which位tisConven-

tion applies. 

3. If a State makes no declaration under paragraph ( 1), this Convention extends to all 

territorial units of that State. 

Article 21 Rese開 αtions

No reservation to位tisConvention shall be permitted. 

Article 22 Deelαrαtions 

For the purposes of Articles 1 (5), 12 (3）叩d(4),16(2)and(3)and 20-

α） any declaration shall be notified in writing to the Depositary; 

b）叩yContracting State may modi里ya declaration by submit山lga new declaration at 

anytime; 

c) any Contract泊gState may withdraw a declaration at any time; 

d) any declaration made at the泊neof s泡nature,ra曲目tion,acceptance, approval or 

accession shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention 

for the State concerned；叩ydeclaration made at a subsequent time and any new decla-

ration shall take effect on the first day of the mon仕lfollowing the expiration of three 

months after the date on which世teDepositary made the notification in accordance 

wi位tA比icle24; 

e) a withdrawal of a declaration shall take effect on the first day of the month follow-

泊gthe expiration of six months a此erthe date on which the Depositary made the noti-

fication in accordance with Article 24. 
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通知の後3箇月の期間が満了する月の翌月の初日

第20条 「地域的に法律を異にする国J

(1) 「地域的に法律を異にする国jは，署名，批准，受諾，承認又は加入の時に，こ

の条約をその地域の全部又は一部のみに適用することを宣言することができるも

のとする。

(2) このような宣言には，この条約を適用する地域を明示する。

＠） 第1項による宣言をしない国については，この条約は，その国の全地域に適用

する。

第21条留保

この条約に対するいかなる留保も，認められない。

第22条宣言

第l条第5項，第 12条第3項及び第4項，第 16条第2項及ぴ第3項並びに第20

条の適用上，

(a) 宣言は，書面によって寄託者に通知されなければならない。

(b) いずれの締約国も，新たな宣言を行うことにより，いつでも宣言を変更する

ことができる。

い） いずれの締約国も，いつでも宣言を撤回することができる。

俗） 署名，批准，受諾，承認又は加入の時に行われた宣言は，その宣言を行った

国についてこの条約が発効すると同時に効力が生じる。その後に行われた宣言

及ぴ新たな宣言については，寄託者が第24条に基づいて通知を行った日の後3

箇月の期間が満了する月の翌月の初日に効力を生ずる。

(e) 宣言の撤回は，寄託者が第24条に基づいて通知を行った日の後6箇月の期間

が満了する月の翌月の初日に効力を生ずる。
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Article 23 Denunciαt初旬

1. A Contracting State may denounce this Convention by a notification in writing to 

the Depositary.’The denunciation may be limited to certain territorial UI世sof a Multi・

unit State to which this Convention applies. 

2. 官官 denunciationshall tak巴effecton the first day of the month folio叫ng位1eexpi-

ration of twelve months a丘町thedate on which the notification is received by the De-

positary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the 

notification，仕1edenunciation shall take effect upon the expiration of such longer pe-

riod after the date on which白enotification is received by the Depositary. 

Article 24 Notifications by the D叩 osit，α叩

引leDepositary shall not町 theMembers of the Hague Conference on Private Interna-

tional Law, and other States and Regional Economic Integration Organisations which 

have signed, ratified, accepted, approved or acceded in accordance with Articles 17 and 

18, of the following -

α） the signatures and ratifications, acceptances, approvals and accessions 児島町edto 

in Articles 17 and 18; 

b) the date on which位lisConvention enters into force泊 accordancewith Article 19; 

c) the decl紅ationsand withdrawals of declarations referred to in Article 22; 

d) the notifications referred to in Article 18 (2); 

e) the denunciations referred to泊 Article23. 

In witness whereof the undersigned, being d凶yauthorised thereto, have signed this 

Convention. 

Done at The H唱ue,on the …day of …20日.， in the English and French languages, 

both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the ar-

chives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified 

copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of位leMember States of the 

Hague Conference on Private International Law as of血edate of its Nineteenth Session 

and to each State which participated加 thatSession. 
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第23条廃棄

(1) 締約国は，寄託者にあてた書面による通知をすることにより，この条約を廃棄

することができる。撤回は，この条約が適用される「地域的に法律を異にする国J
のうち特定の地域に限定して行うことができる。

(2) 廃棄は，寄託者が通知を受領した日の後12箇月の期聞が満了する月の翌月の初

日に効力を生ずる。通知が廃棄の効力発生時期につきこれより長い期間を定めて

いるときは，寄託者が通知を受領した日の後その長い期聞が満了することにより

効力を生ずる。

第24条寄託者による通知

寄託者は，ヘーグ国際私法会議の構成田並びに第 17条及び第 18条に基づいて署

名，批准，受諾，承認又は加入した他の国及び地域経済統合組織に対し，次の事項

を通知する。

(a) 第 17条及び第 18条の署名，批准，受諾，承認並びに加入

（ω この条約が第四条に基づいて効力を生ずる日

（。 第22条の宣言及び宣言の撤回

(d）第四条第2項の通知

（め前条の廃棄

以上の証拠として，下名は，正当に委任を受けてこの条約に署名した。

20・・・H ・年H ・H ・月……日にへーグで，等しく正文である英語及びフランス語により

本書一通を作成した。本書は，オランダ王国政府に寄託するものとし，その認証謄

本は，外交上の経路を通じて，へーグ国際私法会議の第 19会期の時の各構成国及び

同会期に参加した国に送付する。


