
focus

• リース会社および事業の一環として機

器の利用を提供するその他企業: 上記

と同様、今後の作業を把握すべきで

す。リースおよびその他の商品の利用

を提供する契約は担保権と見なされま

す。これらはサービスの一部として機

器を提供する取決め（例えば、ケーブ

ルテレビまたは衛星テレビの会社が顧

客に通信機器を提供する場合）を含み

ます。

• 証券化機関と債権買取業者: 一部の債

権譲渡は担保権とみなされ、登記が必

要となる可能性があります。また、そ

の影響を把握する必要もでてきます。

• 資源、製造、小売および貿易会社: 動

産を取得・処分する上で依拠すべき標

準契約条項を、特に所有権留保の条項

（retention of title clause）に焦

点を絞って検証すべきです。多くの場

合、これらは（定義上）担保権とな

り、貴社の権利と優先権に影響が及ぶ

可能性があります。

ビジネスへの影響

• 上院委員会は同法案には更なる作業が

必要と考えましたが、2011年5月の施

行はそのまま予定通りのようです。

これはまだずっと先の話に聞こえます

が、ニュージーランドでの経験が示す

ように時間は十分とは言えませんの

で、今から準備に取り掛かるべきでし

ょう。

• 銀行およびその他金融セクター: 同法

案が影響を及ぼす範囲と今後なすべき

作業を洗い出すべく行内（社内）の

ポートフォリオ全体にわたる金融商品

と取引の調査をすぐに開始するべきで

す。次に、行内（社内）の規則、手続

き、システム、および標準書式の見直

しにとりかかるべきですが、おそら

く、それらを再構築する必要が出てく

るでしょう。また、既存取引への影響

について評価することも必要です。

フォーカス: 動産担保改革

2009年9月1日

ディッコン・ロクストン（パートナー弁護士）

キャサリン・パー（パートナー弁護士）

上院委員会はオーストラリアの金融および商業上の法律と手続きを大幅に変更する

2009年動産担保法案（Personal Property Securities Bill 2009）に関する報告書を

発表しました。



法案は上院委員会により審議されまし

た。アレンズ アーサー ロビンソン法律

事務所は、ブレーク・ドーソン法律事務

所、マリソンズ・スティーブン・ジャッ

クス法律事務所およびフリーヒルズ法律

事務所と再び連携し、共同の意見書を同

委員会へ提出しました。

同委員会は2009年8月20日に報告書を出

し、与野党は同法案についての更なる

作業を勧告しました。与党の労働党は

2009年9月30日以前に提出された意見書

を考慮に入れ、検討が行われるべきであ

るという見解を示しました。労働党は、

同法案が（州の権限委譲の法律であるた

め）そのままの形で通過されるべきであ

るが、問題点の修正を織り込んだ改正法

を続けて出すべきであると主張しまし

た。このような改正法は柱となる法案と

同時に効力を発することになります。野

党の自由党は、特に農家と中小企業への

影響に鑑み、法案そのものが見直される

べきだという見方を取りました。

いくつかの重要なポイント

当事務所は以前のClient Update にて同

法案の多くの特徴を挙げました。注意す

べきいくつかの主要なポイントは以下の

通りです。

• 同法案は動産における「担保権

（security interests）」の法、なら

びに、例えば契約法および譲渡性とい

った、商事法務上のいくつかの点を抜

本的に変更します。
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• 建設およびその他請負業者: 元請およ

び下請契約者に対する貴社の権利、特

に現場搬入された商品、および支払い

に関する契約上の権利に対する影響を

考慮する必要があります。

• ジョイントベンチャー参加企業: クロ

ス担保（cross charge）のほか、合弁

事業契約書における債務不履行

（default）条項も検証すべきです。

• 借入企業（Borrower）: 担保設定制限

条項（negative pledge clause）を検

証すべきです。現行では担保権として

見なされない多くの取引が担保権とな

り、同条項に引っかかっる可能性があ

るためです。

• 契約当事者: 契約の交渉および作成に

際し、契約当事者が契約に基づく負債

金額を譲渡することをもはや制限でき

なくなる可能性があるという事実を考

慮に入れる必要があります。

今までの経緯と今後のスケ

ジュール
法案の進捗状況

同法案は議会へ提出されました。

同法案は各州から連邦に権限委譲する法

律を要します。このような法律は、ニュ

ーサウスウェールズ州議会を通過し、ビ

クトリア州でも導入されました。その権

限委譲の法律には、同法案が連邦議会に

提出されたままの形で示されています。
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• 同法案は担保権を定義するに際し、

実質優先主義をとります。しかし、

同法案はまた、商業委託、一定のリ

ースおよび寄託、ならびに一部の売

掛金譲渡を、支払い債務を担保しな

い場合でも担保権であるとみなしま

す。

• 場合によっては、資産に対する所有

権者が誰であるかは無関係となりま

す。

• 全国的に使いやすい電子登記制度が

導入される予定です。

• 担保権が第三者に対して行使可能で

あること、また会社清算時に有効で

あることを確実にするためには、対

抗要件の具備（perfection）が必要

です。それは登記、占有または(一

部の金融資産の場合)支配

（control）により可能です。

• 優先権、および担保権なしに制約さ

れずに資産を譲渡できる場合に関す

る規則は複雑です。

• 全資産担保（all assets charges）は

今後も可能です。しかし、担保権者が

資産に対する優先権または担保を失う

場合の例は今までよりはるかに多くな

ります。資産を購入または資産に対し

て担保権を設定しようとする当事者が

既にある担保権について知っている場

合でさえもです。（これに関する更な

るコメントについては、私共が政府に

対して提出した意見書の添付書類をご

参照ください)。これは、現在の立場

を大幅に弱めるものであり、担保権者

は自己の立場を守るため追加措置を講

じる必要があります。

• 担保権実行のための規定がいくつか

ありますが、消費者物品（consumer 

property）の場合を除き、一般に契約

で適用除外とすることができます。現

状の法案にはいくつかの難点がありま

す。

更なる情報

動産担保改革に関連する更なる資料は 

http://www.ag.gov.au/pps をご参照下

さい。

アレンズ アーサー ロビンソン法律事務

所は、動産担保の新制度導入管理を管理

するための手続作りに向けクライアント

の皆様と緊密に連携を行っています。更

なる情報をお求めの場合は、以下の動産

担保チームのいずれかにお問合せくださ

い。

詳細は以下の弁護士にお問い合わせ下さい：

Diccon Loxton
Partner, Sydney
Ph: +61 2 9230 4791
Diccon.Loxton@aar.com.au  

Andrew Boxall
Partner, Sydney
Ph: +61 2 9230 4534
Andrew.Boxall@aar.com.au 

Catherine Parr
Partner, Sydney
Ph: +61 2 9230 4994
Catherine.Parr@aar.com.au

John Gallimore
Partner, Brisbane
Ph: +61 7 3334 3135
John.Gallimore@aar.com.au

Steve Pemberton
Partner, Melbourne
Ph: +61 3 9613 8826
Steve.Pemberton@aar.com.au 

Tim Lester (英語・日本語)
Partner, Perth
Ph: +61 8 9488 3841
Tim.Lester@aar.com.au 

Stephen Spargo
Partner, Melbourne
Ph: +61 3 9613 8861
Stephen.Spargo@aar.com.au 

本記事に関する日本語での一般的なお問い合

わせ：

浅香 龍吉

Lawyer, Melbourne
Ph: +61 3 9613 8114
Ryokichi.Asaka@aar.com.au 

当事務所の業務に関する一般的な日本語でのお

問い合わせ：

細野祥子

日本企業担当コーディネーター、Melbourne
Ph: +61 3 9613 8640
Shoko.Hosono@aar.com.au 


