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After more than a year of anticipation, the U.S. 

Department of the Treasury (“Treasury”) has released 

proposed regulations to implement the Foreign 

Investment Risk Review Modernization Act 

(FIRRMA). These proposed regulations follow an 

initial round of FIRRMA-implementing regulations 

issued in October 2018, which most notably included 

the Committee on Foreign Investment in the United 

States (CFIUS) critical technologies pilot program 

imposing mandatory CFIUS filing requirements on 

certain foreign investments in U.S. technology and life 

sciences companies. 

外国投資リスク審査現代化法（Foreign Investment Risk 

Review Modernization Act）（以下「FIRRMA」といいます。）

の成立から 1年以上が経過した今般、ようやく、米財務省

（以下「財務省」といいます。）から同法の実施に関する規則

案（以下「本規則案」といいます。）が公表されました。2018

年 10月には FIRRMAの先行施行規則が出されており、同

施行規則の最も特筆すべき点は、重要技術（critical 

technology）を扱う米国のテクノロジー企業及びライフサイ

エンス企業に対する特定の外国投資について、対米外国投

資委員会（Committee on Foreign Investment in the 

United States）（以下「CFIUS」といいます。）に対する届出

を義務付けた CFIUSのパイロットプログラムが盛り込まれ

ていることでした。この施行規則に続いて公表されたのが、

上記の本規則案です。 

The draft regulations propose long-awaited answers 

to questions about how Treasury and the other 

CFIUS member agencies will conduct national 

security reviews of foreign investment under the 

“modernized” FIRRMA construct, and would amend 

and restate in entirety the existing rules at Part 800 of 

the Treasury Regulations. As with the October 2018 

regulations, the new proposed rules include changes 

that will fundamentally alter how foreign investors and 

U.S. businesses approach mergers and acquisitions, 

equity investments, and real estate transactions going 

forward. In other ways, the new rules formalize 

practices that CFIUS has adopted over time to 

address the current national security and international 

trade policy environment. 

本規則案では、財務省その他の CFIUSの委員である各省

庁が、「現代化」された FIRRMA体制の下でどのように外国

投資に関する国家安全保障上の審査を行うのか、また財務

省規則（Treasury Regulations）の Part 800における既存

の規則全体をどのように改正し、修正するのかという問題に

ついて回答が示されています。また、本規則案には、2018

年 10月の先行施行規則と同じく、外国投資家や米国事業

者（U.S. business）が合併・買収（M&A）、株式投資及び不

動産取引に対して今後どうアプローチするかに根本的な影

響を与えることとなる変更点が盛り込まれています。このほ

か、国家安全保障及び国際通商政策の現状に対応するべ

く、CFIUSが長らく採用してきた実務上の運用が新規則の

下では正式に制度化されています。 

This piece — highlighting some of the key takeaways 

from the sweeping proposal — is the first in a series 

本稿では、全 4部構成のクライアントアラートの第 1部とし

て、広範な内容からなる本規則案に関して押さえるべき重要
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of four client alerts. The next three will address in 

more detail the proposed regulations’ treatment of: 

(1) real estate transactions; (2) transactions involving 

U.S. businesses relating to critical technologies, 

critical infrastructure, and sensitive personal data; and 

(3) the type and composition of foreign investors. 

な点をいくつか取り上げます。なお、残りの 3部では、(1)不

動産取引、(2)重要技術、重要インフラ及びセンシティブな個

人情報を扱う米国事業者が当事者となる取引、並びに(3)外

国投資家の種類及び構成に関する本規則案上の取扱いの

詳細を、順次説明する予定です。 

Our key takeaways from the proposed CFIUS 

regulations are: 

本規則案に関して抑えるべき重要点は、以下のとおりです。 

 Expanded Review of U.S. Technology, 

Infrastructure, and Data-Related Companies: 

One of the key aspects of FIRRMA was the 

expansion of CFIUS’s jurisdiction to review 

certain non-controlling foreign investments in 

U.S. businesses that involve critical 

technologies, critical infrastructure, and 

sensitive personal data. The critical 

technologies pilot program was the first step in 

implementing this change. 

 米国のテクノロジー企業、インフラ企業及びデータ関

連企業に対する審査範囲の拡大  FIRRMAの重要

な側面の一つとして、CFIUSの審査対象の範囲が拡

大し、重要技術、重要インフラ及びセンシティブな個人

情報を扱う米国事業者への非支配的（non-

controlling）な外国投資のうち、一定の要件を満たす

ものについてもCFIUSの審査権限が及ぶこととなった

という点が挙げられます。そして、審査範囲を拡大す

るための最初のステップとして、「重要技術に関する

パイロットプログラム」が実施されてきました。 

o The proposed rules expand many of the 

pilot program’s concepts to U.S. businesses 

performing critical infrastructure 

functions — which include more modern 

security concerns, such as internet protocol 

networks and exchange points, data 

centers, and core processing services for 

federal financial institutions — and collecting 

sensitive personal data pertaining to U.S. 

citizens. 

o 本規則案は、パイロットプログラムで用いられた

概念の多くについて、重要インフラ機能（IPネット

ワーク及びIXP、データセンター並びに連邦政府

機関向けの中核的な処理サービス等のより現代

的な安全保障に関する事業活動を含みます。）を

担う米国企業や、米国民に関連するセンシティブ

な個人情報を収集する米国企業にまで、その適

用範囲を拡大しています。 

o As with the pilot program, investors and U.S. 

companies will need to determine not only 

whether a target company falls within the 

definition of a “Technology, Infrastructure, 

and Data” (TID) U.S. business, but also 

whether the transaction will afford the 

foreign investor certain key rights, such as 

access to “material nonpublic technical 

information,” board membership or observer 

rights, or involvement in substantive 

decisionmaking regarding these TID assets.   

o パイロットプログラムと同様、投資家や米国企業

は、対象会社が「技術、インフラ及びデータ（以下

「TID」といいます。）」を扱う米国事業者という定

義に当てはまるか否かのみならず、実施を検討し

ている取引を行うことによって、「重要な非公開の

技術情報（material nonpublic technical 

information）」へのアクセス権、取締役会の構成

員若しくはオブザーバーとなる権利、又はTID関

連資産に関する実質的な意思決定（substantive 

decisionmaking）への関与等の一定の重要な権

利が外国投資家に与えられることになるか否かも

判断する必要があります。 

o Notably, the new rules for TID U.S. 

businesses do not yet include any 

mandatory filing requirements similar to the 

current requirements of the critical 

technologies pilot program, unless there will 

o 他方で、特筆すべきなのは、米国のTID取扱事業

者に適用される新たな規則は、現在の「重要技術

に関するパイロットプログラム」において課される

ような強制的な届出義務を課していないということ

です。ただし、外国政府が実質的な持分

https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
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be substantial foreign government 

ownership (see below). 

（substantial interest）を取得することとなる場合

（下記参照）はこの限りではありません。 

o The proposed regulations do not modify the 

critical technologies pilot program 

regulations contained in Part 801 of the 

Treasury Regulations. These remain in 

effect, including the mandatory filing 

requirement for specified transactions, at 

least until Treasury issues the final CFIUS 

rules by February 2020. 

o なお、新規則案は、財務省規則のPart 801に定

められた「重要技術に関するパイロットプログラ

ム」の規則を変更するものではありません。これら

の規則は、特定の取引に適用される強制的な届

出義務を含め、2020年2月ころまでに財務省が

CFIUS規則の最終版を公表する時点まで有効に

存続します。 

 New Review Regime for Real Estate 

Transactions: The proposed rules include a 

new Part 802 to the Treasury Regulations 

governing CFIUS reviews of “covered real 

estate transactions,” including leases and the 

purchase of undeveloped land, which had 

previously been excluded from CFIUS’s 

jurisdiction under the “greenfield” exception. 

 不動産取引に関する新たな審査制度  本規則案で

は、財務省規則に新たにPart 802が設けられました。

ここでは、従来は「グリーンフィールド投資（greenfield 

investment）」に対する適用除外によりCFIUSの審査

権限の対象外とされていた未開発地の賃貸借及び売

買を含む一定の不動産取引（「対象不動産取引

（covered real estate transaction）」）についての

CFIUSの審査に関する規定が盛り込まれています。 

o This review regime would apply to “covered 

real estate,” defined as real estate (1) in an 

airport or maritime port, (2) in close 

proximity (one mile) to certain military and 

government facilities, (3) within an extended 

range (up to 100 miles) of more sensitive 

facilities, (4) within certain counties and 

other geographic areas in the United States, 

or (5) within any part of certain additional 

military areas. The proposed rules include 

certain exceptions for property in urbanized 

areas, single housing units, and other 

acquisitions of interests in U.S. real estate. 

o この審査制度が適用される「対象不動産

（covered real estate）」とは、(1)空港若しくは港

湾内の不動産、(2)特定の軍用施設若しくは政府

関連施設に近接（1マイル以内）する不動産、(3)

より機密性の高い施設から一定の範囲内（100マ

イル以内）にある不動産、(4)米国内の特定の郡

その他の地区にある不動産、又は(5)上記のほか

特定の軍事エリア内にある不動産をいいます。な

お、都市部の不動産、一戸建てその他の米国不

動産の持分の取得については、一定の適用除外

が定められています。 

o There are potential exclusions from this 

review regime based on the property rights 

the foreign investor acquires. For example, if 

the foreign investor cannot physically 

access the property or exclude others from 

access, the transaction is potentially 

excluded from CFIUS’s jurisdiction. 

o 外国投資家が取得する財産権の内容によって

は、本審査制度の適用から除外される場合もあり

ます。例えば、外国投資家が不動産に物理的に

アクセスできない、又は他者によるアクセスを排

除することができないような場合には、当該取引

はCFIUSの審査権限の対象外となる可能性があ

ります。 

o The new rules for real estate transactions do 

not include any mandatory filing 

requirements at this point. 

o 本規則案では、不動産取引に関する強制的な届

出義務は現時点では定められていません。 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-24/pdf/2019-20100.pdf?utm_source=federalregister.gov&utm_medium=email&utm_campaign=subscription+mailing+list
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-24/pdf/2019-20100.pdf?utm_source=federalregister.gov&utm_medium=email&utm_campaign=subscription+mailing+list
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 Different Rules for Different Types of 

Foreign Investors: 

 外国投資家の類型に応じた異なる規則の適用 

o Mandatory Filings for Foreign 

Government Transactions: The proposed 

rules include a mandatory declaration 

requirement for transactions in which a 

foreign government holds a “substantial 

interest” in the foreign investor, and the 

foreign investor in turn obtains a “substantial 

interest” in a TID U.S. business. This rule 

applies when the foreign investor is 

acquiring a 25% or greater voting interest in 

the TID U.S. business, and a foreign 

government has a 49% or greater voting 

interest in the foreign investor. Because the 

relevant interest thresholds include both 

direct and indirect interests, these rules will 

impact a broad range of investments 

involving state-owned enterprises, sovereign 

wealth funds, and similar entities. 

o 外国政府が関係する取引に関する届出の義務化  

本規則案では、外国政府が外国投資家の「実質

的な持分」を有しており、その外国投資家が米国

のTID取扱事業者の「実質的な持分」を取得する

こととなる取引について、届出を義務化することが

予定されています。具体的には、外国投資家が米

国のTID取扱事業者の議決権の25%以上を取得

することとなり、かつ、外国政府が当該外国投資

家の議決権の49%以上を保有している場合に本

規則が適用されます。この保有割合に関する基

準には直接保有と間接保有の双方が含まれるた

め、当該規則は、国有企業、ソブリン・ウェルス・フ

ァンドその他これらに類する事業体が関与する投

資案件に幅広く影響を及ぼすことになります。 

o “White List” Investors: Conversely, the 

new rules include the concept of “excepted 

foreign states,” and “excepted investors” 

with sufficient ties to such foreign states. 

Excepted investors are excluded from 

CFIUS’s expanded jurisdiction over non-

controlling investments in the TID U.S. 

businesses discussed above. The rules do 

not specifically list these excepted foreign 

states, but rather establish a process 

through which these states will be identified 

at a later date by the CFIUS chairperson, 

with the agreement of two-thirds of the 

voting CFIUS members. The proposed rules 

also include numerous additional criteria 

that an investor must meet to become an 

“excepted investor,” making this exception 

narrower than many may have hoped. 

o 「ホワイトリスト」認定投資家  他方、本規則案で

は、「適用除外外国政府（excepted foreign 

states）」、及び当該政府との結びつきの強い「適

用除外投資家（excepted investors）」という類型

が新たに設けられています。適用除外投資家は、

上述した米国のTID取扱事業者への非支配的投

資へと拡大されたCFIUSの審査権限の対象から

除外されます。本規則案は、適用除外外国政府

を具体的に列挙するのではなく、対象となる外国

政府を決定するための手続を定めるもので、対象

となる外国政府は、今後、議決権を有するCFIUS

の委員のうち3分の2以上の同意を得てCFIUS委

員長が決定します。また、本規則案には、投資家

が「適用除外投資家」に認定されるために満たす

べき基準が複数定められており、認定される投資

家の範囲は期待されていたよりも狭くなる見通し

です。 

o Investment Fund Clarifications: The 

proposed regulations also include additional 

clarifications for how indirect investments by 

foreign persons through investment funds 

will be treated under the new rules. These 

clarifications mirror the investment fund 

provisions of the CFIUS pilot program. 

o 投資ファンドの取扱いの明確化  本規則案で

は、投資ファンドを介した外国人による間接投資

が新たなルールのものでどのように取り扱われる

かについてもより明確に定められています。こうし

た明確化は、CFIUSパイロットプログラムの投資

ファンドに関する規定を反映したものです。 
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 Abbreviated Declarations for All Covered 

Transactions: The new rules allow parties to all 

transactions with CFIUS’s review jurisdiction to 

submit a short-form “declaration” filing instead of 

a full written notice. Declarations also come with 

an abbreviated 30-day review period, as 

opposed to the minimum 45-day review period 

associated with full written notices. The 

declaration process has been available since 

November 2018 for filings under the critical 

technologies pilot program. Although public 

statistics are not available, it appears from 

anecdotal evidence that, under the pilot 

program, few parties have been able to obtain 

CFIUS clearance of a transaction based on the 

declaration process alone. It remains to be seen 

whether this trend will continue once the new 

rules take effect, as CFIUS would, in theory, be 

more amenable to clear transactions not 

involving U.S. TID businesses based on the 

short-form declaration.   

 全ての対象取引について利用可能な簡易型の「申

告」手続  本規則案では、CFIUSの審査対象となる

全ての取引の当事者に、完全な届出書面ではなく、簡

易版の「申告書（declaration）」の提出を認めていま

す。また、完全版の届出書面の場合には審査期間は

最低45日間と定められているのに対し、申告書による

場合には審査期間は30日間に短縮されます。「重要

技術に関するパイロットプログラム」に基づく届出につ

いては、2018年11月から申告書による手続が利用可

能となっています。公表された統計値はありません

が、事例を検証したところ、パイロットプログラムに基

づき申告書による手続を行った取引当事者のうち、申

告書の提出のみでCFIUSからのクリアランスを得るこ

とができたケースはほとんど存在しないものとみられ

ます。CFIUSは今後、米国のTID取扱事業者が関与

しない取引については、原則的には簡易版申告書の

提出のみをもって取引を許可していく方向に向かうと

考えられ、新たな規則の施行後にも現在のような傾向

が続くかについては今後の動向を見守る必要があり

ます。 

 New Regulations Will Not Have Retroactive 

Effect: The new regulations will not be 

applicable to a transaction in which one of the 

following occurred prior to the effective date of 

the final regulations: (i) the transaction closed, 

(ii) the parties executed a binding agreement 

establishing the material terms of the 

transaction, or (iii) a public offer or proxy 

solicitation has been made. Such transactions 

would be subject to CFIUS’s existing regulations 

and jurisdictional coverage. 

 新規則の効力の不遡及  規則の最終版の施行日よ

り前に次のうちのいずれかが発生している取引には、

新たな規則は適用されません。(i)取引が完了した場

合、(ii)取引の重要条件を定めた法的拘束力のある契

約を当事者が締結済みである場合、又は(iii)公開買

付け又は委任状による勧誘が既に行われている場

合。上記のいずれかに該当する取引には、現行の

CFIUSの規則及び審査権限が適用されます。 

 Opportunity for Public Comment: The 

proposed rules are not yet in effect; rather, they 

are open for public comment through October 

17, 2019. Senior Treasury officials will also host 

two public teleconference briefings on 

September 27, 2019, to provide an overview of 

the proposed rules and answer questions. After 

this “notice and comment” period, Treasury will 

develop and publish final rules expected to take 

effect by February 2020. 

 パブリックコメント応募の機会  本規則案はまだ施行

されておらず、2019年10月17日までパブリックコメン

トが募集されています。また、2019年9月27日には、

財務省高官が公開電話会議によるブリーフィングを二

度実施し、本規則案の概要の説明や質疑応答を行い

ました。この「告知及びコメント募集（notice and 

comment）」期間の経過後、財務省は本規則案につ

いて詰めの作業を行い、2020年2月までに当該規則

の最終版を公布する予定です。 

In the coming days, MoFo will publish additional 

articles providing deeper dives and practical guidance 

for clients on the issues above. We will also continue 

to provide updates as these proposed CFIUS 

上記でご紹介した様々な点について、クライアントの皆さま

により深く、かつより実践的な指針をご提供するため、近日

中に追加の記事をお届けする予定です。そのほかにも、

CFIUS規則案の最終確定に向けた作業の進捗に応じて、

https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
https://www.mofo.com/resources/publications/181012-cfius-pilot-program.html
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius
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regulations are finalized, and as accompanying 

regulations are released, including the Department of 

Commerce’s regulations implementing the Export 

Control Reform Act of 2018. 

また、米商務省による 2018年米国輸出管理改革法の施行

規則等、関連規則の公布に合わせて、引き続き最新情報を

提供していく方針です。 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過

去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きた

い全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリ

ソン･フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結

果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となる

べく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しく

は、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）をご覧くださ

い。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案

に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的

な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結

果が今後も同様に当てはまることが保証されているものでは

ありません。 
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