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否か,審査を受けるため任意にCFIUSへの届

出を行うべきか否か,又は,CFIUSの 審査に

係るリスクを緩和すべく投資取引を構成する必

要があるか否かを検討しなければならない。

また同時に,今般の CFIUS規貝1の変更に伴

い,一部,適用除外となる新たな投資家グルー

プも存在する。これは,「 適用除外国 (excepted

foreign states)」 と結びつきの強い「ホワイト

リスト (whhe hst)」 認定投資家で,CFIUSへ
の届出義務及び一定の非支配的投資に対する

CFIUSの 審査権 限の拡大 をは じめ とす る

CFIUS新規則の最も重要な効力の適用を受け

ない。最初の適用除外国であるオーストラリア,

カナダ及び英国は,言 うまでもなく,防衛,軍
需産業,セ ンシティブなプログラム,情報共有

及び通商政策の分野で長年にわたり米国と深い

協力関係を築いてきた同国の友好同盟国である。

米国の対内直接投資の投資元国として英国及び

カナダに続く第三位の日本 (オ ーストラリアは

第十三位)2を 含め,米国の友好同阻田は, こ

のような事実を目の当たりにして,CFIUSの
「適用除外国」に認定されるためにはどのよう

な措置を講じる必要があるのか,ま た,今後数

年間でこれがどのように展開していくのかにつ

いて,情報を求めるようになっている。

最先端技術,注 目の産業,大量の個人データ

に関わる分野において,2020年 は米国外からの

米国企業への投資にとって厳しい年となったと

=iえ
るだろう。今年初め,米財務省から,一部

の外国投資の審査手続,並びに米国企業への対

内外国投資に関する国家安全保障上の懸念の特

定及び緩和を担う省庁間委員会である対米外国

投 資委 員会 (Comm■tee On Foreign lnves停

ment in the United States)(以 下「CFIUS」

という)の権限を「現代化する (mOdernize)」

ための新規則が公表された1。

2020年 2月 に発効したCFIUS新規則は2018

年外国投資リスク審査現代化法 (Fordgn ln―

vestment Risk Revie、v Wlodernization Act of

2018)(以下「FIRRMA」 という)を実施する

ものであるが,こ れにより,一部の取引に関す

るCFIUSに対する届出義務,一定の「非支配

的 (nOn_controllng)」 な投資及び不動産取引

の審介,法令道守達反に対する剖則強化,30万
ドルを上限とする届出費用等,こ れまでにな

かった (そ して多くのタト国投資家にとって)影
響の大きな要素が盛 り込まれることとなった。

その結果,従来 CFIUSについて気にかけたこ

ともなかった米国外の投資家も,今後は,取引

実行前にCFIUSの承認を求める必要があるか
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本稿では,適用除外国は外国投資の国家安全

保障上のリスクを分析し,米国と連携すること

を目的とする「強固な (rObust)」 外国投資審

査プロセスを採用していなければならないとい

う要件等,適用除外投資家の認定基準を巡る

CFIUS規則について詳しく見ていく。また
,

現在の適用除外国とその各投資審査プロセスに

ついて,ホ ワイトリスト国認定資格の維持に関

わるであろう先頃の変更点を含めて検討する。

最後に,最近の日本における対内直接投資審査

体制の変更及び今後日本が適用除外国に認定さ

れる見通しに関連するその他の状況について概

要を述べる。

I CFIUSに おける「適用除外投資家
(Excepted lnvestors)」 に関する規則

FIRRMA制 定以前,CFIUSの審査対象,す
なわち「対象取引 (covered transactton)」 は

外国人による米国事業の「支配 (control)」 に

つなが り得る取引に限定されていた。CFIUS
は米国の国家安全保障に対する対象取引のリス

クの評価において,当該外国人の国籍 (特に外

国政府とのつながり)を考慮してはいたものの
,

取引が「審査対象」であるか否かの判断に当該

外国人の国籍は影響しなかった。FIRRMA制
定後も「支配的な」取引は審査対象であり,当
該取引については,CFIUSに よる取引の審査

の可否に外国人の国籍は影響しない。

CFIUSは,FIRRMAを実施するための新規

則において,CFIUSの 審介対象を lttl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 (い わゆる「TID取扱米国事業

者 (TID U.S.businesses)」 )イこ関する一定の非

支配的な「対象投資 (covered investments)」

にまで拡大した3。 TID取扱米国事業者に対す

る投資の中にはCFIUSへ の届出義務が課され

ることになったものもあり,当事者は取引実行

の30日 前までにCFIUSに届出を行わなければ

ならない4。 また新規則はCFIUSに対し,未開

発地の購入やリースを含む「対象不動産取引

(covered real estate transactions)」 について
,

その不動産が米国の機密軍事施設や政府施設か

ら一定の距離にある場合にこれを審査する権限
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も与えている5。

この審査対象の拡大に関連して,HRRMA
はCFIUSに対し,外国人がいずれかの外国又

は外国政府とつながりがないか考慮した上で新

たな対象投資及び対象不動産取引の認定を一定

の外国人に制限する規則を策定するよう定めて

いる。FIRRMAは ,「ホワイトリスト」か「ブ

ラックリスト」かの別を含めリストを策定すべ

き旨を明確に定めてはいないが,CFIUSは 新

規則につき,限定的な「ホワイトリスト」を作

成するアプローチをとった。適用除外国に属す

る投資家のうち適格性を有するものは届出義務

の適用を免除されるが,その日の投資家の全て

が網縦的に免除されるものでは決してない。

適用除外投資家として認定されると,TID
取扱米国事業者及び不動産取引に関する規則の

適用が免除される。これにより,米国内へのセ

ンシティブな投資を増やそうとする場合には
,

適用除外投資家は非適用除外投資家よりも極め

て有利となる。ただし,下記で詳述するとおり,

適用除タト投資家の認定要件は複雑であり,少な

くとも現状では,認定の対象となるのは3つ の

適用除外国 (オ ーストラリア,カ ナダ及び英国)

の投資家のみである。

1 適用除外投資家であることのメリット

まず第一に,適用除外投資家は,TID取扱

米国事業者への非支配的な対象投資に関する

CFIUSの審介イl限の対象からも,対象不動産

取引にまで範囲が拡大された CFIUSの 審査オイl

限の対象からも除外される。言い換えれば,適
用除外投資家の取引は,FIRRMA制定前と同

じく,その取引が米国事業者の支配につながり

得る場合に限りCFIUSの審査対象となる。た

だし,CFIUS規則は「支配」を広義に定義し

ているため,適用除外投資家が全く束縛されな

いわけではない力S,FIRRMAが及ぼす最大級

の影響のいくつかを受けないことは確かである。

第二に,適用除外投資家は,CFIUSへの届

出義務を免除され,FIRRMA制定前にCFIUS
の審査対象の取引全てに適用されていた任意届

出制度の対象となる。現行規則上,米国におけ

る取引の当事者は,次の2つのシナリオにおい



て,取引実行の30日 前 までにCFIUSへの届出

義務を果たさなければならない。

(1)外国政府が490/0以 上の議決権を保有する

投資家が TID取扱米国事業者の議決権の

250/O以上を取得する場合。

(2)CFIUS規則6に 明記された27の 産業の 1

つ又は複数で使用されるか,当該産業に特

化 して設計された重要技術を生産又は開発

する米国事業者が関与する対象取引の場合。

(1)の シナリオにおいて,問題の外国政府が適

用除外国の政府である場合には,届 出義務は課

されない。このことは,外国投資家がそれ以外

のJ!由 で適用除外投資家の認定要件を沖iた さな

い場合も同様である。適用除外投資家は, lTl要

技術関連の米国企業が関与する(2)の シナリオに

おいても届出義務が免除される。

2 適用除外投資家の認定要件

適用除外投資家に認定されるためには,取引

の非米国当事者は,(1)適用除外国の国籍を有す

る外国人であって,適用除外国以外の国籍と二

重回籍を有しない者,(2)適用除外国の政府,又
は(3)自 らとその各親会社王について次の条件を

全て満たす事業者,の いずれかでなければなら

ない。

・設立地・主たる事業所 : 事業者は,米国

又は適用除外国の法に基づいて設立され ,

その主たる事業所を米国又は適用除外国に

布する者でなければならない。

・取締役会 : 取締役才|し くは統治機関の構

成員の750/O以 上,又は取締役会若 しくは統

治機関のオブザーバーの750/O以 上が,米国

民か,適用除外国の一つ又は複数の国籍を

有する (かつ,適用除外国以外の国籍を有

しない)者のいずれかであること。

・主要保有者・主要株主の国籍 : ある事業

者に係 る100/O以 上の議決権,10°/O以 上の

利益分配権又 は資産 (解 散時点)の 100/O

以上を個人又はグループとして保有する外

国人,又 はその他の方法で当該事業者 を

(CFIUS規則上)支配する外国人は,(i)適

用除外国である一国若 しくは複数国の国籍

のみをする者,(1)適用除外国の政府,又は
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t耐適用除外国の法に基づいて設立され,適
用除外国又は米国に主たる事業所を有する

外国事業者でなければならない。

・最低適用除外保有割合 : 非上場の事業者

又は米国外の適用除外国以外の証券取引所

に上場している事業者については,その議

決権,利益分配権又は資産 (解散時)に対

する権益の800/。 以上を,外国人ではない者,

又は前項目の(i光 (1)若 しくは(苗)の いずれか

に該当する者が個別に又は全体として保有

している必要がある。米国又は適用除外国

の証券取引所に上場している事業者につい

ては,最低適用除外保布割合が50%超であ

ることが唯―の条件である。

ある取引の実行から少なくとも3年間,適用

除外投資家は,当該取引に関する適用除外投資

家の資格を維持するために,設立地・国籍,主
たる事業所及び取締役会に関する上記の要件を

引き続き満たすとともに,適用されるCFIUS

規則を連守しなければならない。また,投資家 ,

その親会社,及びその投資家を親会社とする事

業者のいずれも,取引の重要条件を定める契約

の締結時点で,米商務省の未検証エンドユー

ザーリスト(Unverided List)又 はエンティティ

リスト (Endty List)に 掲載されていてはなら

ない。

適用除外投資家要件のもうひとつの重要な要

素は,米国の法規 (適用されるCFIUS規則を

含む)の連守についての過去の実績である。共

体的には,次のいずれかに該当した勤合,投資

家は適用除外投資家の資格を5年間失う。

・CFIUSへ の届出において重大な虚偽記載

や記載漏れがあったか,CFIUSに 対 して

虚偽の証明がなされた旨の通知,又 は

CFIUSの軽減合意,条件若 しくは命令の

重要条項に違反した旨の通知書をCFIUS

から受け取った場合。

・取引の禁止又は不承認についての大統領令

の対象となった場合。

・米国の制裁法の違反について罰金を科され

たか,和解契約を締結した場合。

・輸出禁止通知書を米国務省国防貿易管理課

から受け取った場合。
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・米国輸出管理法の違反に関する米商務省の

最終命令の発出先又は当事者となった場

合。

・米エネルギー省から,原子力法 (Atomic

Energy Act)の 違反について罰金を科す

という最終決定を受けた場合。

・米国における重罪について,有罪判決を受

けたか,米司法省との間で訴追延期合意又

は非訴追合意を締結した場合。

3 適用除外国認定プロセス

CFIUS規則では,適用除外国認定基準とし

て2つの部分からなる要件を定めている。すな

わち,CFIUSは ,当 該田は,第一に「適格田

(ehgible foreign state)」 でなければならず,

その上で第二として米国との連携を含む強固な

外国対内投資審査体制を有しなければならない

としている。

2020年 2月 にCFIUS新規則が施行された時

点では, 2つの基準要件のうち最初のもののみ,

すなわち,CFIUSに よって「適格国」と認め

られるという基準のみ実施された。FIRRMA
とCFIUS規則のいずれにおいても,あ る国が

適格国に該当するか否かを判断するための具体

的な要件は定められていない。これは,米国政

府の「非公開の」プロセスである。とはいえ,

立法経緯, また,掲げられているFIRRMAの
目標や最初の適格国リストを見ると, この認定

にあたっては,国家安全保障及び外国投資上の

日標・H的や仕和[み ,そ して通商政策全般にお

いて米国と効果的に協力している米国の友好同

盟国を特定するプロセスがあるようである。

米財務省は,CFIUS新規則に関する解説の

なかで,CFIUSは ,オ ース トラリア,カ ナダ

及び英国が最初の適格国に選ばれたのは, これ

らの国が (ニ ュージーランドとともに)情報共

有の枠組みである「ファイブ・アイズ (Five

Eyes)」 の加盟国であることも含めて,「 米国

と強固に機密情報を共有し,軍需産業基盤を米

国と統合させているから」だとしている8。 米

財務省は,適用除外国に認定される国の範囲が

拡大すれば,米国の国家安全保障に重要な影響

が生じる可能性があることにも留意している。
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そのため,CFIUSは,将来的な範囲の拡大 も

視野に入れて,最初はごく限られた国のみを適

格国としている。CFIUS規則では適格国認定

につきCFIUSを構成する省庁に完全な裁量を

与えている。申請や申立ての手続きは存在せず ,

また,米国政府の他機関による公式の監視機能

も存在 しないのである。

しかしなが ら,2022年 2月 以降,適用除外国

として認定を受けるためには,適格国リス トに

現在掲載されている3つ の国を含め,第二の要

件 も満 たす ことが必要 となった。CFIUSは ,

適格国のそれぞれについて,「外国投資につい

て国家安全保障上のリスクを分析 し,外国投資

に係る安全保障上の|11題 において米FIと の調率

を促進する強固なプロセスを確立 し, これを有

効に活用 している」と判定しなければならない9。

CFIUSは,こ の判定を行うに際 して考慮す

る要素を公表 している。以下,そ の一部を挙げる。

・取引審査権限 : 取引当事者が上場 してい

るか否か,あ るいは国営企業か否かにかか

わらず,外国投資取引の審査について当該

国にはどの程度法的権限があるか。

・審査対象取引の範囲 : 当該国の軍需産業

基盤,先進技術,軍民両用 (du』_use)物品・

軍需品,ネ ットワーク技術及び重要インフ

ラに関わる分野横断的な外国投資取引の審

査体制について,当該国はこれをどの程度

整備 し,有効に活用しているか。

・法執行権限 : 白日の安全を守るため,外
国投資取引に条件 を課 し, これを防止 し,

又は (既に取引が完了している場合は)当
該取引を解消する法的権限が当該国にある

か否か,及び当該国がかかる権限をどの程

度有効に行使 しているか。

・考慮する情報の範囲 :(1)外国投資取引当

事者の最終的な実質所有者,(2)タト国投資取

引当事者に影響を与える重要な事項に関す

る要となる権利の保有者,及引 3汐卜国投資

取引当事者がもたらす国家安全保障上のリ

スクに関する情報を入手し, これらに関す

る総合的分析を行うための法的権限が当該

国にあるか否か。

・機密保持 : 当該国の国家安全銀障上の投



資審査体制において審査対象となった取引

について,取引当事者から提供されたセン

シティブな商業情報について,当該国はど

の程度機密性を保持 しているか。

法令遵守に係るモニタリング及び法執行 :

当該国が外国投資取引に対 して課 した条

件の取引当事者による遵守状況について当

該国はどの程度モニタリングを行い, また,

かかる条件をどの程度当該取引当事者に達

守させているか。

無届取引のモニタリング : 取引当事者が

当該国当局に届出を行わなかった外国投資

取引について, 当該国がどの程度モニタリ

ングを行い,特定しているか。

米国との国家安全保障上の連携 : 外国投

資について,当該国と米国政府 との間に,

国家安全保障を守るための取決め (米 国政

府が当該国と共有する,セ ンシティブな情

報の秘密保持や分類に関する要件に係る取

決めを含む)があるか否か。

・情報共有 : 国家安全保障上の目的に必要

な限 りにおいて,かつ,適切な秘密保持及

び分類に関する要件に従い,外国投資の国

家安全保障に関する分析のための重要な情

報を米国政府と共有する法的権限が当該国

にあるか否か。

・その他の要素 : そのほか,米国の国家安

全保障上の利益等,一般的に又は特定の外

国との関辿で,国家安全保障上のリスクの

側Fhiか ら当該日が行う外国投資審介プロセ

スについて CFIUSが妥当であるとみなす

要素Ю。

CFIUSは いつでも適用除外国の地位を撤回

することができる。言い換えれば,適用除外国

の地位は恒久的なものではなく, また,米国政

府は,国家安全保障等の問題への継続的な取組

みや協力を奨励するための手段としてこのプロ

セスを利用しようとするであろう。ある国がい

ずれかの時点で適用除外国の資格を失った場合,

その国に属する投資家は,既に実行されている

取引について遡及的にCFIUSへの届出を行う

必要はないが,その後の取引については適用除

外国の資格が抹消されることになる。
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Ⅱ 2020年の「ホワイ トリス ト」国

ある国が外国投資のリスクを分析するための

「強固なプロセス (robust process)」 を有して

いるか否かを判定する際に考慮する要素として

CFIUSが示したものは,適用除外国に認定さ

れることを希望する (あ るいはその地位を維持

したい)国 にとって,あ る程度一般的な指針と

なる。また,現在のホワイトリスト国が実施し

ている現行の外国投資リスク審査プロセスゃこ

れらの国が公表している今後の変更点を簡単に

検証しておくことも有益である。

1 オース トラリアH

オーストラリアは,2015年に大幅に改正され

た1975年外資による取得及び買収に関する法律

(Foreign Acquisitions and Takeovers Act)(以

下「FATA」 という)に基づき対内直接投資

を規制し,外国投資家が実行又は提案する投資

や対象行為が国益に沿うか否かを審議している。

FATAと その実施規則により,オ ース トラリ

ア外 国投資審査委員会 (Austrahan Fordgn

lnvestment Review Board)(以 下「FIRB」 と

いう)が設立され,同委員会に対し,外国人に

よる一定の投資・買収について審査を行う権限

が付与されている。オース トラリアの財務大臣

は, この審査結果に基づき,審査対象取引が国

益に反しないか否かを判断し,必要であれば当

該取引を禁止し,又は解消させるオイl限を布する。

どのような取引について FIRBに対する通知

が義務付けられているか,その他審査対象とな

るのはどのような取引かを判断するための要件

がいくつか定められている。一般的に,オ ース

トラリアの対内直接投資を巡る体制においては
,

「重要な行為 (Sgnficant acdOn)」 と「通知義

務行為 (nOtittable ac■ on)」 とが区別されてい

る。「重要な行為」の該当要件として,通常,

事業体の支配権が移転すること,及び投資金額

に係る基準を満たしていることの両方が充足さ

れていなければならない。ただし, オーストラ

リアの土地及び/又は農業関連ビジネスに係る

一定の行為については支配権の変更を要件とし

ない貶。「重要な行為」については,通知・認
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可取得義務はないが,FIRBの審査対象となっ

ており,当該行為が国益に反すると判断された

場合,財務大臣はこれを禁止又は解消する権限

を有する。

投資対象の資産価値がその他適用される一定

の投資金額基準を超える場合,当該取引は「通

知義務行為」とみなされ,取引実行前の通知義

務が生じる。このような投資金額に係る基準は
,

当該取引がオーストラリアの土地及び/又は農

業関連ビジネスに関わるものか否か, また,当
該外国投資家が外国政府に支配されているか否

か,あ るいは,当該外国投資家がオーストラリ

アと自由貿易協定を締結している日に属してい

るか否か等によって決まる。

2020年 6月 ,オーストラリア政府は,対内直

接投資審査の枠組みを大幅に修正する計画

(FIRRMAに 基づくCFIUSの審査制度の改正

に多くの点で類似しているもの)を発表した略。

本4笏正には,国益に反しないか否かという従来

の基準に加えて「国家安全保障 (nationA se_

cu封ty)」 基準が盛 り込まれ, この新たな基準

により,財務省は,外資によるオーストラリア

企業の直接持分の取得について,その金額にか

かわらず,国家安全保障上の理由に基づき,審
査し,条件を課すことができるようになる。ま

た,財務省には,国家安全保障上の問題を根拠

として,通知が行われていない取引に関しても

「審査対象とする (call in)」 権限が付与される。

さらに,本修正では,「センシティブな田家安

全保障関連事業 (sensive nadon』 secuttty

buSness)」 に係る直接持分が取得される場合,

及び(2)外国人が所有する事業又は企業が「セン

シテイブな国家安全保障関連事業」を開始する

場合についてはFIRBへの通知を義務付けるこ

ととしている。オース トラリア政府は,「 セン

シテイブな国家安全保障関連事業」の定義を未

だ公表していないが,こ の新カテゴリーには,

電気通信,エ ネルギー,テ クノロジー,軍需製

造,水道,データ記憶,海運,運送等オースト

ラリアの国家安全保障にとって極めて重要と考

えられる産業が含まれると多くの者が予想して

いる。法を執行して法令を遵守させる財務省及

びFIRBの権限を強化し,法令を道守しない者
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に対する罰則を強化するため, このほかにも4参

正案が出されている。上記修正を盛り込んだ法

案は2020年 7月 に提出される見通しで, これが

通過した場合,法令の施行は2021年 1月 となる。

2 カナダ愧

米国同様,カ ナダは,長年にわたり,対内直

接投資の審査手続を整備している。具体的には,

カナダ投資法 (Investment Canada Act)(以

下「ICA」 という)の下で対内直接投資の審査

を行っている。ICAに 基づく審査は,以前から,

当該投資がカナダの「純便益 (net beneit)」

になるか否かに焦点を当てており,CFIUSと
は共なり,国家安全保障以外の要素にも注口し

ている。FIRRMA施行前の CFIUSの体制のよ

うに,ICAは ,外国投資家がカナダ企業の「支

配権 (contrd)」 を取得する取引に適用される。

ICAに は一定の投資金額基準を超える取引に

関する届出・認可取得義務も定められているが,

これは,当該投資家が,国営企業か否か,若 し

くは貿易協定加盟国若しくはWTO加盟国に属

しているか否か,又は投資対象企業が「文化関

連企業 (cultur』 business)」 (メ デイア企業,

テレビ会社, ラジオ放送会社,音楽会社,出版

社等)であるか否かによって異なるち。

近年のCFIUSの審査体制その他の世界各国

の対内直接投資に対する審査体制の変更に沿っ

て,カ ナダも,最近は自国の「純便益」になる

か否かについては以前ほど重要机せずに,段々

と,ド1家安全保障の側酌iに工点を世いて朴介を

行うようになってきている。このような国家安

全保障上の審査において,「 )Fカ ナダ人による

取引について,国家安全保障上有害となる可能

性があると信ずる合理的な根拠」がある場合に

は,当該取引が,前述した「支配権」に関わる

か否か,又は投資金額に係る基準を満たすか否

かにかかわらず,カ ナダ政府は, これを審査す

る権限を有する16。 cFIUSに よる審査と同様,

カナダでは, これまで,国家安全保障上の審査

は,軍需産業,セ ンシティブな技術,重要イン

フラ及び機密情報関連事項に関わる取引を中心

に行われてきた。

カナダの国家安全保障面での審査においては,



CFIUSの審査プロセスの最後に行われる決定

と同じように,投資条件が阻止されたり,一定

の条件付 きで取引実行が認められたり,あ るい

は,既に実行されている取引であれば投資家に

対 して取引解消を求める場合もある。

3 英国

米国にCFIUSと いう組織立った機関がある

のに対し,英国には国家安全保障の観点での対

内直接投資の審査を専門に行う常設の政府機関

はない。これに代えて,英国では2002年企業法

(Enterprise Act)(そ の後の改正を含む)上の

限定的なオイl限 に基づき,必要に応じて主に外ドI

投資の審介が行われる。ただし, この限定的な

審査プロセスは近々刷新される可能性がある。

と言うのも,英国が強化された審査プロセスの

採択を検討中であり,こ のプロセスが採択され

れば,審査の範囲がより多様な国家安全保障上

の脅威にまで拡大されるからである17。

現在の枠組みにおいては,以下の基準に基づ

い て,英 国競 争・市 場 庁 (Compeddon&
Markets Authority)(以 下「CMA」 という)が ,

反 トラス ト法上の観点から一定のM&Aが次

の基準を満たしているかどうかを審査する権限

を有している。

・「共同所有又は共通の支配」の下に入るこ

とにより2社以上の企業の「区別がなくな

る」 (す なわち,企業結合,買収その他事

業の支配構造を変える取引がある)こ と。

・次の封f由 のうち 1つ以上に該当すること。
・対象会社の英国内における売上高が

7,000万 ポンド超である (「 売上高基準」)。

・統合後の企業が,英国又はその大部分に

おける関連物品・サービスの売買につい

て250/O以上の供給シェアを有する (「 供

給シェア基準」)。

・対象会社が,軍需品・軍民両用 (dual_

use)物品,多 目的コンピューターハー

ドウェア又は量子技術のいずれかの部門

で業務を展開している場合において,

。売上高基準の闘値は100万ポンドであ

り,かつ

。対象会社の既存の供給シェアが25%
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以上であるとき。

企業法はまた,上記の基準を満たし,かつ
,

より広範な公益上の懸念を生 じさせるおそれの

あるM&Aに ついて,追加的な審査を認めて

いる。そのような公益審査において,国務大

臣18は,cMAか ら通知を受けた事案について,

又は国務大臣自身の判断において,公益介入通

知 (Public lnterest htervention Notice)(以

下「PIIN」 という)を CMAに 対 して発動す

る方法で企業結合に介入することができる。公

益には,国家安全保障上の理由の並びにメディ

ア及び金融部門が関係する。PIINが有効な状

況においては,「1務大Hiは ,PIINに共づ く判

断が下されるまでの間に田務大 IIに よる卜1家安

全保障の確保を妨げる「先制的行為 (pre"emp―

dve action)」 を当事者が行 うことを禁止する

権限をも有する。

欧州連合への企業結合の届出が行われた場合 ,

国務大臣は公共安全上の理由を含む各種の「法

益」を理由として欧州連合介入通知 (European

lntervendon Notice)を 発動することができ,

その判断は CMAに戻される (こ の場合,上記

の PIINの 条項の利用が可能 )。 この制度は英

国の欧州連合離脱 (「 ブレグジット」)の移行期

間終了後 (現在の終了予定 日は2020年 12月 31日 )

は利用できなくなる。

英国及び欧州連合の企業結合統制制度が共に

適用されない場合であっても,(1)少なくとも当

事者の一方が英FIで11業 をギtみ ,(2)機密の防衛

関辿情報にアクセスできるか,ア クセスできた

ことがある政府の元・現請負業者 (間接的な請

負業者を含む)が企業結合に関わっているとき

は,国務大臣は国家安全保障上の理由で特別公

益介入通知を発動することができる。

提案された新 しい正式な投資審査制度の下で

は,国家安全保障に関する検討は上記の英国の

企業結合統制制度における公益性の検討から切

り離される。国家安全保障上の審査は別個に運

用 され,米国における CFIUSに よる審査と同

様の形で閣僚レベルで行われることになりそう

だ。他の観点 (す なわち,メ デイアの多様性及

び財務の安定)に基づ く公益性の審査は,企業

結合統制制度の範囲内に留まる。重要なことは,
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国家安全保障上の審査制度改正案では,閾値を

超える持分の取得や重要な影響力・支配権の取

得 な ど,一 定 の「 トリガー事 由 (t五gger

events)」 にも審査権限が及ぶことである。

Ⅲ 日本における対内直接投資の規常1

次に,CFIUSが,あ る国に適用除外国の地

位を付与し,又はその地位を更新する上で検討

する要素であって CFIUSが指定するものを踏

まえ,近時の法改正を含む日本の対内直接投資

審査の枠組みについて解説する。

日本政府は,最近では2019年 11月 に改正され

た,外国為替及び外国貿易法 (以下「外為法」

という)に恭づき,対内ド〔接投資取り|を 審介す

る権限を有している。改正された外為法は,

2020年 5月 8日 に施行され,同年6月 7日 より

全面適用されている。外為法は,外国投資家D

が実施する各種の行為又は取引に適用され,そ
の対象には,(1)非公開会社の株式 (他の外国投

資家からの取得を除く)20,(2)公 開会社の株式

又は議決権の 1パーセント以上の取得21,(3)会

社の事業目的の重大な変更や関係者の役員選任

等に対する同意,(4)日 本における支店の設立,

及び(5)特定の金額の貸付であって満期が 1年 を

超えるもの,が含まれる。

前述の行為について,そ れらが対内直接投資

等に関する命令別表第一に掲げられた160か 国

超の国若しくは地域の外国投資家により行われ

る対内「ドに接投資等ではない坊合,(仮に当該卜|

″iし くは地域の外国投資家だったとしても)当
該外国投資家がイラン関係者22で ぁる場合,又
は対象会社若しくはその一定の子会社等が下記

で述べる指定業種 (以下「指定業種」という)

のいずれかに属する事業を営んでいる場合,取
引実行の少なくとも30日 前までに,当該タト国投

資家は日本銀行に事前届出を行い,財務省及び

その他関連省庁の審査を受けなければならない。

外国又は日本の規制当局により許認可等を受

けた一定の外国金融機関が上場会社の株式又は

議決権の 1パーセント以上を取得することに関

しては,以下の基準 (以下「免除基準」という)

の全てを満たした場合には,当該届出義務につ

いて包括免除が認められる。
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(1)当 該外国金融機関及びその密接関係者が ,

対象会社,その日本にある子会社で指定業

種を営むもの,又はそれらの日本にある親

会社の,取締役若しくは監査役に就任 しな

いこと。

(2)当該外国金融機関が,自 ら又は他の株主

を通じて,発行会社の株主総会に,発行会

社又はその子会社が営む指定業種のいずれ

かに属する事業の譲渡又は廃止 (合併その

他類似の取引及び子会社の譲渡を含む)を
提案しないこと。

(3)当該外国金融機関が,当該事業に係る非

公け村の技術情報にアクセスしないこと。

ただし,かかる包括免除は,(i)外ド1金融機関

が過去に外為法の違反によリー定の処分を受け

たものである場合,若 しくは国有企業等のうち

当局の認証を付与されたものではない場合 (以

下「属性基準」という),又は(2)対 内直接投資

が指定業種に係る事業の継続的かつ安定的な実

施を困難にする行為を行うことを目的とするも

のである場合 (以下「一般基準」という)とこは適用

されない。なお外国金融機関に該当する投資家

が包括免除を利用 した場合において,対象会社

の株式又は議決権の保有割合が10パーセント以

上になるときは事後報告を行う必要がある23。

指定業種を営む会社への投資に係る事前届出

の免除は,外国金融機関に該当しない外国投資

家による上場会社の 1パーセント以上の株式又

は議決権の取得にも適用される。ただし,それ

らは以下の条件が充足される坊合に限る。

・対象会社又はその子会社が指定業種に属す

る事業 (ただし,下記に詳述する「コア業

種」に属する事業を除く)を営んでいると

きは,当該投資家が免除基準,属性基準及

び一般基準を充足した場合。

・対象会社又はその子会社がコア業種を営ん

でいるときは,事前届出の免除は,免除基

準,属性基準及び一般基準を充足させるこ

とに加えて,(1)上場会社である対象会社に

対する投資家の保有する株式又は議決権の

割合が10パーセント未満であること,(2)当

該投資家が,自 らが又は自らが指定する者

を, コア業種に属する事業に関し重要な意



思決定権限を有する委員会に出席せず,出
席させないこと,並びに(3)当 該投資家が取

締役会若しくはコア業種に属する事業に関

し重要な意思決定権限を有する委員会若し

くはそれらの構成員に対し,期限を付して

回答若しくは行動を求めて書面により提案

しないこと,を充足した場合に適用される。

この場合,一般免除の適用を受ける外国投資

家は,上場会社である対象会社に対する外国投

資家の株式又は議決権の取得割合が 1パーセン

ト以上になる場合に,事後報告を行わなければ

ならない24。

対象会社が非上場会社である場合は,外
「

1金

融機関であるか否かを||∬ わず, コア業種を常む

対象会社への投資について事前届出の免除は利

用できないが, コア業種以外の指定業種のみを

営む対象会社への投資については,当該投資家

が免除基準,属性基準及び一般基準を充足する

場合に免除を利用できる。かかる免除を利用し

た場合には,事後報告を行わなければならない。

指定業種は,国の安全,公の秩序,公衆の安

全及び我が国経済の円滑な運営に関する150を

超える業種からなり,それらは当局による告示

に規定されている。コア業種は,指定業種のう

ち国の安全等に関連するおそれが大きいものに

係る業種により構成されている。コア業種には
,

武器,航空機,原子力,宇宙関連,軍事転用可

能な汎用品の製造業,サ イバーセキュリテイ関

連,「ヒカ業,ガス業,通信業,上水道,鉄道業

及び石油業等が含まれる。コア業極には,了「万

人以上の要配慮個人情報を扱うために特に設計

されたプログラムを作成する事業として規定さ

れた一定の事業 (た だし例外として規定された

ものを除く)が含まれる。すなわち,コ ア業種

の範囲は基本的に,CFIUSにおいてより強化

された審査の対象であるTID取扱米国事業者

の 3分野を構成する重要技術,重要インフラ及

びセンシティブな個人情報を扱う事業者の範囲

と一致している。財務省は,情報提供の目的で,

全ての上場会社を,指定業種を営まない会社 ,

コア業種以外の指定業種を営む会社及びコア業

種を営む会社に3分類した銘柄リストを公表し

た25。
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日本銀行への事前届出には,外国投資家 (そ

の最終的な親会社及びその事業方針その他のガ

バナンス面に関して影響を及ぼすものを含む)

に関する詳細な情報を記載しなければならない。

個別の外国投資家の審査において考慮されるべ

き事項には,その資本構成,実質的支配者,取
引関係,投資に係る計画及び過去の行動・実績

(外国政府等,外国投資家の関係者による直接

的又は間接的な影響の程度を含む)26。 また,

事前届出には,対象となる取引並びに対象会社

及びその事業活動についての情報を記載しなけ

ればならない。CFIUSの枠組みと同様, 日本

政府の職貝には,職務上知ることのできた情報

についての国家公務ケt法に去(づ く一般的な守秘

義務があり,外為法に基づく外国投資の審査に

関して提供された情報も,かかる守秘義務の対

象になると考えられる。

審査完了後に関し, 日本政府には,許可され

なかった取引を中止させる権限が付与されてい

る。ただし,かかる権限はこれまでほぼ行使さ

れなかったと考えられる。日本政府には投資を

検討中の投資家が利用できる事前相談の仕組み

があり,その仕組みにおいて,問題のある取引

はしばしば公になる前に取り除かれてきたから

である。事前届出の対象になる取引のうち,政
府が許可することを公に拒否した唯―の事例は,

英国に本拠地を置くファンドであるザ・テルド

レンズ・インベストメント・ファンドが,2008

年に9.9パ ーセントを保布する電派開発株式会

社の株式を10パ ーセントを上に11る 割合まで取得

することを提案したものに関してである。

さらに,CFIUSと 同様,日 本政府は外為法

又は外為法に基づく命令の規定による許可等に

条件を付し,届 出漏れ又は当局が付した条件に

抵触する取引を解消する措置を講じることがで

きる。ただし, これらの権原も,公開情報に基

づく限り, これまで行使されたことはほばない

ものと考えられる。最後に, 日本政府は取引を

監視し, もし適切に事前届出が行われていなけ

れば,取引を解消する措置を講じることができ

る。外為法上,株式の譲渡人等,取引の当事者

の中には,外為法上の別の規定に基づき事後報

告を行う義務を負担する者が存在する。それら
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の事後報告は,事前届出の対象であるにも関わ

らず,事前届出がなされなかった取引を当局が

認識する端緒となり得る。

国家安全保障上の連携及び情報共有に関して

は,米国及び日本の間に,対内直接投資に係る

国家安全保障上の連携が,公開情報に基づ く限

り特段存在 しないと思われるが,最近の改正に

おいて新設された規定によって,財務省及びそ

の他関連省庁が,一定の条件の下, 日本におけ

る対内直接投資の審査において取得された情報

を,例 えば CFIUSの ようなカウンターパー ト

となる外国の当局に提供することが明示的に認

められた。当該改正は,上述の情報共有に関す

るCFIUSの考慮要素に相当し得るものであ り,

日本政府が,対内直接投資の審査の文脈におい

て,広範な国家安全保障に協力する意向を強く

示すものと考えられる。

Ⅳ 結語

前述の日本の対内直接投資の枠組みは,殆 ど,

いやむしろ全ての点で,CFIUSが,適用除外

国になり得る国が外国投資のリスクについて分

析する「強固な」プロセスを有しているか否か

を評価する際に使用するとしている要素を充足

すると考えられる。特に,外国投資を審査する

日本の政府当局,審査の対象となる取引の範囲,

決定事項を執行する権限の存在,考慮する情報

の範囲,守秘義務,そ して取引の監視及び執行

は,そ の全てが現在の CFIUSの枠組みに類似

していると考えられる。また,日本政府は,一
定の要件の下,対内直接投資の審査において得

られた情報をカウンタパートとなる海外の執行

当局と共有することができる。

CFIUSが他の国を適用除外国に認定するの

は2022年 2月 以降になりそうである。そうすれ

ば,適用除外国基準の第二要件 (す なわち,そ
の国が強固な外国投資審査体制を有すること)

が有効になると同時に追加認定を行うことがで

きるからである。米財務省は,現行の3つの適

格国の特定に際し,当該国が米国との間に強固

な機密情報の共有と軍需産業基盤の統合メカニ

ズムを有するという適用除外国基準の第一要件

を示した。このような明記された要件と明記さ
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れていない関連要件は3つ の適格国に特有であ

り,CFIUSは ,強 固な外国投資審査体制に係

る基準を満たすという要件が有効になるまで他

の国を「適格」と判断することを積極的に行わ

ない可能性がある。

とは言うものの,米国の対内直接投資に関し

ては既に適格国となっている2つの国に続く第

三位の重要投資元国である日本の地位と,米国

の友好同盟国及び貿易相手国としての長きにわ

たる日本の役割を考えると,米国政府には日本

を適格国に認定する強い動機があるものと考え

られる。対内直接投資審査体制を強化するため

に日本が行っている昨今の改正は, 日本を適用

除外
「

|に加えることの正当性を強化するものに

イ也ならない。
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