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さらに厳格化される欧州における外国投資審査規制：
EUの外国直接投資の審査規制は、 

実際にどのように展開されているのか
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対抗策の一環として 

バイデン大統領が考える 
米国産業の活性化



外国投資 
に関する 
最新トレンド 
とホット 
トピックス

EUの対内直接投資審査規則は2020年10月に施行されました。

今回の外国投資モニターでは、対内直接投資審査
規則が施行されてから9ヶ月が経過したEUの動向を
中心に、外国投資に関する最新のトレンドについて
議論します。
具体的には、審査規則の背景について探り、同規則が実際に
どのように適用されているかを説明し、企業が把握しておくべ
き主要なポイントを明らかにしたうえで、EU加盟国のうち9つ
の主要国について、規制法や判例法に関する重要な最新情報
を深く掘り下げていきます。さらに、英国の新たな国家安全保
障体制の詳細およびグローバル企業に与える影響について解
説し、EU・中国間の投資協定の成立の可能性について検討す
るとともに、対米外国投資委員会（CFIUS）および中国資本に
対するバイデン政権のアプローチについて最新情報をお届け
します。これらのテーマに関するより詳細な情報については、
フレッシュフィールズの担当者にお問い合わせください。
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対内直接投資審査規則が 
EUで導入されてから9か月 
－ 企業への影響は？
2020年10月に、EUで対内直接投
資審査規則が施行されました。
以下では、新制度の背景を説明
し、同制度が実際にどのように適
用されているかを確認し、企業に
とって重要なポイントを検討して
いきます。

背景
EUは2019年3月、対EUの外国直接投
資を審査する枠組みを定めた規則案を
採択しました。この規則は、外国投資に
対して開放的なEU市場を維持しつつ、
欧州の戦略的利益を保全することを目
的としており、2020年10月11日に完全
運用が開始されました。

EUでは加盟国の間で市場が高度に統
合されているため、例えば、企業のサプ
ライチェーンは複雑で相互に絡み合った
ものとなっており、インフラも共通化し
ています。そのためEU本部では、外国
投資がいずれかの加盟国に対して行わ
れた際に、その加盟国を超えた安全保
障上のリスクが生じるのではないか、と
いう懸念が取り沙汰されていました。

この規則でEU加盟国は、自国の制度に
基づいて審査している外国直接投資に
ついて、他の加盟国と欧州委員会に通
知するよう義務付けられます。通知を受
けた加盟国はコメントを提出することが
でき、欧州委員会は通常35暦日以内に

投資案について意見を表明することが
できます。これらのコメントや意見は、
当該取引を審査する当局に対して拘束
力を有するものではないものの（つま
り、通知した取引を審査し承認／拒否す
る権限は、引き続きその当局だけが有し
ます）、当局は、協力の精神に基づきそ
れらを考慮する必要があります。

届出を義務付けられる外国直接
投資の急増
新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
クを受けて、また、新規則により外国直
接投資規制の厳格化（および地域間の
調和）が全面的に推進された結果、いく
つかのEU加盟国では、外国直接投資の
審査制度が新設されるか、既存の規則
が更新・厳格化されました。特に、各国
の法律でセンシティブ・セクターと判断
されるセクターの数と種類は著しく増加
しており、現在では、ヘルスケア・セク 
ターのほとんどの分野に加え、先端技 
術（人工知能、ロボット工学、ナノテクノ
ロジーなど）、重要な原材料（critical 
inputs）および原料もこれに該当するよ
うになっています。

このような対象範囲の拡大と並行して、
オーストリア、イタリア、スペインを含む
多くの国々の外国直接投資の規制当局
は、対象の解釈を拡大するアプローチ
を取っています。つまり、これらの当局
は、センシティブ・セクターとの関与があ

る外国直接投資については、たとえ当
該法域との関連性が限られている場合
であっても届出の義務が生じる、という
判断を下すことが一般的になっていま
す。

現在では、EU加盟国のうち18カ国が外
国直接投資の審査メカニズムを導入し
ており、EUの貿易担当の高官は、「EU
の新審査メカニズムが昨年10月に施行
されて以来、同制度を通じて欧州委員
会は数十件の外国投資の審査依頼を受
け付けました。審査の依頼件数は、合併
取引の届出件数に匹敵する数となって
います。」と明言しています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受
けて、いくつかの加盟国がヘルスケアを「センシ
ティブ・セクター」リストに追加しました。
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この規則が施行されて
以来、一部のEU加盟国
の規制当局が、期限を
延長しようとして情報提
供を要請するケースが見
られています。こうした
要請は、他のEU諸国よ
りも時間的な余裕が無
いと規制当局が感じて
いるために出されている
のです。

EU新規則の実務的な影響 ―  
初期段階での所感
この新しい審査規則がもたらした影響
の一つとして、外国直接投資の届出に関
する公式要件が大幅に増加したことが
挙げられます。中には、一夜にして届出
書式が変わってしまったケースもありま
す。また、国家間の情報共有を促進する
ため、各国当局は、二ヶ国語で届出を行
うことや、他のEU加盟国や欧州委員会
と共有可能な特定の書式を使用するこ
とを要求するようになりました。

これに加えて、規制当局は、届出後の申
請者に対する質問の数を実質的に増や
しており、全般的に審査内容は以前より
も綿密になっています。

欧州委員会は、新審査規則は審査の遅
延要因ではなく、ほとんどのケースが15
日以内に解決しているという事実を強
調していますが、多くのケースで、上記
のEU内の協力メカニズムが審査期間の

長期化につながっています。この規則が
施行されて以来の実際の動きとして、一
部のEU加盟国の規制当局が、実質的な
懸念からではなく、期限を延長しようと
して情報提供を要請する（または意見
を表明する意向を示す）ケースが見られ
ています。こうした要請は、他のEU諸国
よりも時間的な余裕が無いと規制当局
が感じているために出されているので
す。

さらに、EU加盟国は、他国や欧州委員
会からの要請に対して不当な遅延なく
回答するよう期待されているにもかかわ
らず、当事者が保有していない事実情報
に関する質問の場合、当局が回答するま
で数週間あるいは数ヶ月を要したケース
もありました。その結果、クリアランスが
得られるまでの期限が長引いてしまう可
能性があります。そのため、届出を行お
うとする当事者にとっては、事前に計画
を立て、新ルールの実務的な影響を考
慮することが、非常に重要になります。
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EUの新ルール 
に対するEU 
加盟国の対応

REGULATORY ROUNDUP

世界の外国直接投資の動向を紹介する定期レビューの第1回目とし
て、EUの政策立案者や規制当局が審査規則をどのように適用してい
るかをまとめます。

| オーストリア

過去最高の外国直接 
投資届出件数を記録
2020年7月に施行されたオーストリアの
新たな外国直接投資制度では、同国の
強制的な審査メカニズムの範囲が大幅
に拡大され、広義のセンシティブ・セク
ターで活動する企業の買収が対象とな
りました。

また、オーストリアの規制当局は、EU全
域を対象とした新たな協議メカニズム
において、さらに重要セクターを広義に
解釈することにおいて、非常に積極的な
役割を果たしています。この結果、過去
12ヶ月間で外国直接投資の届出件数が
大幅に増加しました。5月までのオースト
リアの外国直接投資案件の保留数は過
去最高となり、当局は期限通りに承認を
与えるために努力しているものの、こうし
た作業量の増加が外国直接投資の届出
スケジュールにどのような影響を与える
かはまだ不明です。

| チェコ共和国

外国投資に関する 
新制度の施行
チェコ共和国の外国投資審査に関する
新法は、5月1日に施行されました。この
制度は、EU域外の投資家が、(i) チェコ
共和国の対象企業の議決権の10％以上
の株式を売却する能力を取得する、(ii) 
対象企業の事業活動の実施に利用され
ている資産の所有権を売却する能力を
取得する、(iii) チェコ共和国の国益を守
るために重要な情報、システム、技術へ
のアクセスをもたらす支配権を取得す
る、あるいは(iv) 対象企業の経営に関わ
るメンバーになった場合に適用されま
す。外国直接投資法では、各セクターに
応じて二つの制度のいずれかが適用さ
れます。このうち、強制審査制度は、セン
シティブ・セクター へ の 投 資 に適 用 
され、産業貿易省（Ministry of Trade 
and Industry）の事前承認が必要とな
ります。「センシティブ」とみなされるセ
クターは、軍需産業、重要インフラ（メ
ディア、エネルギー、水管理、食品・農
業、ヘルスケア、輸送、通信・ITシステ
ム、金融市場、緊急サービス、行政）、
および軍民両用物品の製造・開発です。
一方で、自主審査制度の対象となるのは
上記以外の取引で、これらの取引は事前
通知なしに実施可能です。

| デンマーク

新法の範囲がまだ不明瞭
デンマークの外国投資審査に関する新
規則は7月1日に施行されました。同規則
は、9月1日以降に完了する投資に適用さ
れます。センシティブ・セクター（ 防
衛、ITセキュリティ、機密情報処理、軍
民両用物品の製造、重要技術、重要イ
ンフラなど）におけるデンマーク企業の
議決権、株 式 、または支 配 権の10％ 
以上を外国投資家（EU／EFTA域外）が
取 得する場 合には、デンマーク商 務 
庁（Danish Business Authority）の事
前承認が必要となります。また、新制度
では、セクターを問わず、EU/EFTA域外
の投資家がデンマーク企業の持分の 
25％以上を取得する際、その投資が国
家の安全保障や公共の秩序を脅かす可
能性があると思われる場合、自発的に
届出を提出することができます。同国の
外国直接投資の審査制度はまだ初期段
階にあり、適用範囲、プロセス、提供す
べき情報などを定めた大統領令がまだ
確定していないため、正確な適用範囲に
ついてはまだ不確実性が存在します。
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| フランス

フランスとイタリアが、 
Ivecoの事業売却の 
中止決定を歓迎
4月17日、Ivecoの親会社であるCNH 
Industrialは、Iveco S.p.A.の各ブランド 
 （Iveco、Iveco Bus、Heuliez Bus）の事
業売却について、中国の第一汽車集団グ
ループ（FAW Group）との協議を打ち切 
ったことを発表しました。この決定はフ
ラン ス とイタリアの 両 国 で 歓 迎 さ
れ、CNHは代わりにトラック・長距離バ
ス・商用車事業を来年の早い時期まで
にスピンオフすることを目指すと発表し
ました。

フランスのブリュノ・ル・メール経済・財
務大臣は、この買収案が産業主権に関
する重要な問題を提起していることか
ら、今回の発表は朗報であるとツイート
し、フランスとイタリアは欧州の工業力
を維持するために協力し合ってきた、と
コメントしました 。イタリアもC N H 
Industrialの決定を歓迎し、大型道路
用車両の生産は戦略的な国益であると
強調しました。イタリア政府は昨年3月、
広 範な 政 治 上およびメディアからの 
圧力を受け、Ivecoの防衛部門が保有す
る「軍民両用」技術についての懸念か
ら 、ゴ ール デ ン・パ ワー（G o l d e n 
Power）を使ってでもこの取引を阻止す
ることを示唆していました。

| ドイツ

テクノロジーにとどまらず 
外国直接投資に関する 
ルールを強化
新型コロナウイルスのパンデミックに対
応するために（特に医療分野を中心に）
最近導入された改正の後、ドイツでは5
月1日に新しい外国直接投資の審査規
則が施行されました。同規則では、ドイ
ツの取引停止権限を伴う強制的審査メ
カニズムの範囲が大幅に拡大され、（人
工知能や自動運転車を含む）いわゆる
重要技術や重要な原材料に関わる企業
の買収が対象に含まれるようになりまし
た 。この 新 規 則のもう一つの重要な 
点は、対象取引のセクターだけでなく種
類を拡大したことです。例えば、取締役
会の議席枠、拒否権、情報請求権など 
の「 非 典 型 的 な支 配 権（a t y p i c a l 
control）」を取得する場合、適用される
議決権閾値（現在は10％、20％、または
25％）以下であっても、ドイツ当局が審
査請求権を行使するリスクが生じるよう
になりました。また、新規制では、複数
の異なる投資家間での議決権の相互帰
属も規制対象となっています（例えば同
じ法域の二つの国営 投 資家が同じド 
イツのターゲット企業に投資する場合
等）。最後に、新規則では、適用される
閾値を超えて追加の議決権株式を取得
した場合、新たな届出要件が生じること
が明確化されています。

| イタリア

中国による半導体企業の 
買収を「ゴールデン・パワー」
で阻止
2 0 2 0 年 4 月 、イタ リ ア 政 府 は 、 
Shenzhen Investment Holdings（中国 
の国有投資会社）がLpe S.p.A.の70％ 
の株式を取得しようとした取引を阻止し
ました。Lpeは、半導体の製造に使用さ
れるエピタキシャル反応炉の製造を専門
としています。売上高2,790万ユーロを
誇る同社は、この類のテクノロジー分野
に携わる唯一のイタリア企業であり、自
社でも特許を保有していることを含め、
この分野では世界的なリーダーです。イ
タリアのドラギ首相は、「昨年、半導体
が不足して多くの自動車メーカーが生産
延期を余儀なくされたことにより、半導
体は戦略的セクターになっている」こと
から、今回の介入について「ゴールデ
ン・パワーを賢明に使用した」とコメント
しました。イタリアのゴールデン・パワー
制度は、2012年に導入されて以降、時間
の経過とともに対象範囲が大幅に拡大
されてきたものの、同権限により禁止さ
れた取引はわずか 数件にとどまりま
す。Lpeの場合、イタリアや欧州では、売
却条件が「供給の安全性と継続性を確
保するのに不適切」であると判断され、
スウェーデン、オランダ、欧州委員会が
手続きに介入しました。
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| オランダ 

政府が外国直接投資関連の
法案提出を検討中
オランダ政府は昨年、より厳格な投資
審査規則を導入するための二つの法案
を発表し、協議を開始しました。一つ目
の法案は、オランダにおいて社会的混
乱を引き起こす可能性のある「重要プロ
セス」や「機密技術」を提供する企業へ
の投資を対象とする一般的な国家安全
保障制度を想定したものであり、もう一
つの法案は、防衛産業に適用されるセク
ターに特化した制度に関するものです。
後者に関する詳しい情報はまだ公表さ
れていません。

前者の法案、つまり国家安全保障制度
を導入する法案は、すでに政府により承
認され、まもなく国会に提出されます。
同法案を受けた新たな外国直接投資制
度がいつ施行されるかは、まだ不明で
す。しかし、現在、国家安全保障上の懸
念がある取引に関与している投 資家
は、新制度が取引の確実性や時期に与
える影響を評価するべきでしょう。2020
年6月2日から国家安全保障制度の開始
日までの間に完了した取引のうち、国家
安全保障上の懸念を生じさせる取引で
あって、現行のセクターに特化した制度
下では公益上の介入の対象とならなか
った取引については、遡及的に調査する
権限が担当大臣に与えられる予定です。
ただし、この権限が使用されることは稀
であると想定されています。

調査対象とされた場合は、取引について
届出義務と実体的な審査が発生しま
す。

| スロバキア

外国直接投資の審査制度 
が2022年1月に施行予定
3月1日より、Slovak Act on Critical 
Infrastructureの改正により、エネル
ギー、冶金、製薬、化学産業における重
要インフラの所有者または運営者は、直
接的または間接的な株式または議決権
が10％以上変更された場合、あるいは
経営に影響力を行使する可能性のある
人物が変更された場合に、政府に通知
することが義務付けられました。この新
ルールは、当該の重要インフラの取得
者が外国企業とスロバキア企業のどち
らであっても適用されます。

これと並行して、政府は現在、EUの規制
に対応した外国直接投資審査メカニズ
ムを導入するための法案を準備してい
ます。この法案は現在も協議中ですが、
現在の草案によると、新体制は2022年 
1月1日から施行される予定です。

| スペイン 

外国直接投資の自由化の 
停止対象を欧州投資家 
にも拡大
2020年11月、スペインは、特定の外国
直接投資の自由化を停止する法律を延
長し、その対象を、EUおよびEFTAの他
加盟国の居住者が関与する取引が含ま
れるようにしました。今年の6月末まで
実施されたこの措置は、特定の戦略的
活動を行っている企業のうち、スペイン
上場企業だけでなく、5億ユーロを超え
る投資金額の場合には非上場企業にも
適用されました。この条件に該当する取
引については、政府の事前承認が求め
られるようになったのです（詳細はブリ
ーフィングを参照して下さい）。

6月、政府はこの停止措置と事前承認取
得義務を12月31日まで再延長しまし
た。説明文書によると、スペイン経済が
依然として回復途上にあることがこの再
延長の理由ですが、これは昨年末に最
初の延長が導入されたのと同じ理由で
す。
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単独国としての新たな 
国家安全保障体制 ―  
英国における投資審査 
に対するアプローチの変化 

新制度が開始される
と、17種類の戦略的
にセンシティブなセク
ターへの投資におい
て届出が必要となりま
す。

何年にもわたって改革について
議 論 や 協 議 を重 ねてきた 英 国
は、国家安全保障にとって脅威と
なる可能性のある取引に対する
介入権限を大幅に強化すること
で、同盟国との協調関係を深めて
います。2021年国家安全保障・投
資法は、許容できないリスクをも
たらす取引に対して審査・条件付
与・阻止を実施するうえでの英国
政府の権限を一変させるもので
す。
新制度が開始されると（2021年末頃を
予定）、17種類の戦略的にセンシティブ
なセクターへの投資において、一定の株
式数や議決権数の閾値を超える取引の
場合には、届出が必要となります。届出
義務の対象であるにもかかわらず届出
のない取引は無効となり、承認を得ずに
届出対象の取引を実行した場合には刑
事上の責任を問われる可能性がありま
す。また、この制度において政府は、国
家安全保障上の懸念があると判断した
投資案件に対して、広範かつ遡及的な
調査権限を有しています。この新制度
は、先端技術（こうした技術は革新的な
スタートアップ企業が開発することが多
い）やその他のセンシティブな資産が、
敵対する可能性のある相手に渡ってしま
うことへの懸念を反映したものであり、
売上高の基準は設けられていません。

今後は、新制度の施行までに多くの二
次立法が行われること、また、「何が国
家安全保障上の脅威に該当するのか」と

いう疑問についての詳細なガイダンスが
公表されることが予想されます。国家安
全保障は絶えず変化を続ける分野であ
るため、この疑問は、国家安全保障・投
資法を巡る議論の中心となってきまし
た。

国家安全保障を堅持しようとする英国
の姿勢を示すものは、この法律だけで
はありません。その他にも、最近の同国
政府の取り組みとして以下が挙げられま
す：

·  閣僚が国家安全保障を理由にロンド
ン証券取引所への上場を阻止するこ
とを可能にする法案（2021年6月7日
に審議開始）

·  英国の通信ネットワークのセキュリテ
ィ基準を向上させることを目的として
おり、イギリス議会上院を通過する過
程にある、「通信（セキュリティ）法案 
 （Telecommunications (Security) 
Bill）」

·  特にサイバーセキュリティ、輸出管
理、知的財産保護の分野において、
研究者が敵対行為から自身の研究成
果を保護する方法に関するガイダン
スを提供することを目的とした、ビ 
ジネス・エ ネルギ ー・産 業 戦 略 省 
 （BEIS）内での研究協力アドバイス 
チーム（Research Collaboration 
Advice Team）の設置。

2021年国家安全保障・投資法は、許容できないリスクをもたらすと判断される取引に対する英国政
府の権限を一変させるものです。
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国家安全保障・投資
法に基づくこの新制度
は、「国家安全保障」
のための制度であっ
て、外国投資制度では
ないとうたわれていま
す。

こうした 取り組み を 実 行してきたに 
もかかわらず、政府は英国が「ビジネス
に 開 か れ た 国 」で あ ると 主 張 して 
おり、英国への資本流入を引き続き促
進するために、最近、投資局（Office of 
I n v e s t m e n t ）と投 資 諮 問 委 員 会 
 （Investment Council）を設立しまし 
た。こうした動きは、パンデミックおよび
ブレグジットという要因や、英国競争・
市場庁があまりに攻撃的で投資の抑止
力になっているという非難を受けている
ことを考えると、さらに重要性が増して
います。

国家安全保障・投資法に基づくこの新
制度は、「国家安全保障」のための制度
であって、外国投資制度ではない（すな
わち英国の投資家にも適用される）とう
たわれており、「グローバル・ブリテン」
を目指すという政府のメッセージと戦略
を強調するものとされています。国家安
全保障上の懸念のために審査される取
引の件数は、既存の公益体制下での介
入（NVIDIAとArmの取引に対して最近
実施された国家安全保障上の介入な
ど）と比較して飛躍的に増加することが
見込まれます。その一方で、政府は、詳
細な評価を必要とする割合は少なく（約
5％）、問題解消措置を必要とする割合
はさらに少ない（約1％）と予想していま
す。英国政府は、新制度が投資家にとっ
て予測可能で効率的なプロセスとなるこ
とを意図していると述べてはいるもの
の、これがどうなるかは実際に運用され
るまで分かりません。ビジネス・エネル
ギー・産業戦略省に新設された投資セ
キュリティ部門（Investment Security 
Unit）は、これまでのところ、既存の公
益体制から国家安全保障・投資法の発
効までの間の過渡期において、積極的
に投資家との対話を持とうとする姿勢
を示しています。新制度を成功させるに
は、このようなオープンな姿勢が不可欠
となるでしょう。

この新制度は、「グローバル・ブリテン」を目指すという政府のメッセージを強調する意図があり、英
国の投資家にも同様に適用されます。
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EU・中国間の 
貿易協定は 

批准されるか？

前回の外国投資モニターでは、EU・中国
間の投資協定が西側世界と東側世界の国
境を越えた資本移動を促進する可能性に
ついて考察しました。欧州と北京の間で外
交問題が勃発した際、欧州議会は中国が
欧州の人権擁護団体に対する制裁を解除
するまで協定の批准を凍結することを決
定しました。識者の多くはそれが実現する
可能性は低いと考えており、果たして同協
定が成立されるか否かという疑問は深刻
さを増しています。
昨年7月にドイツが欧州理事会の議長国に就任する
までの7年近く、EUと中国との間の協議は合意の見
込みが薄いままで長期化していました。そうした
中、ドイツの製造業が中国市場のさらなる開放を
望んでいることを背景に、メルケル首相は交渉の
妥結を優先させ、米国の政権交代の数日前に妥結
に至らせたのです。しかし、ドイツでは9月に総選挙
を控えており、その選挙をもって2005年以来となる
新首相が誕生する見込みです。新首相あるいはド
イツ以外の欧州指導者に、最終的に協定を締結す
る意志（あるいは政治的資本）が備わっているかど
うかには、疑問符が付きます。中国の高官は、北京
は依然として協定締結に前向きではあるが外国政
府による内政干渉は許容しない、と述べています。
米国が中国に対する「協調的アプローチ」を西側
諸国に求めていること、総選挙がドイツ（2021年）
とフランス（2022年）で予定されていること、習主
席が中国共産党総書記に再選される可能性が高い
ことを考慮すると、現在のところ、批准が間近に迫
っていることを示唆する材料はありません。香港の貨物港

2021年第2四半期外国投資モニター

10



バイデンの対中戦略 ― 
トランプのツールに 
新しい政策目標を 
組み合わせて策定

米国の産業界の競争
力を再 構 築すること
は、対中戦略における
重要な要素と思われ
ています。

ジョー・バイデン大統領は、北京
への対抗策として二本 柱のアプ
ローチを進めています。すなわ
ち、米国の競争力を高めるための
財政支出を進める一方で、対米
外国投資委員会（CFIUS）などの
当局を積極的に利用して中国の
野心を制限しようとしているので
す。このうち後者の方向性はトラ
ンプ大統領の戦略を参考にして
いる部分もありますが、外国投資
に関してはバイデン政権とトラン
プ政権との間で重要な政策上の
違いが存在します。
中国からの脅威に対処するためにトラン
プ政権が推進した施策の多くが注力し
ていたのは、北京が（通常の貿易あるい
は米国企業の買収を通じてか、あるい
は秘密裏に）技術を獲得する能力や、米
国の重要なサプライチェーンに中国の技
術を導入する能力を制限することでし
た。こうした施策には、CFIUSの活動範
囲とリソースを大幅に拡大すること、輸
出管理と経済制裁をより積極的に利用
すること、米国のサプライチェーンを規
制する新しい権限を導入することが含ま
れます。しかし、ワシントンの政策集団
の間では、対中戦略におけるもう一つの
重要な要素は米国の産業界の競争力を
再構築することである、というコンセン
サスが以前から存在していました。

現在の米国政府（議会および政権）は、
新型コロナウイルスのパンデミックに伴
い発生したヘルスケア界と産業界のサ
プライチェーンの課題をきっかけに、こ
うした競争力重視のアプローチに大きく
舵を切っています。また、民主党は連邦
政府による投資によって経済力を高める
ことを強く望んでいる一方で、共和党も
政府支出についての従来の懐疑論を超
えて中国との競争への懸念を募らせて
いることから、ワシントンで両党の利害
が珍しく一致していることも、こうした展
開の背景にあります。

バイデン大統領の投資計画は、新型コロナウイルスのパンデミックに伴い発生したヘルスケア界の
サプライチェーンの課題も背景にあります。
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トランプ政権の時と明ら
かに違うことは、バイデ
ン政権は、国家安全保
障上の懸念がない取引
であれば、米国は外国
投資を歓迎すると再確
認したことです。

© Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, July 2021, AS0318

バイデン大統領の就任直後の動きの中
で注目を集めたものの一つは、重要な
サプライチェーンに関する調査を100日
間以内に完了するよう命じたことでし
た。6月上旬に発表されたレポートでは、
これらの課題を克服する手段として、国
内投資に大きく焦点が当てられていま
す。そのわずか数日後に上院は、5年間
で約2,500億ドルを米国内での先端技
術の開発と製造に振り向ける法案を、圧
倒的多数で可決しました。

これは、中国をターゲットとしてCFIUS
などの規制当局を積極的に利用してい
く取り組みが、今後沈静化していく可能
性があることを意味しているのでしょう
か？恐らくそうではないでしょう。バイデ
ン政権は、この点に関して新たに大きな
政策を発表していませんが、積極的か
つ慎重な姿勢で臨む意向を明らかにし
ています。例えば、中国の情報通信分野
の技術・サービスを米国のサプライチェ
ーンに導入するような取引を審査する権
限を商務省に与えるという、トランプ政
権の末期に公表されたルールの発効を
バイデン政権は認めたのです。バイデン
大 統 領 は 、裁 判 所 が 保 留して いた
TikTokやWeChatとの取引を禁止する
トランプ大統領の命令を取り消した一
方で、接続ソフトウェアアプリケーショ
ンは情報通信分野の技術・サービスの

新ルールに基づく精査対象であること
を明らかにしました。また、ホワイトハウ
スは、トランプ大統領がCFIUSに関連し
てByteDanceにTikTokの持ち分を売却
するよう命じたことについて、CFIUSとこ
れらの企業との間で継続的な協議が行
われている事実を認めました。

当面の間は、CFIUSが大幅な構造改革
を行うことはないと想定されます。その
一方で、ホワイトハウスによるサプライチ
ェーン調査や、上院で提出されている法
案に反映されている「産業競争力は国
家安全保障上の優先事項である」とい
う考え方が、同委員会の審議に反映さ
れ、その結果として、同委員会による精
査や軽減措置の対象となる可能性のあ
る取引の種類が増えることが予想され
ます。しかし、外国投資の価値に懐疑的
な見方を示していたトランプ政権内の声
とは明らかに異なり、6月にもバイデン
政権は、「国家安全保障上の懸念がな
い取引であれば、米国は外国投資を歓
迎し、評価する」という、トランプ以前の
多数の共和党政権および民主党政権の
見解を踏襲することを再確認したので
す。このことは、バイデン大統領が中国
の安全保障問題に強い姿勢を取り続け
ていることを考えると、有用かつ明確な
メッセージと言えるでしょう。
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