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投資家や多国籍企業の事業をと
りまく規制環境は、かつてないほ
ど複雑で変化しやすくなっていま
す。これは特に、急速に進化して
いる外国投資法に顕著なトレン
ドです。
投資家や多国籍企業の事業をとりまく
規制環境は、かつてないほど複雑で変
化しやすくなっています。これは特に、
急速に進化している外国投資法に顕著
なトレンドです。

M&A市場は2020年後半に回復しまし
た。これを受けて、2021年もディールメ
イキングの機会が増え続けると楽観視す
る向きもあります。とはいえ、課題も増え
てきており、依然として規制当局の介入
はディールが成立に至らない主な原因と
なっています。

パンデミックが完全に収束していないた
め経済状況が依然として不透明なうえ、
米中間を中心とした地政学的緊張が和
らぐ気配がありません。このような背景
から、外国投資制度の導入や改正が急
速に進んでいます。政府や規制当局は、
サイバーセキュリティ、重要技術、重要
なサプライチェーンなど、国家安全保障
上の新たな懸念事項の検討を続けてお
り、より保護主義的な姿勢を求める政
治的圧力の矢面に立たされています。

この最新の四半期レポートは、先日公表
した「M&Aモニター」に付随するもので

す。このレポートでは、投資家にとって重
要な問題と近日中に予定されている法
改正について最新情報をお知らせし、
外国投資にまつわるグローバルな趨勢
を首尾よく切り抜けていくための実践的
なガイダンスを紹介します。

今日の環境で成功を収めるためには、
急速に変化している状況を高度に理解
することが必要です。当事務所は、外
国投資や国家安全保障上のリスク評価
や、ディールに対する規制当局の審査プ
ロセスを、様々な産業や国・地域にわた
ってシームレスに管理してきた豊富な経
験を有しており、当事務所が擁する国際
的なチームは、政府機関の内外で培っ
た経験から得た深い知識を兼ね備えて
います。

変化し続ける規制環境の下で重要なデ
ィールを進めるために、最新の規制動
向に関する情報を入手し、入念な準備
を進めることが肝要です。外国投資の
分野で第一線の経験を有する当事務所
のチームも、その一助となれば幸いで
す。
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大統領就任後の数ヶ月間は、ジョー・バイ
デンは前任者であるドナルド・トランプの
レガシーの多くを覆してきたかもしれませ
んが、中国に関しては大きな方針転換を図
ることはなさそうです。バイデン政権の高
官が中国を「米国の安全保障上の最大の
長期的な脅威」と位置づけただけでなく、
バイデン大統領自身も、自国の地政学的
ライバルへの依存度を下げるため、重要な
サプライチェーンの見直しを急速に進める
よう指示しました。同時に商務省が、中国
を「外国の敵対者」と指定するトランプ時
代のサプライチェーン規制を、一挙に発効
させました。最近のアラスカでの米中会談
は、前政権時代と同様に激しい内容となり
ました。

米中関係の行く末は？
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政府高官は、CFIUSの審査には介入するより
も、進展を待つ可能性が高いものと思われま
す。

 「トランプ政権は、中国投資関連のディ 
ールのリスク緩和措置にはほとんど興
味を示しませんでした。しかし、バイデ
ン大統領の下ではそうはならないでしょ
う。CFIUSは、対象企業が先進技術や
重要インフラ、機密性の高い個人情報
に関係していない限りは、ボーダーライ
ン上にあるケースではリスク緩和措置に
ついての協議に積極的に応じてくるかも 

オバマ政権の後期には、北京が産業政
策や外国投資を利用して自国の戦略的
野心を実現させようとしていることへ
の懸念が高まり、対米外国投資委員会 
 （CFIUS）が指摘したリスクに基づいて、
いくつかの中国関係のディールが正式
にあるいは事実上阻止されたこともあり
ます。トランプ大統領が就任当初から経
済と国家安全保障を同一視したことと、
議会の超党派の懸念を受けてCFIUSの
権限が拡大されたことにより、中国に関
するディールの金額はトランプ大統領の
任期終了時には2016年のピーク時の約
15％にまで減少しました（ただし、北京
も同様に、投機的な買収や自国の目標に
そぐわないディールにブレーキをかけて
いました）。

バイデン政権はこれまで、米国の技術的
リーダーシップを確保する必要性を強
調してきましたが、この姿勢が中国との
明確な関連がない技術関連ディールへ
の介入の増加につながるかどうかは、未
知数です。しかし、中国関連ディールに
関してCFIUSが行った実質的なリスク分
析に基づいて述べるならば、今後4年間
は過去とかなり似通った状況が続きそ
うです。とはいえ、最近までインテリジェ
ンス・コミュニティーでCFIUSの分析活
動を支援していた経歴を持つ、フレッシ
ュフィールズのワシントンDCオフィスの 
新メンバーであるColin Costelloは、企
業が理解する必要がある変化が周辺的
な部分で生じるだろうと考え、次のよう
に述べています。

しれません。とはいえその場合でも、政
府高官としては、CFIUSの審議プロセス
に早急に介入するよりも、同委員会の審
査の進展を待つ可能性が高いものと思
われます。トランプ大統領が阻止したデ
ィールを見てみると、現在であってもほ
ぼ確実に阻止されそうなものもあります
し、大幅なリスク緩和措置を条件に実
現しそうなものもあります。また、CFIUS
が 「ブラックボックス」のような組織に戻
ることも考えられます。同委員会は進行
中の審査については常に口を閉ざしてき

ました。それでも、トランプ大統領の任
期の終わり頃には、同委員会の活動が
報道機関で数多く話題になっていたの
です。」

CFIUSの指導的地位を10年間（最上
級キャリア官僚としての4年間を含む）
にわたって務めた後で2018年にフレッ
シュフィールズに加わったパートナーの
Aimen Mirによると、同委員会の予算
は劇的に増加しています。彼は次のよう
に述べています。「CFIUSがリソースを
拡大して人的余力が確保されたなら、審
査のスケジュールがより予測可能になる
かもしれません。一方で、CFIUSに届出
がなされたすべてのディールについて、
より綿密な審査が行われることにもなる
でしょう。以前はリスクが見合わないと
されたディールでもリスク緩和措置が選
択肢として検討されるかもしれません。
また、届出対象でないディールの精査に
多くの人員が割かれるかもしれません。
つまり、クローズ後に審査を求められる
ディールが増える可能性があります。」

自国の技術、インフラ、機密個人情報を
保護したいという米国の意向は、北京と
直接関係のある買主だけでなく、すべて
の国際的ディールの買主に影響を与え
ます。当事務所のColinが強調する点と
して、このような投資を検討している企
業（特に届出が義務付けられた投資の
場合）は、CFIUSがどのようにディール
を分析するかを念頭に置いて事を進め
る必要があります。CFIUSのスタッフの
うち政治任用される高官は政権ごとに
変わりますが、実質的なリスク分析と勧
告を担当するキャリア官僚の入れ替わり
は、それよりもはるかに少なくなります。
彼らは、軍事応用の可能性のある先進
技術が関係するディールにおいて特に、
企業間の商業的なつながりが重大なリ
スクのベクトルとなり得ることを、認識す
るようになりました。Aimenによると、 
 「企業としては、中国企業とのサプライヤ
ー関係やジョイントベンチャーを純粋
に商業的な問題と考えるかもしれませ
んが、CFIUSとしては、それを技術移転
が発生し得るルートと考えるかもしれま
せん。」

バイデン大統領 
の下では、CFIUS 
は特定のボーダ
ーライン上にあ
るケースでは、リ
スク緩和措置に
ついての協議に
積極的に応じる
かもしれません
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国際貿易と広範囲の地政学にまつわる動
態は2021年のクロスボーダー投資にどの
ような影響を与えるのか？バイデン大統領
は欧米の同盟を再活性化するのか、それと
もEU・中国間の貿易協定は時代の変化を
示すものなのか？ブレグジット後の英国は
東側と西側のどちらを向いているのか？ 
習近平国家主席の優先順位は？これらの
疑問について、グローバルな視点から4人
のパートナーに聞いてみました

今後1年間の地政学、 
貿易、投資について

Aimen Mir 
ワシントンDCオフィス

トランプ 政権がとったアプロー
チの結果、EUは国際社会の中で
さらに自立した存 在となりまし
た。EU・中国間の包括的投資協
定をめぐる協議が妥結したことは
その好例と言えるでしょう。
しかし、バイデン大統領は、米国の伝統
的な同盟国との協力関係をより深める
ことを目指しており、最近の米国、EU、
英国による協調的な対中制裁は、状況
が変化したことを示しています。ほとん
どのEU加盟国は、技術保護、ガバナン
ス、イノベーションについてのアプロー
チを共通化して米国と協力することで、
中国が自国の基準を輸出しようとする動
きを抑制することを望んでいるように見
えます。バイデン大統領は確かに親近
感のあるパートナーとなるでしょう。と
はいえ、EUのリーダーたちが互いに協力
するのは、あくまで米国の基本的な政治
トレンドと4年後の選挙結果を見据えな
がらのことだと思われます。米中の関係
については、トランプ時代の基本的な経
済・安全保障上の懸念が残っています。
新政権と中国との間の最初の外交的交
渉のムードは、今後の困難を浮き彫りに
するようなものでした。しかし、両国が
共に関心を寄せる分野での発展を目指
して協力していくことを可能にするよう
な、是々非々の対応がなされる局面が増
えていくかもしれません。気候変動のよ
うに国際的な協力を必要とする優先課
題は、少なくとも志を同じくする国々の
間では、クロスボーダー投資を促進する
可能性があります。
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中国の投資家にとって欧州は、欧
州向けのインバウンド資金の流
入がピークだった2016年に比べ
て、はるかに面倒な投資先となっ
ています。中国が欧米に追い付い
ていないセクターや産業分野に
投資するディールをもう歓迎しな
い、というメッセージを欧州各国
の政府が繰り返し発信しているこ
とを受け、特に大きなディールや
戦略的なディールは発生していな
いものの、欧州の資産にはまだ
関心が向けられています。
もし、EU・中国間の投資協定が承認さ
れたとしても（この可能性は決して確実
ではありませんが）、国益を理由として
中国関係の投資計画を阻止するために
EU加盟国が外国直接投資に対する既
存の審査権を使用することが、この投
資協定によって妨げられるものではあり
ません。そのため、こうした類の決定が
EU・中国間の貿易関係にどのような影
響を与えるのかが今後注目されます。皮
肉なことに、同時に中国は外国投資規
制を緩和しており、自動車や機械などの
欧州産業は、パンデミックによる国内需
要が減少する中で中国市場への依存度
をこれまで以上に高めています。Aimen
が言うように、欧州は近年、米国からの
独立性を高めてきましたが、中国に対し
てどのような関係を築くかは依然として
未解決の難題のままです。

英国は伝統的に、世界で最も外
国投資に開かれた経済圏の一つ
です。
しかし、英国政府の投資相であるグリ
ムストーン卿は、12か月前に同相に就任
して以来、英国の新しい国家安全保障・
投資法案を踏まえ、ブレグジット後の時
代も引き続き英国が外国投資に開かれ
ていることを海外の投資家に確信させ
るために、力を尽くしてきました。この法
案では、国家安全保障上の審査のため
に、いくつかの「機密性の高い」セクタ
ーについて、ディールの届出を必須とす
る制度が導入されています。私たちは、
英国向けの投資に二の足を踏んでいる
投資家たちの話をこれまで聞いてきた
のですが、彼らは、新規立法や、競争・
市場庁がより積極的かつ介入的な規制
機関になったという認識の下で、英国投
資から撤退することが可能かどうかを心
配しています。英国政府は、現在の外交
環境の中で上手く立ち回ったうえで、新
しいルールが政治的なものではないこ
とを証明する、という難題を抱えていま
す。しかし、ブレグジット後の英国の貿
易上の地位、コロナウイルス及び米国の
政権交代を経て、英国は海外からの投
資を必要としているため、正しいバラン
スをとることが不可欠といえます。

英国と同様に中国も、国内産業
を継続的に海外投資家に開放す
る一方で、国家安全保障を理由
に海外投資の審査を強化すると
いう、矛盾しているように見える
二つの政策を進めています。
国家安全保障を確保するための審査体
制は以前から存在していたものの、政
府がより多くの調査を開始したのは最
近になってからです。しかし当面は、この
体制が中国の合併規制ルールほど積極
的に施行されることはないと予想されま
す。2021年は、第14次5カ年計画（2021
～2025年）の実施初年度にあたり、中国
政府は「高速」ではなく「高品質」な成
長を目指すとともに、「ハイエンド、イン
テリジェント、かつエコフレンドリーな
生産 」を追求しています。これらの分野
への外国投資の参入は今後も歓迎され
るでしょうし、中国の国家安全保障ルー
ルは、外資を抑制するために過度に適
用されるよりも、「防御」措置として適用
される可能性が高いでしょう。
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昨年、世界の各国・地域では、外
国投資法の新設や改正がかつて
ないほどのスピードで行われ、買
主と売主の双方にとってディール
の計画がより複 雑になっていま
す。刻々と変化する外国投資法に
より、ディールの当事者たちは、
これまでのようにサイン前だけ
でなく、サインからクローズまで
の全期間において、自社に課せら
れた届出義務を継続的に評価す
ることで、予期せぬ遅延やコスト
を管理（対応）する必要がありま
す。
過去1年間で特に顕在化した外国直接
投資のリスク分野として挙げられるの
は、特定のディールを捕捉するため、あ
るいは新たに発生した特定のリスクに対
して遡及的な保護を確保するために、デ
ィールが「インフライト」なうちに規制
当局が法律を導入しようとする状況で
す。

•   香港証券取引所がロンドン証券取引
所（Borsa Italiana Groupを含む）の
敵対的買収を発表した後、イタリア政
府は新規の措置を迅速に承認し、ミラ
ノ証券取引所を招かれざる外国投資
から保護するための特別な権限を同
取引所に与えました。これらの変更は
わずか数日のうちに採決され、ほぼ即
座に発効しました。

•   2020年3月、スペイン政府はコロナウ
イルスのパンデミックの影響に対応し
た外国投資法を承認しましたが、これ
は改正規則の発効前にサインされ、
クローズしていないディールにも遡っ
て適用されました。

•   2020年11月に英国政府が発表した法
案は、まだ正式に法律として採用され
ていないにもかかわらず、法案発表当
日（またはそれ以降の任意の時期）に
サインされてクローズに至っていない
ディールに遡る適用権限を含んでい
ます。

•   EUの外国直接投資制度は現在、効果
的な時間稼ぎと、国内の法定審査期
間を超えた審査延長の手段として、
一部の国家機関が利用しています。こ
れもまた、規制当局が新たに導入した
戦術のうち、昨年のディールメイキン
グのスケジュールに影響を与えたもの
の一つです。

変化が急速な法律によって、予期せぬリ
スクがもたらされることがありますが、
継続的な分析とホライゾンスキャニング 
 （特に政治的状況と、ディールに対する
一般的認識についてのもの）は、そうし
たリスクを予測し、軽減するのに役立ち
ます。ディールの当事者は、潜在的な政
治的懸念を初期段階のディール分析に
おいて評価したうえで、この評価の感度
に応じて、契約上の十分な柔軟性を確保

するとともに、サインからクロージングま
での期間中にステークホルダーへの積
極的な働きかけを行う必要があります。

急速に変化する外国直接投資の
審査体制が「インフライト」ディールに
与える影響

急速に変化する
法律に対応する
には、ディール
の当事者は初期
段階のディール
分析において、
政治的懸念を評
価する必要があ
ります。
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フランスが拡大した
権限によって
二つのディールを阻止

Carrefourの買
収取引に対する
決定は、フラン
ス政府が「重大
な（critical）」
セクターを広義
に解釈するつも
りであることを
示しています。

ブルーノ・ル・メール経済財務大臣は、カナダのCouche-TardによるCarrefourに対する買収を阻止しました。

ディールが欧州で阻止されるこ
とはこれまで珍しいことでした
が、2020年末から2021年初めに
かけて、フランス政府が強化・拡
大された外国投資審査制度に基
づき、2件のディールを相次いで
阻止しました。
カナダのコンビニエンスストアチェーン
のCouche-Tardによるフランスの大手小
売企業のCarrefourに対する買収提案
の可能性は、フランスのブルーノ・ル・メ
ール経済財務大臣によって摘み取られ
ました。入札が発表されたわずか数日
後、同大臣は投資家側からの正式な通
知がある前に、このカナダ企業グループ
に「丁寧で明確かつ決定的な拒絶」を
送りました。フランス政府は、この二つ
の食品小売グループの間で提案された
ディールを、フランスの食料安全保障に
影響を与えるという理由で戦略的セクタ
ーに関わるディールであるとみなしまし
た。これにより同政府は、次々と新しい
名前が加わる戦略的セクターのリストを
さらに広義に解釈することで、ル・メー
ル大臣が認めたように「数千の企業」に
までその範囲を拡大する、という意思を
示したのです。

一方、米国の防衛機器製造業者である
Teledyneが軍事ソリューションのパイオ

ニアであるPhotonisを買収しようとした
試みの阻止は、それほど簡潔になされた
わけではありません。この米国コングロ
マリットとフランス政府と間の約1年に
わたる交渉は、騒然とした幕引きを迎え
ました。当初、フランス政府が注力して
いたのは、フランスの戦略的利益を守り
つつ、経済的魅力も維持できるようなコ
ミットメントのパッケージをTeledyneに
対して策定することでした。そして2020
年末までに、Teledyneはフランスの公
的投資銀行であるBpifranceに少数の
株式保有権と拒否権を与えるなど、一連
の厳しい条件に最終的に同意したので
す。しかし、同国政府は、Photonisの活
動は戦略的重要性が高く、潜在的なコミ
ットメントの有無にかかわらず、フランス

国外のプレーヤーが管理することはで
きないと結論づけ、フロランス・パルリ
軍事大臣を通じて土壇場での方向転換
を発表したのでした。その後、Photonis
はフランスの投資グループであるHLD
に3億7000万ユーロで買収されたのです
が、これはTeledyneが当初提示していた
5億ユーロを大幅に下回る金額でした。

この二つの事例は、特にパンデミックと
いう状況下において、経済的魅力よりも
国益の保護を優先するというフランス政
府の明確な姿勢を示しています。実務的
には、将来の外国人投資家は、国益を守
るために審査権限をますます広範で柔
軟にしようとするフランス政府の姿勢に
直面しなければならないでしょう。
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ドイツが 通信事業者の 
買収を阻止、
外国直接 投 資に対する 
審査権限の強化を目指す

A d d s i n oによる通
信会社 IMSTの買収
計画は、ドイツ政府
により阻止されまし
た。

先日、ドイツの経済エネルギー省は、中
国の国有防衛企業CASICの子会社である
Addsinoによる技術通信会社IMST GmbH
の買収計画が公共の秩序や安全を脅かす
可能性があるとして介入し、買収を阻止し
ました。
同省は、過去に多額の公的資金を受けていたIMST
が、衛星通信、レーダー、無線技術の分野で、ドイ
ツの技術的主権に不可欠とみなされる安全保障上
重要なノウハウを有していることを、この異例の禁
止措置の理由として強調しました。同省が述べた考
えによると、5Gや6Gといった重要インフラの開発
にIMSTの知見が重要とのことです。IMSTは、ドイ
ツ航空宇宙センターの重要なパートナーであり、ド
イツ軍に製品やサービスを提供してきました。

この決定は、ドイツ政府が外国投資の審査規則の
さらなる強化を進めようとしていることを背景にし
ています。同省は1月に規則案を発表しました。こ
の規則案は、EUスクリーニング規則からの提案事
項に従ったものであり、その他のさまざまな問題に
ついて明確な説明を含んでいます。

この規則案では特に、届出が義務化されるカテゴ
リーの数が11から27に拡大されました。追加され
たカテゴリーは主に、重要な技術や重要なサービ
スに関するものとなっています。防衛セクターでは、
輸出規制の対象となっている商品が関係するディ
ールや、機密の知的財産権に基づいている商品が
関係するディールの場合、届出が義務化されます。

また、この規則案では、審査対象を拡大して、現行
の閾値である10%あるいは25%を下回る議決権の
買収も対象とすることが盛り込まれています。これ
らの上限を下回る買収であっても、投資家が他の
影響力行使の手段（例えば、取締役会の議席や拒
否権、情報請求権）を取得する場合や、異なる国の
投資家による並行投資の合計が閾値を上回る場合
には、将来的に外国投資規制の対象となる可能性
があります。

上記のIMSTの事例はレアケースかもしれないもの
の、現在提案されている新規則が示しているのは、
ドイツ政府が外国直接投資を審査する管轄権を拡
大し、公共の秩序や安全に影響を与える可能性が
あると考えられるケースに厳格な精査を適用したい
と望んでいる、ということです。
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