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外国投資に関する
最新トレンドと 
ホットトピックス
今回の外国投資モニターでは、目
まぐるしく変化する外国直接投資
審査の世界における5つの重要テ
ーマにスポットライトを当てていき
ます。

まず、英国の新しい国家安全保障
制度について深く掘り下げ、同制度
の導入から4カ月を経て得られた
知見を紹介します。今回の外国投
資モニターを作成するにあたって
私たちは、届出プロセスが実際に
どのように機能しているか、英国政
府の投資安全保障局がどのように
届出を取り扱っているか、どのよう
な取引が審査の対象範囲に含まれ
るのか、届出を怠った場合にどの
ような罰則が発生するのかについ
て、調査しました。

それに続いて、半導体を取り上げます。半
導体は非常に重要な技術であり、各国政
府が厳重に保護しています。米国とEUで

最近導入された半導体関連の2つの重要
な法律について考察したうえで、半導体
関連資産への外国投資を制限するため
に外国投資規則がどのように利用されて
いるかを概説していきます。

その他には、EU加盟国が自国の外国投
資法を用いて他のEU諸国からの域内投
資を阻止することがEU法に違反するのか
どうかを検討し、ファンド投資においてフ
ァイナンシャルスポンサーがなぜリミテッ
ドパートナーの身元に注意する必要があ
るのかを説明し、米国政府が自国内企業
による対中投資を制限する動きは米国以
外の国・地域にも広がる可能性があるの
か否かを考察します。

これまでと同様、外国直接投資について
ご相談がございましたら、ご遠慮なくお
知らせください。また、外国投資モニター
の改善点についてのご意見や、次回以降
のテーマについてのご提案もございまし
たら、お知らせいただけると幸いです。
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導入から4カ月が経過した 
英国の国家安全保障制度 
について ― これまでの動向
2 0 2 2年1月4日、国家安全保障
上のリスクについて取引を審
査するため、投資安全保障局
（Investment Security Unit）
が英国政府内に新設されました。
同局は、対内直接投資の分野にお
いて英国初の義務的かつ一時停
止的な届出制度が、「審査実施要
求（call-in）」権限の拡大ととも
に導入されたことに伴い、大量の
届出に対応する能力を備えていま
す。

それから4ヶ月が経過した今、これまで
の動向を振り返り、投資家と企業にとっ
て重要かつ実務的なポイントを紹介しま
す。

投資家や企業が必要とする確実性
を提供できる、よりシンプルかつ
迅速な審査プロセスとなっている
か？

英国政府は、同国の審査制度を、「投資
家にとってよりスムーズで迅速なものに
し、決定までのタイムラインを明確にし、
事務手続きを円滑化することで、確実性
と透明性を提供する」ことによって、「21
世紀にふさわしいものにする」と約束し
ていました。大量の届出にもかかわらず、
当初の気配としては、投資安全保障局は
政府が表明した意向をおおむね実現して
いるようです。

•  投資安全保障局が提供しているオンラ
イン届出ポータルは、簡単に使用でき
ます。買収者は、各当事者と取引に関
する情報を求めるフォームに記入しま
す。複数の直接・間接の買収者が存在
するためにあまり単純ではない取引構
造の場合には、フォームの規定要件に
よって届出が複雑になることがありま
すが、この問題は多くの場合、次善策
によって解決できます。

•  私たちの経験では、投資安全保障局
は届出を迅速に受け付けており（通常
1～2営業日以内）、最初の30営業日以
内にはほとんどの取引の審査を余裕を
持って完了しているようです。しかし、
投資安全保障局は最初の30営業日の
審査期間中に情報提供を要求した場
合でも審査期間の進行を止める（stop 
the clock）ことができないため、当事
者としては取引に「審査実施要求」が
発生することを避けるため、追加情報
を要求された場合には迅速かつ正確
な情報提供を心掛ける必要がありま
す。

•  「審査実施要求」が発生した場合、追
加で30営業日の審査期間が発生しま
す。さらに、45営業日の延長が可能で
あり、当事者が合意した場合はさらな
る延長もあり得ます。国家安全保障上
の懸念が指摘され、問題解消措置が
必要とされる可能性がある場合に、ど

の程度延長が適用されるのか、また、
このプロセスは政府が約束した効率性
に見合ったものかどうかは、まだはっき
りとはしていません。

•  投資安全保障局は、当事者との非公式
な協議に前向きな姿勢を見せていま
す。また、同局は、可能な限り実際的な
アプローチを取ることで、投資家が審
査プロセスの事務的要素をうまく処理
して法定の規則について解釈する際の
支援を提供しようとしています。

しかし、外国直接投資のこの審査
制度が対象としている取引の範囲
は広く、違反した場合の制裁は厳
しいものに

取引の対 象 企 業 の活 動 が、規 定され
た17つの「戦略的セクター（strategic 
sectors）」のいずれかに該当し、かつ取
引が支配権の変更を伴う場合には、届出
が必須となります。

•  各セクターの定義は非常に専門的であ
るため、対象企業に対する相当な事前
のデューディリジェンスが必要となる
場合があります。この17つのセクター
は、「先端技術」、「重要な国家インフ
ラ」、「防衛」、「英国政府の重要サプ
ライヤー」に大別されます。これらのセ
クターの定義は、英国政府が同国の国
家安全保障上のリスクがあると判断し
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深刻なケースでは、国務大臣は、犯
罪捜査のために企業・個人（取締役
など）を警察に委ねることも可能で
す。

ている分野を、最もよく示していると
言えるでしょう。いくつかのセクターに
ついては、外国直接投資の審査制度
に関する政府内協議の過程で定義が
大幅に簡素化されました。一方で、国
家安全保障上の懸念をもたらすことが
明らかではないセクターであるにもか
かわらず、そのセクターでわずかな活動
しかしていない企業も該当してしまう
ほど幅広く定義付けられているセクタ
ーも残っています。

•  投資家は、新法における支配権の変更
の評価が、一般的な合併規制制度で
慣れ親しんでいるアプローチと完全に
一致しているわけではなく、用心しな
いと痛い目を見てしまう罠が新法には
大量に含まれていることに、注意する
必要があります。例えば、最終的な受
益者に変更がない純粋な内部再編の
場合であっても、届出義務が生じる可
能性があります。また、一部の合併規
制制度とは異なり、公開買付に伴う株
式取得についての免除制度は存在し
ません。したがって、投資家は英国の
規則の特殊性をよく理解し、組織再編
や株式取得の際に違反がないように
注意する必要があります。

対象企業の活動が届出が必須のセクター
に密接に関連しているか、対象企業の活
動が届出義務が生じる範囲に該当するも
のの投資家が企業に対する重要な影響
力を得るだけであるか、または、資産の
取得のみを伴う取引の場合、念のため法
的確実性の観点から自主的な届出を行
うことが望ましい場合があります。仮に自

主的に届出をしなくても、5年間にわたっ
て「審査実施要求」が発生する可能性が
あるのです。

対象となる取引であるにもかかわらず届
出を怠った場合、重大な罰則が課せられ
ます。

•  国務大臣は、企業や個人（取締役な
ど）に対して、新法に定められた上限
額（個人の場合は1000万ポンド、企業
の場合は1000万ポンドまたは支配下
にある子会社を含めた世界の総売上
高の5%のいずれか高い方）を上限とし
て、罰金を科すことができます。

•  深刻なケースでは、国務大臣は、犯罪
捜査のために企業・個人（取締役な
ど）を警察に委ねることも可能です。

•  そのような場合、取引は法律上無効と
みなされ、買収者と対象企業の双方が
影響を受け、重大かつ複雑な問題が
生じます。

制度はまだ発展途上 ― 投資安全
保障局が年次報告書と実績を公表
する際に詳細が判明

同制度は依然として初期段階にあるた
め、適用されるケースと適用されないケ
ースとの間の微妙な差異を理解するため
には、直接の経験が重要となります。特
に、投資安全保障局の意思決定や業務
プロセスについてはあまり透明性が高く
ないため、こうした直接の経験が必要で
す。

今後数ヶ月が経ち、投資安全保障局が最
初の年次報告書を発表する際に、届出の
全体数、タイミング、セクター、結果につ
いて、詳細な情報が明らかになるでしょ
う。同時に、国家安全保障上の綿密な評
価により懸念が生じた取引に対して問題
解消措置が最終決定されたケースも明ら
かになるでしょう。新法では、年次報告書
で一定の情報を公表する義務が投資安
全保障局に課されているものの、個々の
事例の詳細を公表する法的義務は、国家
安全保障上の懸念を解消するために「最
終命令」（つまり問題解消措置）が課さ
れた場合のみあります。

投資安全保障局は、年次報告書で求めら
れる統計情報に加え、同局が受け付けた
届出の種類や「審査実施要求」の対象と
なった取引の詳細を含んだ市場ガイダン
スノートを公表するものと思われます。こ
のノートは、当事者が取引を届け出るべ
きかどうかを判断する助けになることで
しょう。

特に、投資家からの信頼を高めるために
規則の明確化が必要な状況や、懸念が生
じる可能性が極めて低いという理由で政
府が権限を行使して特定の種類の取引や
買収者を審査から除外する必要のある状
況で生じる問題については、投資安全保
障局は引き続き同制度に関するフィード
バックを歓迎しています。

実務上発生する問題や、同制度が特定の
取引や取引構造にどう適用されるのかに
ついてご相談がございましたら、弊事務
所の担当者までご連絡ください。
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半導体不足をきっかけとした 
新規制の導入
近年、新型コロナウイルス感染症
の流行により、産業界は先端半
導体不足の深刻化に直面してお
り、2021年半ばには自動車産業が
ほぼ生産停止状態に陥るなどの問
題が発生しました。その結果、小さ
いけれども非常に重要な製品であ
る半導体チップが、急速に世界の
政策立案者や政府の注目の的とな
るに至りました。

このセクションでは、国内生産を促進す
るために米国とEUで導入された2つの重
要な法律について検証し、外国投資規則
が半導体取引にどのように適用されてい
るかを検討します。

EUと米国が自国内生産を促進す
る半導体法（Chips Act）を導入

EUと米国はいずれも、自国内の半導体産
業を振興する目的で半導体法を導入しま
した。

EUの半導体法では、EUが半導体の技
術主権を達成することを目的として、国
庫補助金の制度改善、研究センターの
新設、産学協力の促進を組み合わせた
施策に、焦点が当てられています。同時
に、EUは、特にハイテク分野で外国から
の投資先として魅力的な存在であり続け
ることも志向しているのですが、常に（自
国内の）供給の安全性を確保することを
重視しています。

米国半導体法（CHIPS for America Act： 
2021年度国防権限法で成立し、予算は議
会で審議中）は、半導体の研究・開発・
製造における米国の地位を強化するこ
とを目的とした法律です。この法律は、
米国内の半導体製造工場（「ファブ」）
の建設や近代化に対する財政的なイン
センティブを提供するとともに、多国間
半導体セキュリティ基金（Multilateral 
Semiconductors Security Fund： 米国
と国際パートナーとの間で共通の資金調
達メカニズムを構築することにより、安全
な半導体サプライチェーンを促進するこ
とを目的としたもの）の枠組みを定めて
います。

厳格な外国投 資審査が半導体産
業への外国投資を複雑にしている 
― Siltronicの事例

このような背景から、買収による欧州
の半 導 体産業への投 資は慎重な精査
の対 象となっています。最新の事例で
は、2022年1月、台湾のGlobalWafersに
よるドイツのSiltronicの買収提案が、ド
イツ連邦経済省が期限内に外国直接投
資認可を与えなかったため、断念されま
した。

この不成立に終わった取引は、台湾企業
が今後欧州のハイテク産業に投資する
際に直面するであろう困難を物語ってい
ます。しかし、Siltronicの事例では、ド

イツ政府が取引を承認できなかった背
景には、政治的な動機は無かったのかも
しれません。同省は、ドイツの顧客に重
大な影響を与えるであろう合併規制上
の約束事項（「最恵国待遇」条項など）
を取引の当事者が中国当局に与えたと
いう情報を、審査期限のわずか2週間前
に入手したのです。とはいえ、近年、半導
体産業における外国投資家に対する規
制や発言が強まっているのは事実です。
例えば、現状のドイツ外国直接投資命令
では、半導体が重要技術とみなされてお
り、Siltronicによる買収取引のようなケ
ースでは外国直接投資届出が義務付け
られています。しかし、同命令が導入され
る以前は、半導体投資は一般的な外国直
接投資の審査制度の対象となるだけで
した（実際、Siltronicの取引の審査は、
自主的届出を発端として行われたもので
す）。

2021年4月にイタリアで起きた、中国政
府系の深圳投資控股有限公司によるミラ
ノの自動車用半導体サプライヤーである
LPEの買収が阻止された同様の事例は、
欧州各国の政府がサプライチェーンの安
全性に極めて敏感で、半導体産業への外
国投資を批判的に見ていることを示して
います。
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国際的な安全保
障の見通しにつ
いて不透明感が
増していること
で、半 導 体 の 供
給不足がさらに
進む可能性があ
ります。

台湾の投資家はより厳しい監視の
目にさらされる可能性

Siltronicの事例では、GlobalWafersが
台湾に拠点を置いていることも関係して
いたかもしれません。欧米と中国との間
で地政学的な緊張が高まっている現在、
台湾からの投資はより厳しい監視の目を
欧米各国の政府から向けられる可能性が
あります。

対照的に、米国企業であるIntelは、欧
州での先端半導体工場の計画に際し、
何の障害にも直面しませんでした。グリ
ーンフィールド投資であったため、Intel
はドイツの外国直接投資の認可を必要
とせず、同国の経済大臣はこの投資につ
いて「欧州のデジタル主権にとって重要
な一歩」とまで述べているのです。しか
し、GlobalWafersの買収提案は、Intel
による投資と同様にドイツ国内の半導
体生産能力の拡大につながる可能性が
あったにもかかわらず、肯定的に捉えら
れることがなく、経済省は「ドイツのハ
イテク資産の流出」の可能性と「サプラ
イチェーンの安全保障」への脅威を強
調しました。もう一つの可能性として、投
資のタイプの違いが、投資に対する評
価の違いにつながった可能性もありま
す。Intelが新工場への投資を行ったのに
対し、GlobalWafersは欧州の既存事業
の買収を試みたため、国内の資産や知見
の流出が懸念されたのかもしれません。

米国では、2018年から2020年にかけて、
対米外国投資委員会（CFIUS）が台湾か
らの16件の届出を審査しました。現在ま
でに、CFIUSの勧告を受けて大統領が台
湾からの投資を禁止したことはありませ
んが、自主的に断念された取引や大幅な
問題解消措置が講じられた案件の数が
どれくらいなのかは、CFIUSの厳格な法
令上の守秘義務により、不明となってい
ます。台湾からの投資がもたらす潜在的
なリスクについてCFIUSが下す判断に影
響を与える要因の例としては、台湾から
中国への技術移転に関する懸念、台湾企
業を標的とした中国のサイバー活動、米
国国防省が台湾製半導体に依存すること
で生じるサプライチェーンの脆弱性など
があります。

展望：ハイテク投資に対する監視
の目は厳しくなる

ハイテク産業への外国投資、特に中国や
台湾とつながりのある投資家からの投資
については、慎重に評価される必要があ
り、欧州と米国ではいずれも大きなハー
ドルに直面する可能性があります。また、
国際的な安全保障の見通しについて不
透明感が増していることで、半導体の供
給不足がさらに進み、結果として、半導体
投資に関する欧米の外国直接投資規制
がさらに強化される可能性があります。
特にハイテク分野での取引を検討する際
には、こうした動きを注視する必要があり
ます。
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外国直接投資における 
リミテッドパートナー
ファイナンシャルスポンサー（投資
ファンドなど、投資そのものを事業
としている投資元）が新たなポート
フォリオ企業を買収しようとする際
に、その取引に適用され得る外国
直接投資の規制プロセスにおいて
リミテッドパートナー（有限責任組
合員）がもたらす影響について、十
分に考慮していないケースが見受
けられます。しかし、こうしたリミ
テッドパートナーは、ますます外国
投資審査において精査の対象とな
っているのです。

外国直接投資の審査制度の観点からは、
すべてのリミテッドパートナーが同じとい
うわけではありません。リミテッドパート
ナーの権利が、法律上・会社上・税務上
の要件を満たすうえで十分な程度まで制
限されているとしても、リミテッドパート
ナーの特定の権利を原因として、外国直
接投資審査上の届出義務が発生するか
もしれません。さらに、リミテッドパート
ナーとポートフォリオ企業によっては、リ
ミテッドパートナーに与えられた利益が
典型的なリミテッドパートナーの権利だ
けであったとしても、時として、ファンドに
よるポートフォリオ企業の買収に対する
規制当局の懸念の発生源となり得るので
す。その結果、外国直接投資審査の所轄
当局が、そのような投資家（またはその投
資先であるファンド）についての情報開
示や保証を求めてくる場合があります。

要するに、規制当局の観点からは、リミテ
ッドパートナーにまつわるリスクが必ずし
も少ないわけではない、ということを、フ
ァイナンシャルスポンサーが理解するこ
とが重要なのです。このセクションでは、
この進化するリスク分野について解説し
ます。

開示義務

外国直接投資の審査制度で買収者の所
有権と支配権の構造に関して求められる
情報開示の程度は、制度ごとに異なりま
す。外国直接投資の審査では、リミテッド
パートナーの国籍の組み合わせや、投資
ファンドへの政府機関の参加の有無に関
連して、一般的な開示が求められる場合
があります。例えば、米国では、政府系の
出資が存在するのであれば、その性質や
規模にかかわらず開示することが要求さ
れています。また、欧州の一部の国・地域
では、一定の基準（例えば、ファンドへの
出資比率が10％以上の場合）を超える政
府の出資があれば開示することが要求さ
れています。

また、特定のリミテッドパートナーが大き
な役割を担っていると判断される場合、
そのリミテッドパートナーについて詳細
な情報開示が必要とされるかもしれませ
ん。例えば、一人のリミテッドパートナー
で構成されるファンドや、単一の国に属す
る複数のリミテッドパートナーのみで構
成されるファンドについては、完全な情
報を開示する義務が発生する可能性が高
くなります。

リミテッドパートナーシップ契約に関す
る追加開示（契約書の要約または全文 
の提出）は米国では珍しくなく、欧州でも
これが求められるケースが増えてきてい
ます。状況によっては、こうした開示の対
象が、サイドレター（補足文書）、諮問委
員会の議事録、およびゼネラルパートナ 
ー（無限責任組合員）またはゼネラルマ
ネージャーに関する特定の内部文書にま
で及ぶことがあります。一般的に、規制当
局がこの種の文書を要求してくる場合に
確認しようすることは、ファンドのリミテ
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リミテッドパートナーの関与やリミテッドパートナーに
関する懸念が軽減されない場合、最終的に規制当局が
全面的な禁止判断を下してくる可能性があります。

ッドパートナーが、リミテッドパートナー
に通常与えられる権利とアクセス権のみ
を有している受動的投資家に実際に該当
しているか否かです。

管轄機関による届出義務の有無に
関する分析への影響

もう一つ重要な点として、独立して届出義
務を負うリミテッドパートナーや、取引の
報告義務の有無についての分析に影響
を与えるリミテッドパートナーが存在する
か否かを検討するべきです（このことは、
外国直接投資の審査制度に限らず、合併
規制の審査制度（非支配的少数株主の
持分の申告が求められる合併規制制度
もあります）でも同様です）。

リミテッドパートナーは、多くの外国直接
投資（または合併規制）の審査制度の届
出基準値を下回るような、間接的で主と
して受動的なマイノリティ投資を担って
いることが多いのですが、制度によって
は基準値がかなり低く設定されているこ
とも考慮することが重要です。例えば、ド
イツとイタリアの外国直接投資の審査制
度は、10％以上の持分の取得に適用され
ます。ただし、ドイツの制度は、リミテッド
パートナーが議決権を保有していない場
合には適用されません。米国では、特定
の米国企業に対する規制対象投資の管
轄権をCFIUSが有しており、この管轄権
は、投資家が持つ権利に応じて、あらゆ
る規模の非受動的マイノリティ投資も対
象とすることがあります。届出義務が発
生するか否かの分析においてCFIUSは、
投資家が諮問委員会への参加やサイドレ

ターに基づいて、取締役やオブザーバー
を務める権利、特定の情報にアクセスす
る権利、あるいは（該当する場合には）
議決権を超えて特定の意思決定に関与す
る権利を投資家が有するかどうかを考慮
します（これらの権利の行使の有無を問
いません）。CFIUSは、自らの管轄権に基
づいて届出義務の有無について分析を行
う際、同一の外国政府が所有または支配
するリミテッドパートナーの持分を合算す
ることができます。

サイドレターは、リミテッドパートナーに
一定の権利を与えるために使用できるも
のですが、管轄機関による規制上の分析
にリミテッドパートナーが与える影響を低
減するために使用されることも少なくあり
ません。サイドレターによって権利やアク
セス権を放棄することは、管轄下の規制
対象投資をリミテッドパートナー自身が
独自に行っているわけではない、というこ
とを示す一つの手段になり得ます。

重要な検討事項

リミテッドパートナーは、受動的な投資
家であっても、取引についての実証的分
析の結果に影響を与える要素となる可能
性があります。特定の国・地域に属する
特定のリミテッドパートナーまたはリミテ
ッドパートナーのグループが大きな役割
を担っている場合、場合によってはリスク
分析と結果に影響がある可能性がありま
す。実際に、現在と過去の地政学的な展
開を考慮すると、特定の国・地域に属す
るリミテッドパートナーに対する監視の目
が厳しくなっていることが分かります。

規制当局はますます詳細な情報の開示
を要求するようになっており、リミテッド
パートナーが投資やポートフォリオ企業
についての意思決定において法的な権利
を有さない真の受動的投資家である、と
いうことを証明するだけでは、もはや十
分ではなくなっているのかもしれません。
規制当局の潜在的な懸念を払拭するた
めに、特定の投資からリミテッドパートナ
ーや共同投資家を切り離すなど、さらな
る保障措置が必要な場合があります。リ
ミテッドパートナーの関与やリミテッドパ
ートナーに関する懸念が軽減されない場
合、最終的に規制当局が全面的な禁止判
断を下してくる可能性があります。

単一のリミテッドパートナーまたは同じ
国・地域に属する複数のリミテッドパート
ナーで構成されるグループが、ファンドの
過半数または支配的な少数株主持分を
保有している場合、その投資が本当に受
動的投資であると規制当局を説得するの
は困難である場合があります。例えば米
国では、中国の大手投資ファンドの完全
子会社を唯一のリミテッドパートナーとす
る米国系プライベート・エクイティ企業に
よる買収提案を、CFIUSが阻止しました。
欧州では、特定の国・地域に属するリミテ
ッドパートナーの関与について、規制当
局が情報提供を条件として課すなど、保
障措置や条件を強化するよう要求してい
る事例が見受けられます。こうした条件
の一例は、ゼネラルパートナーおよびマネ
ージャーに、投資ファンドの構成やリミテ
ッドパートナーの身元について常に規制
当局に最新情報を提供させる、というも
のです。
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このような評 判
上のリスクを回
避するためには、
ファンドマネジ
ャーが国家安全
保 障リスクに対
する規制当局の
考え方を理解す
ることが必要で
す。

新しいファンドを設立する場合や、既存
のファンドに新しいリミテッドパートナー
を加える場合に、ファンドは評判上のリ
スクを認識する必要があります。このリス
クは、リミテッドパートナーの選択や投資
先の技術やセクターに左右される可能性
があります。一般的な話として、規制当局
は、プライベート・エクイティ企業やベン
チャー・キャピタル企業が調達する資金
には、様々な国・地域（規制当局が直接
投資においてハイリスクであるとみなす
国・地域を含む）に属する民間のリミテッ
ドパートナーと政府系のリミテッドパート
ナーの両方の資金が含まれていることを
理解しています。しかしながら、規制当局
は、ハイリスクな国・地域に属するリミテ
ッドパートナーの持分が著しく集中して
いるファンドや、機密性の高い技術（例：
人工知能）やセクター（例：重要インフ
ラ）に投資しようとするファンドについて
は、否定的な推論をしてくる可能性があ
ります。このような評判上のリスクを回避
するためには、ファンドマネジャーが国家
安全保障リスクに対する規制当局の考え
方を理解し、それに基づいてリミテッドパ
ートナーや対象企業を選定することが必
要です。

組織再編やボルトオン投資を視野
に入れる

初回の投資が済めば外国直接投資の審
査も終わりを迎えるとは限りません。ファ
ンドによる買収が完了した場合であって
も、ファンドのリミテッドパートナーの構
成の変更が精査対象となる状況が様々
に存在します。そのため、すべての段階で
投資家の構成を考慮することが重要で
す。

例えば、組織再編、投資家の追加、ポー
トフォリオ企業レベルでのボルトオン取
引はいずれも、外国直接投資の届出義務
の発生（つまり、投資家構成の変更の開
示の必要性）をもたらす可能性がありま
す。具体的には、米国だけでなく、欧州
の一部の国・地域では、完全に内部的な
組織再編であっても、強制的な届出義務
が発生することがあります。特定の国・地
域では、ファンドに新たなリミテッドパー
トナーを加えるだけでも、外国直接投資
の審査が再開される可能性があります。
また、そうした追加審査が実施される場
合、あるいはファンドが新たにポートフォ
リオ企業の買収を行う場合、その間にフ
ァンドのリミテッドパートナーの構成に生
じた変化（特に、その変化がハイリスク国
に属するリミテッドパートナーの追加を
伴う場合）は、審査に影響を与える可能
性があります。
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EU域内投資を 
EU加盟国が審査 
することは、EU法 
に違反するのか？
欧州委員会は、EU加盟国の外国
直接投資の審査制度をどう考える
のかについて、転換点を迎えてい
るのかもしれません。ハンガリー
について欧州委員会が最近下した
決定では、ハンガリーの外国直接
投資当局の拒否権が無効化されま
した。この決定は、欧州委員会が
審査メカニズムや各国当局の決定
を注意深く監視していることを示
唆しています。

それでは、自国の制度がEU法を
遵守しているかどうか、より多くの
EU加盟国が気にかけるべきなの
でしょうか？

欧州委員会は、2022年2月21日に発表し
た決定（M.10494 – VIG/AEGON CEE）
において、Vienna Insurance Groupによ
るAEGONのハンガリー子会社の買収に
対する、ハンガリーの安全保障上の理由
からの拒否権行使は、EU法違反にあた
ると判断しました。その後、欧州委員会は
この取引を無条件で承認しました。欧州
委員会は、この取引が社会の基本的利益
にどのような脅威を与えるかが不明確で
ある以上、ハンガリーによる拒否権行使
は、EU合併規則（EUMR）第21条に違反
するとの見解を示したのです。

限 定的な状 況を除き、EU域内の
企業結合についての最終決定権は
EUにある

EU合併規則第21条に基づき、欧州委員
会はEUでの市場集中を審査するための
独占的な管轄権を有しています。EU加盟
国は、自国の「正当な利益」（例えば、公
共の安全、メディアの多様性、プルデンシ
ャル・ルール（健全性規則）など）を守る
ための措置しか講じることは許されてい
ません。「公共の安全」という言葉は狭
義で解釈され、加盟国の本質的安全保
障（国家安全保障）上の利益、すなわち
防衛部門と防衛関連活動のみが該当す
ることになります。なぜこのように狭義の
解釈が定められているかというと、EU内
の資本の自由な移動を保護するためであ
り、これを覆すことができるのは、国家の
特定の利益が関わる場合のみだからで
す。しかし、ほとんどの国の外国直接投
資の審査制度では、より幅広く他のさま
ざまなセクターも対象となっています。こ
のため、多くの国の制度では（EUの外国
直接投資審査規則と同様に）、EU域内か
らの投資とEU域外からの投資とを区別し
ています。しかし、その境界線はしばしば
曖昧で、EU法の原則に必ずしも則ってい
るとは限りません。
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この動きの一因となっているのは欧州委員会自身のよ
うに思われます。というのも、パンデミックの渦中であ
った2020年に、外国直接投資の審査制度の確立や強
化をEU加盟国に勧告したのは、ほかならぬ欧州委員
会であったからです。

パンデミックの最中、EU加盟国は
対EU投資に対する審査権限の拡
大に動く

この動きの一因となっているのは欧州委
員会自身のように思われます。というの
も、パンデミックの渦中であった2020年
に、外国直接投資の審査制度の確立や
強化をEU加盟国に勧告したのは、ほか
ならぬ欧州委員会であったからです。当
時は、株価が史上最低水準にあり、外国
資本による買収の恐怖が最高潮に達して
いた時期でした。数多くの変更が導入さ
れたのですが、その一例として、一部の
EU加盟国（例えばイタリアやスペイン）
は、純粋に公共の安全上の理由に基づ
かなくてもEU域内の取引を審査できる
能力を拡大しました。これらの変更は当
初は一時的なものとして導入されたもの
の、現在では恒久化した変更もあります
し、延長される見込みの変更もあります。
あるいは、パンデミック前の段階ですで
に、EU加盟国からの投資と非EU加盟国
からの投資を厳密に区別することを放棄
していた国もあります。例えばフランス
は、EUの投資家に適用されるいくつかの
セクターを、すでに自国の制度に追加して
いました。

欧州委員会の決定は資本の自由な
移動の重要性を重視

ハンガリーを除いて、公共の安全に明ら
かに関連しないセクターのEU域内投資
を阻止した当局は、まだ現れていないよ
うです。ハンガリーの事例がユニークだ
ったのは、当該の取引が国益に影響を
及ぼす可能性がある（つまり、EU域内投
資の阻止を正当化する）理由について、
当局が説明しようとさえしなかったとい
う点にあります。しかし、欧州委員会の 
決定が明確に示しているところによれ
ば、競争総局（DG Competition）と通 
商総局（DG Trade）の双方が外国直接 
投資に関する制度と決定を監視してお
り、迅速に行動を起こす準備を整えてい
る以上、EU加盟国は、自国の外国直接投
資の審査制度がEU域内からの投資家に
影響を与える場合、基本的自由（特に資
本移動の自由）を考慮しなければいけま
せん。
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対外投資規制： 
米国は規制手段を 
拡大する方向へ
目下の注目はロシアがもたらすリ
スクであるにもかかわらず、米国
政府の関係者の多くは、経済的に
も軍事的にも、中国が国家安全保
障上の長期的かつ主要な脅威であ
るとみなし続けています。このよう
なコンセンサスがあるからこそ、中
国の特定の能力を無力化し、米国
の重要な能力を保護・強化するた
めの手段や資源を開発するべく、
超党派の取り組みが続けられてい
るのです。このセクションでは、米
国政府の新たな関心事の一つであ
る、対中アウトバウンド投資に関す
るリスクについて考察します。

重要なポイント

•  対外投資をめぐる政策論議の対象は、
技術移転（軍事・情報活動に応用され
る先端技術の共有）、技術競争力（技術
開発に関連した一般的な競争能力）、 
サプライチェーンの安全保障（米国が
重要材料を敵対国に依存することの防
止）、人権（米国外で人権侵害を行う
ための手段が開発されるのを米国人
が支援することの防止）に関する懸念
です。

•  現在議会に提出されている対外投資
関連の法案のうち、比較的積極的な規
制案を見ると、広義の「重要な能力」
を対象とした外国投資やオフショアリ
ングに関わる取引について、強制的な
審査の導入が盛り込まれています。最
も穏健的な規制案が採用されたとして
も、中国における特定の技術分野への
ファイナンシャルスポンサーの投資に
ついては、少なくとも監視と、潜在的に
はCFIUSのような審査が義務付けられ
そうな見通しです。

•  対外投資ルールの性質と目的について
は非常に様々な見解があるものの、超
党派で十分な関心があるため、何らか
のルールが設けられる可能性があるで
しょう。

•  バイデン政権は、大統領令によってこ
れらのルールを制定することを検討し
ているようであり、それであれば法案
の可決に向けた圧力が少なくなるかも
しれません。しかし、政権が問題解消
権限のない届出制度とすることを望ん
でも、そうした権限を導入させようとす
る政治的な圧力が生じるかもしれませ
ん。とはいえ、仮にそうした権限が導入
されたとしても、特定の技術のみが対
象となる可能性が高いものと思われま
す。

•  もし米国がこのような政策を採用した
場合、米国は欧州の各国政府にも同様
の規制の導入を検討するよう影響力を
行使しようとすることが予想されます。
このことは、対内投資審査においてす
でに確固たる前例があるのです。

これまでの経緯

米国政府は、中国関連リスク（中国への
機密技術の移転や、中国政府によって悪
用される可能性のある中国原産の商品や
サービスの米国への持ち込みなど）に米
国が対処する能力についての不足を補う
ため、過去数年間にわたって多くの手段
を導入してきました。

•  2 0 1 8 年 、米 国 議 会 は 外 国 投 資 
リスク審 査 近代化 法（ F I R R M A： 
Foreign Investment Risk Review 
Modernization Act）を通じて、CFIUS 
の権限を拡大し、米国企業への特定
の非支配的投資の審査を可能としまし
た。

•  2018年、米国議会は輸出管理改革 
法（ECRA：Export Control Reform 
Act）を通じて、最低限の規制対象だ
った「新興・基盤技術（emerging and 
foundational technologies）」につい
て輸出規制の見直しと拡大を指示しま
した。
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•  2020年にトランプ大統領が国際緊急
経済権限法（IEEPA：International 
Emergency Economic Powers Act）
に基づいて発した大統領令（同大統領
令は2021年にバイデン大統領によっ
て再確認）は、商務省が中国を含む敵
対国からの情報通信技術・サービスの
米国内での販売または使用に関わる
特定の取引を審査できるようにする新
規則の根拠となりました。

•  また、2020年にトランプ大 統 領 が
IEEPAに基づいて発した別の大統領令
（同大統領令はその後バイデン大統
領によって修正）では、中国の軍産複
合体の一員であるか弾圧や深刻な人
権侵害を助長する監視技術を製造し
ているものとして米国政府が指定した
中国企業について、米国人がその公開
有価証券を取引することが禁止されま
した。

これらの措置の中には、米国企業が技
術共有などによって中国の能力を強化し
てしまうリスクに対処することを意図し
たものもありますが、米国政府の一部に
は、戦略的に重要なセクターの米国企業
による対中投資によって生じる技術移転
リスクに対処する権限に、依然として不
満があるようです。パンデミックとそれ

に伴うサプライチェーンの混乱を背景と
して、中国による重要なサプライチェー 
ン（半導体製造、レアアース、医薬品原料
など）の支配と、それらのサプライチェー
ンが圧力の行使や重要材料の販売拒否
に悪意をもって利用される可能性に、注
目が集まっています。最近では、ファイナ
ンシャルスポンサーによる中国企業への
投資が、中国の技術的な対米競争力を 
強化しているだけでなく、中国の「軍民 
融合（Military-Civil  Fusion）」政策に 
よる軍事力を強化する可能性もあるとし
て、懸念の的となっています。

米国政 府内で対外 投 資審査のた
めのサポート強化が鮮明に

その結果、少なくとも中国やその他の
懸念国への投資に関しては、米国政府
内で対外 投 資審 査機関の設 立を支 持
する声が 高まっています。これまでの
取り組みで最も目につくのは、ボブ・ケ
イシー上 院 議 員とジョン・コーニン上 
院 議 員が起 草した、2021年国家重要 
能力防衛法（NCCDA：National Critical 
Capabilities Defense Act of 2021）法
案です。NCCDAでは、米国通商代表を議
長とする省庁間機関が設置され、特定の
重要能力（医療関連の物資・サービス、

重要インフラに不可欠な物資・サービ
ス、軍事・情報システムの重要部品など）
に関する事業活動・投資・所有権が懸念 
国（または懸念団体）に移転するような
取引を審査する権限が与えられることに
なります。同機関に取引を届け出ること
が義務となり、同機関は、これらの重要な
能力に対するリスクへの対処・軽減のた
めの行動をとるよう、大統領に勧告する
ことができます。

したがって、NCCDAの法案では、実際
には懸念国の第三者企業への投資の審
査にとどまらず、中国国内の当該企業の
子会社への投資や、契約ベースでのアウ
トソーシングですらも対象となっている
のです。2018年にFIRRMAの一部とし
てCFIUSに対外合弁事業を審査する権
限を与えようとする動きがあったときは
経済界がそれを押し返すことに成功し
たものの、それ以降は中国を脅威とする
コンセンサスが議会で強まる一方となっ
ています。とはいえ、NCCDAの対象範
囲があまりに広いため、現在の法案の
まま成立する見込みは低いものと考え
られます。NCCDAは、下院の米国競争 
法（America COMPETES Act：NCCDA
が付属する法律）と上院の米国イノベ
ーション・競争法（US Innovation and 

パンデミックとそれに伴うサプライチェーンの混乱を背
景として、中国による重要なサプライチェーンの支配に
注目が集まっています。
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Competition Act： 中国との競争におけ
る米国の耐久力を強化することを目的と
した対案であり、経済界の懸念を受けて
NCCDAが省略された法律）を調整する
ために下院と上院により結成された委員
会で、協議される予定です。

ホワイトハウスは、よりターゲット
を絞った権限の導入を目指す

バイデン政権は、中国への対外投資が
懸念であることには同意しているもの
の、NCCDAを支持する声明を出してい
るわけではありません。その代わり、ホワ
イトハウスは、サプライチェーンの脆弱性
ではなく技術移転や技術競争力に焦点
を当てた、よりターゲットを絞った権限
の整備に注力しているようです。2021年7
月、ジェイク・サリバン国家安全保障担当
大統領補佐官は、政権が「輸出規制の精
神を回避しているか、我々の国家安全保
障に害を与える方法で（米国の）競合企
業の技術力を強化し得るような、米国か
らの対外投資の流れの影響に注目してい
る」と述べました。2022年3月、Berkeley 
Lawと弊事務所が主催したイベントであ
る「Berkeley Forum on M&A and the 
Boardroom」で、ピーター・ハレル大統
領特別補佐官は、政権が「（中略）競合
国に対する（中略）米国からの投資のう

ち、検証するべき国家安全保障上のリス
クがある、かなり狭く範囲を絞ったカテ
ゴリー」に注視していると述べました。ハ
レル大統領特別補佐官はさらに、一例と
して、中国におけるハイエンド半導体の
製造能力を創出することになる米国や他
国からの投資に対する具体的な懸念を
挙げ、台湾と韓国がすでにそのような対
外投資を規制していることを強調しまし
た。バイデン政権は、こうした規制の対
象となりうる半導体以外の技術のリスト
を公に議論していませんが、ホワイトハウ
スの国家科学技術会議が2022年2月に
特定した「重要かつ新興の（critical and 
emerging）」技術のリストがベースにな
ると考えるのが妥当でしょう。

新ルールは大統領令によって制定
される可能性が高い

NCCDAのアプローチとホワイトハウスの
アプローチの焦点に違いがあることや、
中国関連の貿易・投資上の懸念に対処
するためにIEEPAに基づき大統領令が
使用された前例があることを考えると、
ホワイトハウスが大統領令を通じて対外
投資ルールを制定しようとする可能性が
高く、そうすることでホワイトハウスはよ
りターゲットを絞った制度を生み出すこ
とができるようになります。しかし、最近

Bloombergが報じたところによると、行
政府の議論に参加する米国財務省が、届
出制度に問題解消権限を付与しない可
能性を議員らに対して提起したそうです。
この提案は、当然のことながら、議会の
対外投資審査の賛成派から冷ややかな
目で見られています。政権がこのような届
出制度の導入を検討してきた以上、この
ような否定的な反応によって、問題解消
権限を含まない制度を採用することが難
しくなるかもしれません。

ハレル大統領特別補佐官は、中国の能力
に対する米国からの投資だけでなく、中
国の先端的能力に対する国際的な投資
についても懸念があることを指摘しまし
た。米国政府が欧州各国政府にCFIUSの
ような対内投資制度を採用させようとし
たように、米国が対外投資制度を採用し
た際には、同盟国（特にカナダ、日本、欧
州全域）に同様の措置を検討するよう働
きかけると考えられる根拠は十分にあり
ます。

バイデン政権は、中国への対外投資が懸念であること
には同意しているものの、NCCDAを支持する声明を出
しているわけではありません。
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