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トランプ政権下における対米投資の
傾向と対策
―国家安全保障に基づく規制強化への対応―

モリソン・フォースター法律事務所パートナー（ニューヨーク・オフィス）
渡邉 泰秀（わたなべ やすひで）
1981年東京大学法学部卒業、1991年コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）。日本、ニュー
ヨーク州、カリフォルニア州弁護士。長島・大野・常松法律事務所、同ニューヨーク・オフィスの各
パートナー、コロンビア大学ロースクール講師等を経て、2017年1月より現職。主な著書に『アメリ
カ独占禁止法（第二版）』（東京大学出版会、松下満雄教授と共編）など。専門分野は企業買収、
反トラスト法、日本企業の海外進出支援。

Point
❶  中国の経済的・技術的優位性に対して警戒感を高めている米国が、国家安全保障上の理由から中国
企業による対米投資規制を強化しているが、日本企業による対米投資にもその影響が及び始めてい
る。

❷  国家安全保障の観点から対米投資の審査を行うCFIUS（Committee on Foreign Investment in 
the United States）は近時その活動を活発化させており、特に昨年8月の関連法の改正以降は
その傾向が顕著に認められる。

❸  CFIUSの審査内容は公表されておらず、早期段階から専門家による助言を得ながら対米投資（米
国外の投資であっても米国に関連する場合を含む）を進めていくことがよりいっそう重要になって
きている。

はじめに
　CFIUSは、今年 3月末、中国の大手ゲーム会社
に対して、買収完了後しばらく時間が経過した後
に、国家安全保障の観点から米国子会社の売却を
勧告した。その米国子会社はゲイやバイセクシャ
ルなどの人々をターゲットとしたオンラインによ
るデート用のプラットホームの運営を行っており、
一見すると国家安全保障上の問題を想起すること
が難しい。
　しかし、オバマ政権後期からのCFIUSの活発
化、昨年の関連法の大改正、CFIUSへの届出をせ

ずに実施された投資案件の解消勧告の近時の動向
を見ると、この事例もその延長線上にあり、現政
権による国家安全保障という錦の御旗の振り方が
見えてくる。

CFIUSとは
　外国人（外国法人を含む。以下、同様）による
米国への対内投資の審査はCFIUSにより行われ
る。CFIUSは 9省庁の長から構成され、財務省長
官を議長とする省庁横断的な委員会であり、その
他の議決権を有しない数名のメンバーやオブザー
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バーの参加も認められている。
　対米投資に関するCFIUSへの届出は原則とし
て任意であり、審査を受けるか否かは当事者の判
断に任されている。CFIUSの承認を得てお墨付き
を得た対米投資はその後問題視されることはない
が（ただし、CFIUSとの合意を遵守しない場合は
再審査の可能性があると指摘する者もいる）、未審
査で実施された対米投資は理論的にはいつまでも
CFIUSの審査対象になる可能性がある。冒頭の事
例では対米投資開始後3年以上も経過して子会社
の売却が勧告された。
　CFIUSによる審査の流れは、図表1のとおりで
ある。
　なお、現時点における最新の資料によれば、
2016年の米国内での買収案件は9,890件であり、

そのうち外国人による米国企業の買収案件は
1,680件で（Thomson Reuters）、CFIUSの審査対
象となったのは173件（約 10.3 パーセント）との
ことであり（国防省）、日本企業による届出件数は、
18件（2013年）、10件（2014年）、12件（2015年）
であった（CFIUSの 2015年度年次報告書）。

改正法は今後の対米投資にいかなる影響を
及ぼすか
　昨年8月の法改正による最も重要な変更点は、
審査対象となる事業の拡大である。もともと、改
正前の法律は、外国人が米国における事業を「支配」
できるようになるあらゆる買収案件を対象として
いたが、改正法は、「重要なインフラ」「重要な技術」
および「米国民の機微な個人情報」に関連する事

図表 1　CFIUS による審査の流れ

●　申告は現時点では強制的届出の場合のみ利用可能

●　届出は取引の当事者全員で行う
●　従来は無料だったが有料となる
●　原則として任意だが、一定の投資類型は強制的になった

●　届出受理日の翌日から45日間
●　財務省＋担当省庁を決める
●　10～12日以内に審査対象とならないことが判明すれば審査は終了
●　一次審査で議決権のあるメンバー全員一致による承諾が得られない
 ＋投資が一定の要件に該当する場合は二次審査へ移行

●　原則45日間、60日間に延長可
●　国家安全保障上の懸念解消措置を協議
●　協議が整わない場合は、大統領に取引中止等を勧告
●　審査中でも、取引の進行で一時的停止、又は審査を打ち切り大統領に
 取引中止等を勧告することも可
●　取引中止の場合でもその実効性を確保するための契約の締結等可
●　当事者は承諾を得て届出を取下げ、再届出可

●　勧告内容にかかわらず独自に判断可
●　取引の中止・停止を命じる（又は完了済みの取引の解消を命じる）判断可
●　判断期間は15日間

事前相談又は申告

届出

一次審査
（Review）

二次審査
（Investigation）

大統領による判断

出所：筆者作成
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業に「影響」を与えるような投資を審査対象に加
えた。一般的には米国法人の議決権付持分の10
パーセント未満の受動的投資は「支配」にあたら
ず審査対象ではないが、事業に対する「影響」を
与えることはできるので、上記3類型では審査対
象になる。よって、シリコンバレーの先端技術（AI、
自動運転技術、ロボット工学、3Dプリンティング、
フィンテックなど）を有する企業に投資をする場
合には注意が必要である。
　個人情報に関して規制がおよぶ理由については、
冒頭の事例が参考になる。米国企業がデート用ア
プリの利用者から収集した個人情報は米国民の行
動傾向を示唆するものであり、利用者間で交わさ
れた会話や写真には極めて機微で個人的な情報を
含んでいるところ、利用者には軍隊や諜報機関に
属する個人を含んでいることから、諜報機関や軍
隊の機密情報を取り扱う者に対して政府の機密情
報を得るための脅迫手段として使用されるおそれ
がある一方で、2017年には中国で中国企業等が政
府の諜報活動に関して協力を求める法律がされて
おり、かかる背景事情が国家安全保障上の懸念を
生じさせたものと憶測されている。
　また今年4月初旬には、別の中国企業が、同様
の病気に関する情報をオンラインにより利用者間
で共有させ、利用者の同意を得た上で医療機関に
その情報を販売する事業を行う米国企業の過半数
の持分（2017年に取得）を売却するように勧告さ
れており、上記と同様の懸念があったものと推測
される。明文規定がなかった改正法前にも個人情
報の流出を懸念してホテルチェーン、決済会社等
の事業への投資が承認されなかったと推測されて
いる事例があったが、いずれも中国企業による投
資であった。
　また、改正法前は、更地の取得など「事業」に
該当しない対象への投資は審査対象外だったが、
空港や港湾の一部、又は軍隊の施設もしくはその
他の機微な政府施設に近接しているために外国投
資家の諜報活動や情報監視を促進することにつな
がる不動産の購入、リース、利用権の取得などが

審査対象となった。2012年にオバマ大統領が中国
の投資家に対して買収済みの米国の風力発電事業
の売却を命じた事例があり、風力発電用の高層建
築物に盗聴や盗撮をするための機器が設置される
ことが懸念されたと推測されていたが、改正法は
非事業にまで審査対象を拡大した。米国では税務
等の優遇措置を与えて工業団地への誘致をするこ
とがあるが、今後は近隣に政府施設や軍用施設が
存在しないかを事前に確認することが必要になる。
　
審査対象となる非典型的な投資類型
　CFIUSによる審査対象となるのは、外国人が米
国に直接投資するという典型的な投資形態に限ら
れない。
　第一に、米国外で行われる投資も、米国に関連
（nexus）を有する場合にはCFIUSの審査対象に
なることがある。例えば、2016年に中国の投資家
がドイツの半導体メーカーを買収しようとした事
例がオバマ大統領により中止を命じられた。ドイ
ツの会社が米国子会社を有しており、その技術が
軍事利用されていたことが理由と推測されてい
る。また、2018年 10月には日本企業がイタリア
の子会社を中国企業に売却する取引がCFIUSに
より承認されなかった。イタリアの子会社はビル
の外壁材などを米国企業に販売しており、納入先
にはワールドトレードセンターなども含まれてい
るとのことであるが、国家安全保障上の懸念があっ
た理由は不明である。
　第二に、改正法の立法に関する議論の段階では
中国やロシアなど特定の懸念国を明記して規制す
る条項を設けることが検討されたが、最終的には
撤回された。しかし、改正法の運用においてこの
要素が重視される可能性がある。改正法公布直前
の2018年 3月に第五世代の無線通信技術を有す
る米国企業をシンガポールの企業が買収すること
を計画していたが、届出前からCFIUSが調査を
開始し、トランプ大統領により阻止された。買手
企業の中国との関係が一因といわれている。間接
的であれ特定の懸念国が関係する当事間の取引に
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図表 2　Total Number of CFIUS Mitigation Agreements（米国国防省が関与した懸念解消措置協議数）
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出所：GAO analysis of Department of Defense（DOD）data. | GAO-18-494

は注意が必要である。
　第三に、将来CFIUSの審査対象となりうる取
引がある。ロシアの会社がベネズエラの会社にロー
ンをする際に、ベネズエラの会社が保有する米国
企業の株式に担保を設定している例があるが、ベ
ネズエラの昨今の政情に鑑みローンのデフォルト
が発生して担保権の実行が行われる場合には
CFIUSの審査対象になる可能性がある。
　上記によれば、日本企業間の買収であっても、
買収側企業に中国関連の投資があり、被買収側企
業が先端技術や個人情報を大量に保有する米国子
会社を有している場合には、審査対象になる可能
性を否定できない。また、買収企業の選定を入札
により行う買収案件では、懸念対象国が直接又は
間接的に入札者と関係する場合には、入札価格の
多寡が落札者の決定要因とならなかった実例もあ
る。

　改正法下でのCFIUS対応
　改正法の全面実施は遅くとも2020年 1月まで
に行われる。改正法の下でも対米投資の届出は原
則として任意であることに変わりはないが、27の
産業において「重要な技術」に投資を行う場合に
は届出（新たに導入された申告制度により事前に
届出の要否を問うことができるようになった）を

行うことを強制され、この制度は昨年11月から
試験的に実施されている。届出には関係資料の提
出等の多大な労力を要することや、これまで無料
であった届出が有料になるため、事前審査の意味
を有する申告制度の利用は有益である。一方で、
申告は簡潔な書面で行われるため、詳細な説明を
要する微妙な案件についての有用性を疑問視する
者もいる。現時点では、申告のみで問題なしとさ
れた事例は見当たらない。対象となる産業には、
半導体、ボールベアリング、コンピュータ、原子力、
充電バッテリー、電話通信機器の製造など日本企
業が深く関わる技術分野も含まれており、また製
造分野に限定されず、ナノテクノロジーや生化学
の研究開発分野も含まれている。届出の懈怠には、
審査対象となる取引の取引価格を上限とする民事
罰が課される。強制的届出に服する産業のリスト
は、米国政府が特に強い関心を持つ規制対象分野
を理解する上で有益である。任意の届出対象とな
る投資については、現時点では申告制度を利用す
ることはできず、これまでどおり事前相談を行う
ことになる。
　届け出られた事案の審査中にCFIUSが国家安
全保障上の懸念を示唆する場合は、懸念解消措置
を交渉することになる。図表2は、懸念解消措置
の協議の過半数に関わっている国防省が関与した
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懸念解消措置の協議の数であるが、その件数は年
を追うごとに飛躍的に増加している。
　2016年に成立した合意が繰り返し遵守されな
かったことを理由に、2018年に 100万ドルの民事
罰が科された事例があった。これは、今年4月初
旬に議会に提出された報告書の中で明らかにされ、
CFIUSがこれを認めるコメントを行った。合意の
不遵守に対してCFIUSが民事罰を科した最初の
事例であることに加え、審査内容等について非公
表の方針を採るCFIUSがコメントをしたのは異
例である。CFIUSが懸念解消措置を重視し始めて
いることを示す一例である。

最後に
　今年3月から 4月にかけての 2週間だけでも
CFIUSによる規制が行われた事例が3件あった
（上記の中国企業による米国子会社の持分の売却勧
告2件に加え、ロシアの億万長者が参加するファ
ンドが所有する米国のサイバーセキュリティの会
社の少数持分の売却勧告が行われた。なお、同時期、
日本企業によるLNG事業を行う米国子会社の中
国企業への売却の中止が公表されたが、CFIUSの
承認がタイムリーに得られなかったことが一因と
もいわれている）。また、改正法公布後にCFIUS

のメンバーである財務省、国防省、司法省が、届
出が行われていない投資案件の調査を強化するた
めスタッフを増員している。投資完了後の取引で
あっても当該取引の解消の勧告を躊躇しなくなっ
ている傾向が認められることもあり、今後は、届
出が強制されない投資でも、自主的に届出を行い
クリアランスを得ることがよりいっそう重要にな
ると考えられる。また、国家安全保障の概念は法
律上の定義がなく、拡大解釈することにより他の
法律分野（反トラスト法や通商法など）の問題が
CFIUSの規制に服する可能性もある。政治的要素
も含まれる審査でもあり、実際にブラックボック
スの中でCFIUSの審査に関与した政府での実務
経験のある弁護士の助言も貴重である。
　なお、改正法でCFIUS に対して輸出関連規制
の権限を与えることは見送られたが、CFIUSの審
査対象となる「重要な技術」の内容と連動する輸
出規制の改正が行われ、また輸出規制を担当する
省庁はCFIUSと連携することが求められており、
重要な技術が輸出により国外に流出することを防
止する仕組みが作られた。米国企業からライセン
スを受けて米国外で事業を行っている場合には、
新規又は改良技術のライセンスを取得する際に注
意を要する。
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