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2020 年 3 月号（Vol.45） 

外為法の事前届出制度等の改正に係る 

政令・省令・告示改正案の公表（速報） 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．事前届出制度の改正の概要 

Ⅲ．政省令等案の内容 

Ⅳ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

2019 年 11 月 29 日に、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」（以下「本

改正法」という。）が成立し、外為法上の事前届出制度等について改正が行われたが、改

正内容の詳細については政省令等に委任されていた。これを受け、2020 年 3 月 14 日、

本改正法に関連する政令・省令・告示案（以下「本政省令等案」という。）が公表され、

パブリック・コメント手続にかけられた1。 

本改正法の狙いは、「経済の発展につながる対内直接投資の一層促進と、国の安全等

を損なうおそれがある投資への適切な対応」、すなわち「メリハリのある投資制度」の

実現とされていたところ、本政省令等案もかかる意図に沿って設計されたと思われる。 

本ニュースレターでは、本政省令等案を概説するとともに、主として上場会社への投

資・資金調達に際して留意すべき点について検討する。 

Ⅱ．事前届出制度の改正の概要 

外為法上の事前届出制度に関して、本改正法により、主として以下の点について改正

が行われることとなった2。 

A 対内直接投資等に該当する上場会社等の株式・議決権取得の閾値引き下げ（10%→1%） 

1 https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20200314.htm 
2 詳細は、CAPITAL MARKETS BULLETIN 2020 年 1 月号（Vol. 44）、CAPITAL MARKETS BULLETIN 

2019 年 11 月号（Vol. 43）、CAPITAL MARKETS BULLETIN 2019 年 7 月号（Vol. 42）参照 
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B 株式取得等に係る事前届出免除制度の新設 

C 「会社の経営に重要な影響を与える事項」に関する同意行為及び居住者からの事

業の譲受け等の対内直接投資等への追加 

D ファンドによる株式取得・議決権取得時の届出・報告義務の整理 

 

これを受けた本政省令等案では、主に以下の事項について改正が行われている。改正

された事項の中心的な内容は、上記の B 事前届出免除制度について、適用対象や要件等

を明確化する改正である（以下の①～⑤）。また、上記の C に関しても明確化がなされ

ている（以下の⑥）。さらに、本政省令等案の関係資料3において、事前届出業種・コア

業種に係る上場銘柄リストの作成・公表方針が示されている（以下の⑧）。次の III.では、

各項目につき詳述する。 

① 一般免除の適用範囲の拡大及び要件の明確化 

② 包括免除の対象となる外国金融機関の明確化 

③ 密接関係者の範囲の明確化 

④ 非公開の技術関連情報へアクセスすることの意義の明確化 

⑤ 事前届出業種・コア業種の明示 

⑥ 行為時事前届出に関する要件の明確化 

⑦ 外国投資家に含まれる子会社の範囲の拡大 

⑧ 事前届出業種・コア業種に係る上場銘柄リストの作成・公表方針 

 

Ⅲ．政省令等案の内容 

 

1. 一般免除の適用範囲の拡大及び要件の明確化 

 

本改正法及び関係資料4において、株式の取得時における事前届出免除制度（取得

時免除制度）を導入することとしており、かかる制度について大要以下の方向性が

示されていた。 

① （i）外国銀行等の外国金融機関については、一定の要件を充たせば、対象会社

の業種を問わず一律に免除の対象とし（包括免除）、（ii）それ以外の外国投資

家については、一定の要件を充たせば、対象会社の業種がコア業種以外である

場合に免除の対象とする（一般免除）。 

② 過去に外為法違反で処分を受けた者や国有企業等は、原則として事前届出免除

制度の対象外とする。 

 

これを受けた本政省令等案においては、以下の事項について改正が行われている

 
3 財務省公表の 2020 年 3 月 14 日付関係資料参照

（https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/kanrenshiryou_20200314.pdf） 
4 財務省公表の 2019 年 10 月 25 日付関係資料参照

（https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/kanrenshiryou_191018.pdf） 

https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/kanrenshiryou_20200314.pdf
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/kanrenshiryou_191018.pdf
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（図表 1 参照）。 

① 一般免除に関して、対象会社の業種がコア業種である場合（従って、原則とし

て免除対象とはならない場合）においても、一定の基準（上乗せ基準）を充た

す場合には 10%未満の取得について事前届出免除の対象とする制度を導入す

る。 

② 外国政府の所有するものであり、原則として免除制度が使えないソブリン・ウ

ェルス・ファンド（SWF）や年金基金のうち、一定の要件を充たすものについ

て一般免除の利用が認められることを明確化する。 

 

（財務省が 2020 年 3 月 14 日に公表した関係資料より抜粋のうえ一部編集） 

 

（1） 上乗せ基準 

一般免除においては、対象会社の業種がコア業種に該当する場合には、原則とし

て、免除制度の対象外（事前届出が必要）とされている。この点に関して、本政省令

等案は、対象会社の業種がコア業種である場合においても、一定の基準（上乗せ基

準）を充たす場合には事前届出免除の対象とする制度を導入した。 

まず前提として、本改正法において、事前届出免除制度を利用する場合には、以

下の基準を遵守することが必要とされている（なお、かかる基準は、包括免除・一般

免除のいずれにも適用される。）。 

① 外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任しない 

② 指定業種に属する事業の譲渡・廃止を株主総会に自ら提案しない 

③ 指定業種に属する事業に係る非公開の技術情報にアクセスしない 

（図表 1） 
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本政省令等案は、一般免除でコア業種が対象となる場合（従って、原則として免

除手続きが使えない場合）でも、出資比率及び議決権比率が 10%までの範囲内であ

れば、事前届出が免除されるために遵守すべき基準として、上記 3 点に加えて下記

の 2 点を定めている。 

④ 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自ら出

席せず、又はその指定する者を出席させない 

⑤ コア業種に属する事業に関し、取締役会等に期限を付して回答・行動を求め

て書面で提案を行わない 

 

かかる上乗せ基準について、実務上検討を要することとなると考えられる点とし

ては、まず、④の基準における「委員会」の意義に関して、例えばアドバイザリー契

約に基づき有識者等が CEO その他特定の役員に対して行われる経営指導等を行う

アドバイザリーボード的な組織がこれに該当するかについて、必ずしも明らかでは

ないように思われる。 

また、上乗せ基準⑤に関して、期限を付すこと及び書面（電子メールも含まれる）

によることが明確な要件となっているため、容易に要件に該当することを回避した

方法が取れることとなるが、実務上、脱法的な方法がとられる可能性も想定され、

今後の運用が注視される。 

 

（2） 認証制度 

事前届出免除制度の対象範囲について、本改正法及び関係資料においては、国有

企業等については原則として対象外とする（事前届出を要する）方針が示されてい

た。本政省令等案においては、国有企業等のうち、一定の要件を充たすものについ

ては一般免除制度の利用が可能とされている。 

具体的には、国の安全等を損なうおそれのない SWF や公的年金基金等は、財務省

から個別に認証を付与されることで、一般免除の利用が可能となる。かかる認証に

当たっては、財務省が以下の事項について審査し、日本国政府（財務省）が当該 SWF

等と MOU を締結することとされている。 

① SWF 等の投資形態が、純粋に経済的収益を目的としたものであること 

② SWF 等の投資の意思決定が、外国政府等から独立して行われること 

 

なお、認証の付与の結果や MOU の内容それ自体に関しては非公表とすることが

予定されているため、「SWF サイドから個別の企業や投資家に対し、SWF 自らが一

般免除の認証を得た事実を開示すること」が認められない限り、日本の会社が当該

SWF 等からの投資を受け又は証券会社がオファリングにおいて投資者に株式等を

割り当てる際に、当該 SWF 等が一般免除の適用を受けるのかそうでないのかは少

なくとも正確には把握できないと予想される点に留意を要する。 
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2. 包括免除の対象となる外国金融機関の明確化 

 

下表記載の類型の外国金融機関による（i）上場会社等の株式・議決権の 1%以上の

取得や（ii）議決権行使等権限の取得行為、一部の共同議決権等同意取得行為は、銘柄

にかかわらず、事前届出免除（包括免除）の対象となる。 

 

包括免除の対象となる外国金融機関 

① 証券会社 

② 銀行 

③ 保険会社 

④ 投資運用会社 

⑤ 運用型信託会社 

⑥ 登録投資法人（会社型投資信託） 

⑦ 高速取引業者 

 

具体的には、上記の業態で日本国内でライセンスを受けている場合に加えて、日本

でのライセンスがなくとも、外国において日本の業法に相当する法令に基づく規制・

監督のもと上記の業態でライセンスを受けている外国金融機関であれば、銘柄及び数

量の制約なく、包括免除制度を利用することが可能である5。 

実務上は、外国におけるいかなる規制・監督であれば日本の業法に「相当する」も

のであるといえるかが検討事項となると考えられる。 

 

3. 密接関係者の範囲の明確化 

 

事前届出制度の免除基準①や、行為時事前届出（後述）においては、「密接関係者」

という概念が採用されている。本政省令等案においては、かかる「密接関係者」の範

囲について明確化している。具体的には下記図表 2 のとおりとなる。 

 
5 なお、高速取引業者については、日本の金融商品取引法上のライセンスを受けているものに限定さ

れ、外国においてそれに相当するライセンスを受けて、同種の事業を行う場合は、包括免除の対象外と

なる。 
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（財務省が 2020 年 3 月 14 日に公表した関係資料より抜粋） 

 

密接関係者の定義上、取締役及び監査役の選任における関係者の範囲に関し、届出

義務を負う可能性がある外国投資家自らが提案する場合と、それ以外の者が提案する

場合とで、当該外国投資家の使用人が含まれるか否かが異なる点等に留意が必要とな

る。 

 

4. 非公開の技術関連情報へアクセスすることの意義の明確化 

 

事前届出免除制度の免除基準③として、「非公開の技術関連情報へアクセス」しな

いことが必要とされている。本政省令等案は、かかる要件の意義について、具体的に

は以下の行為が該当するものであるとしている。 

① 発行会社等の重要事業を営む部門において秘密として管理されている技術等

（秘密技術関連情報）の取得 

② 秘密技術関連情報を開示することの提案 

③ 秘密技術関連情報の管理に係る規定等の変更の提案 

 

なお、上記の行為のうち①については、発行会社が自主的に開示した場合は該当し

ないものとされている。また、「秘密技術関連情報」の意義について、役員等の就業条

（図表 2） 
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件や報酬等の情報、発行会社等の財務情報6は該当しないものとされている。 

実務上は、例えば M&A や出資に際して行われる対象会社のデューディリジェンス

において情報の提供を受けることが上記の行為に該当しないか等について、検討が必

要となると考えられる7。また、株式や社債等の公募・売出しの際に行われる、証券会

社によるデューディリジェンスについては、投資家自身が情報を取得しているもので

ないことから、「非公開の技術関連情報へアクセス」する行為には該当しないと整理

できると思われるが、この点も法文上は必ずしも明確ではないといえる8。 

 

5. 事前届出業種・コア業種の明示 

 

事前届出業種（指定業種）のうち、「国の安全等を損なうおそれが大きいもの」（コ

ア業種）については、「1. 一般免除の適用範囲の拡大及び要件の明確化」に記載のと

おり、一般免除制度において上乗せ基準の遵守が必要となる場合があり、少なくとも

10%以上の取得については事前届出免除が認められないこととなるため、コア業種に

該当するか否かにより、免除制度の利用の可否、利用する場合の基準の内容が変わり

得ることとなる。 

この点、本政省令等案は、コア業種に該当するものとして以下のとおり定めること

としている。 

 

事前届出業種（指定業種）のうちコア業種の分野 

分野 詳細 

① 武器 限定無し 

② 航空機 限定無し 

③ 宇宙関連 限定無し 

④ 原子力関連 限定無し 

⑤ 軍事転用可能

な汎用品 

限定無し 

⑥ サイバーセキ

ュリティ関連 

サイバーセキュリティ関連サービス業、重要インフラのため

に特に設計されたプログラム等の提供に係るサービス業等 

 
6 しかし会社の事業活動は基本的には財務諸表に反映される（例えばライセンス契約におけるロイヤリ

ティや特定の製品・サービスの単価や利益率も売上やコストに反映される）ため、何をもって「財務情

報」とするのかも必ずしも明らかではない。 
7 デューディリジェンスにおいては、情報開示の範囲・方法等自体が交渉事項であり（買主は多くの情

報の開示を要求し、売主・対象会社は少ない情報開示を求めるのが通常である）、交渉を経て秘密技術

関連情報が開示される場合、最終的には会社自身の判断であるという点では「自発的な」開示である

が、当該情報開示がなければ投資が得られないという（時として売主からの）プレッシャーがあるとい

う点では「自発的な」開示とはいえず、会社の主観で区別するのは現実的には難しいように思われる。 
8 なお、告示においては、デューディリジェンスの過程で情報提供を求める場合などを念頭に、上記基

準に反しない場合として一定の例外が定められている（外国為替及び外国貿易法 27 条の 2 第 1 項の規

定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該

当しないための基準を定める件 3 条）。 
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⑦ 電力業 一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者（最大出力 5 万

KW 以上の発電所を有するものに限る。） 

⑧ ガス業 一般・特定ガス事業者、ガス製造事業者、LP ガス事業者（貯

蔵所又は中核充てん所を有するものに限る。） 

⑨ 通信業 電気通信事業者（複数の市区町村にまたがる電気通信サービ

ス等を提供しているものに限る。） 

⑩ 上水道業 水道事業者（5 万人超の給水人口を有すｆるものに限る。） 

水道用水供給事業者（1 日あたり 2.5 万㎥超の供給能力を有

するものに限る。） 

⑪ 鉄道業 指定交通機関としての鉄道事業者 

⑫ 石油業 石油精製業、石油備蓄業、原油・天然ガス鉱業 

 

6. 行為時事前届出に関する要件の明確化 

 

本改正法において、対内直接投資の定義に、「会社の経営に重要な影響を与える事

項として政令で定めるものに関し行う同意」が追加されることとなった。 

これをふまえ、本政省令等案において、以下の 2 つの株主の行為が対内直接投資に

該当することとしている（行為時事前届出）。 

 

行為時事前届出の対象 

① 外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任することについて、株主総会

において同意すること9 

② 重要事業の譲渡・廃止を株主総会に自ら提案し、同意すること10 

 

これらの行為は、上記「1. 一般免除の適用範囲の拡大及び要件の明確化」で述べた、

事前届出免除制度における遵守基準①②と重複するものである。すなわち、外国投資

家が、株式取得等の時点においては上記①及び②の行為を行わない旨の表明をするこ

とで事前届出免除を受けた場合において、その後、上記①又は②の行為を行うことを

企図することとなった場合には、当該行為を行う時点において、当該行為に係る事前

届出を行わない限り、当該行為を行うことは認められない。 

なお、これらの行為に対する事前届出に係る審査は、もっぱら国の安全等に関わる

技術情報の流出や事業活動の喪失を防ぐという法目的の観点から実施されることと

されており、国の安全等の観点から問題のない行為については、審査通過を 5 営業日

以内に通知することとされている。加えて、当局による審査に際しての考慮要素を改

正する方針も、国会等において示されている。 

 
9 自己提案か他者提案を問わず、事前届出が必要。また、密接関係者以外の他人が役員に就任する 

ことに同意する場合は、事前届出は不要。 
10 自己提案の場合のみ、事前届出が必要。 
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7. 外国投資家に含まれる子会社の範囲の拡大 

 

本政省令等案においては、事前届出制度の対象となる「外国投資家」の範囲につい

ても明確化が図られた。重要なものとしては、これまでは、居住者である会社が外国

投資家に該当する場合は限定されていたが、下記図表 3 のとおり、外国投資家に該当

する範囲が拡大されている。 

 

（財務省が 2020 年 3 月 14 日に公表した関係資料より抜粋） 

 

8. 事前届出業種・コア業種に係る銘柄リストの作成・公表方針 

 

事前届出業種（指定業種）やコア業種への該当性は、事前届出免除を受けられるか

等の判断の前提となるところ、当局が公表するその分類内容は、非常に複雑かつ詳細

であり、投資対象となる企業の事業がいずれに分類されるかの判断が容易でない場合

も想定される。 

この点、本改正法の関係資料においては、当局が、上場企業について、①事前届出

を要しない会社、②事前届出の免除が可能な会社、③事前届出免除の対象から外れる

会社に分類したリストを作成・更新することとされており、本政省令等案・関係資料

においても、同様の方針が明記されている。 

この点、リストについては、外為法改正における国会審議や、各種説明会における

当局からの答弁・説明の際において、「投資対象の上場企業が、何れに該当するかは、

（図表 3） 
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原則として外国投資家の判断」、「外国投資家の判断の便宜のため、定款等の公表情報

や企業アンケートをベースに、リストを作成・公表する」旨が示され、「4 月下旬に銘

柄リストが公表される」旨が報道発表されている。しかしながら、公表時期、どの範

囲の企業を対象としたリストであるのか、どの程度の頻度で更新されるのか、当該リ

ストに依拠して事前届出をせずに投資を行ったところ事後的に事前届出が必要であ

った場合の取扱い等、不明確な点も多く、今後の動向には注視が必要である。 

 

Ⅳ．おわりに 

 

本政省令等案については、現在パブリック・コメントにかけられており（2020 年 4 月

12 日期限）、4 月下旬には政令の閣議決定・銘柄リストの公表、4 月下旬から 5 月上旬

に政省令・告示の公布がなされ、5 月中に本改正法・政省令・告示の施行が行われる予

定とされる。まずはパブリック・コメントへの回答と最終的な政省令・告示案や銘柄リ

ストの確定を見守る必要があるが、いずれにせよ本政省令等案の施行は、3 月決算会社

の株主総会や通期決算を基準とする投資・資金調達に影響を及ぼす。規制の対象は広範

にも読めるところ、仮にこれを過度に保守的に解釈すれば、外国投資家による上場会社

の資金調達や上場会社への投資に委縮効果を及ぼすこととなるため、規制の趣旨・目的

を正確に理解したうえでの合理的な対応が求められる。 

 

 

文献情報 

➢ 論文    「有価証券報告書等における監査役会等の活動状況の開示の分析

～早期適用企業の開示を中心に～」 

掲載誌   月刊監査役 No.705 

著者    松井 秀樹 

 

➢ 本      『資本業務提携ハンドブック』 

（2020 年 2 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    戸嶋 浩二、岡田 淳、熊谷 真和、金丸 祐子、西尾 賢司、桑原 秀

明、五島 隆文、吉江 穏、越智 晋平、呂 佳叡、足立 悠馬、岡野 

貴明、坂㞍 健輔、輪千 浩平、園田 観希央、李 政潤、伊藤 憲二 

川原 健司、竹腰 沙織、大段 徹次、酒井 真、間所 光洋 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では下記の対応を実施いたし

ます。 
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■感染予防および拡大防止対策について 

新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため、当事務所の弁護士等が会

議等の場でマスクを着用していることがございます。何卒ご理解のほどお願い

申し上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

今後の状況によって、当事務所主催のセミナーを中止もしくは延期させていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。 

中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨

を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し

上げます。 

なお、既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合

わせください。 

 

■非対面会議の推奨について 

クライアント等の皆様との会議につきましては、電話等による非対面形式での

実施を推奨しております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

➢ Chambers Global 2020 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2020 で、当事務所は日本における 7 つの分野で上位グルー

プにランキングされ、Capital Markets 分野で、以下の弁護士が日本を代表する

弁護士に選ばれました。当事務所の中国オフィス、バンコクオフィス、ヤンゴ

ンオフィスにおいても複数の分野で上位グループにランキングされ、各オフィ

スに所属する弁護士がそれぞれの分野で高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは、日本の法律事務所として唯一 GENERAL 

BUSINESS LAW: MYANMAR の分野でランクインし、ヤンゴンオフィスの代表

である武川 丈士が日本人として唯一ランクインしております。 

 

・Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 

Up and Coming: 根本 敏光 
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・Capital Markets: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


