
CORPORATE NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げま

す。 

© 2019 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 
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－M&A－ 

外為法に基づく事前届出審査制度を巡る近時の動向 

－5 月改正・9 月改正・次期改正及び 

近時の事前届出審査における傾向について－ 

Ⅰ. 現行法に基づく事前届出審査の概要 

Ⅱ. 5 月改正による事前届出業種の拡大について 

Ⅲ. 9 月改正・次期改正による 

   「対内直接投資等」の拡大 

Ⅳ.  近時見られる慎重な事前届出審査の実施 

外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」又は「法」という。）は、外国投資家による

一定の業種に係る対内直接投資等及び特定取得について、事前届出を義務付けている。 

外為法に基づく事前届出制度を巡っては、2017 年にも特定取得（非上場会社の株式

等の外国投資家からの譲受けによる取得）の事前届出審査対象への追加や、無届け、虚

偽届出、変更・中止命令違反に対する株式売却等の事後的措置命令の制度が追加されて

おり、近時活発に制度の見直しがされている。 

2019 年には、5 月に公布された告示の改正により対内直接投資等に係る事前届出業

種に 20 業種が追加（業種内での対象範囲の拡大を含む。）されたほか、9 月には議決権

の取得に着目して対内直接投資等の範囲を拡大する政令改正が公布されている。また、

一部報道では、2020 年中の施行を目指して、さらに対内直接投資等の範囲を広げる外

為法の改正が予定されていると報じられている。 

本ニュースレターでは、2019 年 5 月に公布された告示改正（以下「5 月改正」とい

う。）及び同年 9 月に公布された政省令改正（以下「9 月改正」という。）を概説し、一

部報道されている次期外為法改正（以下「次期改正」という。）についても方向性を検討

する。また、近時、従前よりも慎重な事前届出審査が行われることもあることから、事

前届出審査の傾向についても若干言及する。 

Ⅰ. 現行法に基づく事前届出審査の概要 

外為法に基づき、外国投資家が行おうとする対内直接投資等（外国投資家による上場

会社等の発行済株式の 10%以上の取得及び外国投資家以外の者からの非上場会社の株

式の取得その他の日本企業に対する一定の投資等）について、その投資先企業が①「国

の安全」、②「公の秩序」、③「公衆の安全」、④「我が国の経済の円滑な運営」に影響し

得る一定の事業（事前届出業種）を行っている場合には、当該外国投資家において、事

前届出が必要とされている（法 27 条１項）。事前届出の対象となる対内直接投資等は当
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局の審査に付されることとなり、法定の待機期間1に服する。 

審査の結果、財務大臣及び事業所管大臣が、上記①～④の観点から支障があると認め

るときは、外国投資家に対し、取引の内容の変更又は中止を勧告（さらに、当該投資家

がこれに応じない場合には、命令）することができる（法 27 条 3 項から 6 項、10 項）

2。また、2017 年改正において、無届け、虚偽届出、変更・中止命令に違反して行われ

た対内直接投資等が「国の安全を損なう事態を生ずるおそれ」がある場合には、財務大

臣及び事業所管大臣が、株式売却等の事後措置命令を出すことが可能になった（法 29

条）。 

 

また、2017 年改正によって、対内直接投資等に加えて、従前事前届出制度の対象外

であった外国投資家による他の外国投資家からの非上場会社の株式等の取得も、「特定

取得」として事前届出制度に服することになった。但し、特定取得に係る事前届出業種

は、対内直接投資等に係る事前届出業種よりは狭く、「国の安全」に影響し得る一定の

業種に限定されており、「国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい」かという観

点から審査が行われることになる（法 28 条 3 項）。待機期間・措置命令等については、

対内直接投資等と概ね同様である。 

 

Ⅱ. 5 月改正による事前届出業種の拡大について 

 

2019 年 5 月 27 日、外為法に基づく事前届出が求められる業種に、20 業種を追加（業

種内での対象範囲の拡大を含む。）（以下「5 月改正追加業種」という。）することを内容

とする告示3が公布された。経済産業省のプレスリリース4では、我が国の安全保障に重

大な影響を及ぼす事態を生じることを適切に防止する観点から、業種の追加を行うとさ

れており、5 月改正追加業種は、主には「国の安全」の観点から審査の対象になるもの

と思われる。告示は、2019 年 8 月 1 日から適用されており、同年 8 月 31 日以降に行わ

れる対内直接投資等・特定取得については追加業種についても事前届出が求められてい

る。 

 

5 月改正追加業種は、①情報処理関連の機器・部品製造業種、②情報処理関連のソフ

トウェア製造業種、③情報通信サービス関連業種に大別される。 

                               
1 原則として届出受理日から起算して 30 日経過する日まで。通常 2 週間に短縮され（法 27 条 2 項、対

内直接投資等に関する命令 10 条 2 項）、当局の裁量によってさらに短縮され得る。他方で、待機期間は

最長 5 か月まで延長され得る（法 27 条 3 項）。 
2 本ニュースレター配信日（2019 年 10 月 4 日）時点で、中止勧告・中止命令は、2008 年にザ・チルド

レンズ・インベストメント・ファンドによる電源開発株式会社の株式取得に対して出されたものが、唯

一の事例である。 
3 対内直接投資等に関する命令第三条第四項に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める

件の一部を改正する告示（令和元年 5 月 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交通省・環境省 告示第 1 号）、対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第

四条第三項に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示（令和

元年 5 月 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省 告示第 2 号） 
4 https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190527002/20190527002.html 

https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190527002/20190527002.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190527002/20190527002.html
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（第 42 回外国為替等分科会 資料 6「対内直接投資審査制度について」から5抜粋） 

 

事前届出業種は日本標準産業分類6に従って表示されている。 

5 月改正追加業種の中でも、特に受託開発ソフトウェア業・組込みソフトウェア業・

パッケージソフトウェア業については、日本標準産業分類上の「ソフトウェア業」のう

ちゲームソフトウェア業以外を全て網羅したものであり、ゲームソフトウェア以外のア

プリケーション（モバイルアプリを含む。）を開発している事業は全てこれに該当する

ものとみなされる可能性がある。 

また、インターネット利用サポート業についても、現状の運用ではその範囲が広く解

釈される傾向にあり、直感的にはサポートサービスでないとしても、インターネット上

のサービスを提供する事業者については、広くこれに該当するとされる可能性がある。 

このように、5 月改正追加業種には、スタートアップ企業を含め広い範囲の企業が該

当する可能性がある。 

この結果、ベンチャーキャピタル業界には大きな影響が生じており、既に制度改正を

望む声明も出されている7。とりわけ、ファンドが日本法に基づく組合として組成されて

いる場合、ファンドの業務執行に関与しないパッシブな投資家である有限責任組合員

（Limited Partner）すらも、ファンドを通じて投資先企業の株式を保有しているものと

みなされてしまうため、ファンドに 1 名でも外国投資家が存在する場合、当該外国投資

家のために事前届出が必要になるという不都合が生じているようである。 

 

  

                               
5 
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-
foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf  
6 http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html  
7 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会「外為法の事前届出対象業種の追加に関して」（2019 年

9 月 9 日、https://jvca.jp/news/14989.html） 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
https://jvca.jp/news/14989.html
https://jvca.jp/news/14989.html
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Ⅲ. 9 月改正・次期改正による「対内直接投資等」の拡大 

 

1. 9 月改正による「対内直接投資等」の拡大 

 

2019 年 9 月 26 日に、対内直接投資等に関する政令及び対内直接投資等に関する命

令の改正が公布され、対内直接投資等の範囲に、現行法において既に存在する上場会

社等の発行済株式の 10%以上の取得に加えて、上場会社等の総議決権数の 10%以上

の取得及びこれに類する行為等8が追加された。当該上場会社等が事前届出業種を行

っている場合には、かかる議決権取得についても事前届出が必要となる。この改正は

2019 年 10 月 26 日から適用される。 

具体的には、①上場会社等の総議決権数の 10%以上を取得する行為、②他の株主が

保有する議決権の代理行使を受任し、上場会社等の総議決権数の 10%以上の議決権

を保有する行為、③外国投資家間において上場会社等に係る共同議決権行使に係る同

意を行い、上場会社等の総議決権数の 10%以上となる議決権を確保する行為等を、対

内直接投資等に準ずる行為として追加している。 

 

（第 42 回外国為替等分科会 資料 6「対内直接投資審査制度について」から抜粋） 

 

特に②は、委任状勧誘に基づき議決権行使を受任するあたり、事前届出を求めるも

のであり、アクティビストなど投資先に積極的な提案をする投資家は、実務上の影響

を受けるものと考えられる。なお、この②については、受任される議決権の対象であ

る議案が、取締役の選解任、定款上の事業目的の変更及び組織再編行為など、受任者

が会社の経営を実質的に支配し又は会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある

事項である場合に限定されている。 

また、③は、文言上外国投資家が他の外国投資家と事実上意思を通じて議決権行使

をするようなケースにも該当する可能性があり、「同意」の解釈いかんによっては事

前届出が広く要求される可能性がある点にも留意すべきである。 

                               
8 非上場会社に関する議決権の代理行使の受任等も追加されているが、以下では説明を割愛する。 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190822/06.pdf
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2. 次期改正による「対内直接投資等」の拡大 

 

2019 年 9 月 17 日の日本経済新聞電子版にて、2020 年中の施行を目指して、対内

直接投資等を拡大する外為法改正が予定されている旨の報道がなされた。 

同報道では、原子力や半導体など安全保障上重要な日本企業への出資規制が強化さ

れる予定であり、現行法において、上場会社等の発行済株式の 10%以上を取得する場

合に事前届出が求められているところ、基準を「1%以上」に引き下げる方向で調整し

ていると報じられている。また、役員選任の提案や重要な事業の売却についても、事

前届出を求める案も浮上しているとのことであり、現行法の枠組みを維持するのであ

れば、「対内直接投資等」の範囲が拡大することになる。純粋な資金運用の場合は、審

査期間を短縮し、又は審査を免除する投資促進策も検討されているとのことであるが、

その枠組みは不明である。 

仮に報道内容どおりの改正がなされれば、内容によっては、海外企業による日本に

対する投資意欲、さらには、我が国の証券市場全般に大きなインパクトが生じる可能

性があるため、関係するステークホルダーは改正の動向を引き続き注視することが必

要である。 

 

Ⅳ. 近時見られる慎重な事前届出審査の実施 

 

近時、特に「国の安全」の観点から審査される事前届出業種への対内直接投資等・特

定取得について、実務上も慎重な事前届出審査が行われているように思われる。事案に

よっては、事前届出審査に事実上 1 ヶ月から 2 ヶ月程度を要し、ディール全体のスケジ

ュールにもインパクトを及ぼす例も出てきている。 

すなわち、従来の事前届出審査では、事前届出を日本銀行に提出したのち、所管官庁

からも特に追加の質問等を受けることなく、待機期間が経過する例が一般的であった。

しかし、近時は、事前届出提出前に所管官庁に事前相談を行う必要が生じたり、事前届

出の提出後に一定の質問事項への回答を求められたりする例が見受けられる。質問の内

容は届出者の情報のみならず、発行会社の情報管理体制・技術情報にも及ぶ場合もある

ところ、十分に準備を速やかに回答できるよう事前に準備することが望ましい。 

また、審査の過程で、一定の誓約文言への同意を求められる例もあり、従前の実務に

比して慎重な審査が行われていることがうかがえる。 

（当事務所に関するお問い合せ） 
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