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経済安全保障？国の仕事では？

うちの会社にも関係あるの？

当社にはどういう影響がある？

今後規制が強化される可能性は？

疑問１

疑問２

疑問３

疑問４

企業法務としての疑問まとめ

機微情報や重要技術がない企業にも関係あるの？

一企業としてどこまでやらなければいけないの？

今までとどう変わるの？新しい影響は？

世界情勢の影響で今後さらに強化される可能性は？

で、当社は何をしたらいい？疑問５
最低限なにをしたらいい？どこから手を付けたらいい？

経済安全保障？国の仕事では？

梶さんのスライド
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たしかに、経済安全保障＝国の仕事

経済安全保障＝企業の外部で生じる
有事にいかに対応するかという問題

ところが 企業視点では
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企業活動と有事の関係

これまで積み上げ
てきた企業活動

をいかに守り、さ
らに発展させてい

くか

新たな外部環境

にいかに適応する
か
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経済安全保障法務の論点

これまで積み上げ
てきた企業活動

をいかに守り、さ
らに発展させてい

くか

新たな外部環境

にいかに適応する
か

（＝投資・契約） （＝法律・リスク）
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うちの会社にも関係あるの?

関係あります。①契約を見直すととも
に、②コンプライアンス+リスクマネ
ジメントの視点をもつことが必要です
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契約の見直し①（過去編）

これまで積み上げ
てきた企業活動
（＝投資・契約）
をいかに守り、さ
らに発展させてい

くか

・すでに締結済みの契
約が有事を想定したも
のになっているか

Check Points
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★2022年3月3日英国高等法院 MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm)
不可抗力を主張するためには合理的な努力が必要になるとしても、当事者が合意し
ていない通貨で支払いを受領することまでは求められないとして、不可抗力条項の
行使を認めた。
https://files.essexcourt.com/wp-content/uploads/2022/03/07095551/MUR-shipping-judgment-final-3-March-2022.pdf

すでに締結済みの契約の履行について

条項 検討のポイント
契約解除条項 相手方が経済制裁の対象になったような場合、解除事由に該当

するか？
不可抗力条項 契約ごと、契約上の義務ごとの検討が必要。不可抗力事由に戦

争も列挙されていることが多いが、戦争があれば一律、不可抗
力が認められるわけではない。当該義務について戦争がどのよ
うに影響したのか、その具体的な結びつきを検証することが必
要。また、準拠法によっても解釈が異なる。
→COVID-19に関するNews Letterとして、以下ご参照。
https://www.asiawise.legal/blog/aw-alert-asia-1

有事の発生により契約相手方による契約履行に不安がある場合、相手方の債務不
履行が生じる前に、自らの契約履行を拒んだり、契約を解除することが可能か。

https://www.asiawise.legal/blog/aw-alert-asia-1
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契約の見直し②（将来編）

これまで積み上げ
てきた企業活動
（＝投資・契約）
をいかに守り、さ
らに発展させてい

くか

・これから締結する契
約を有事を想定したも
のにすることが必要

Check Points
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これから締結する契約について

条項 検討のポイント
契約解除条項 理由なしの契約解除を留保しておくことができればベター。経済制裁

を理由とした契約解除については、相手方からその効力を争われるリ
スクあり。また、中国反制裁法のような法令に留意。

不可抗力条項 ・できるだけ幅広に規定すること。
・不可抗力事由が生じた場合の効果についても注意すること。

表明保証条項 相手方が各国の経済制裁の対象になっていないことについて確認。
→表明保証の時点について注意。契約締結後の場合、相手方に通知義
務を課す等の工夫（法令変更条項）。また、重要契約の場合や疑わし
い相手方の場合、契約上の表明保証に頼らず、相手方の素性について
バックグラウンド調査をすることも検討。

紛争解決条項 中立の第三国地による国際仲裁がお勧め。相手国の裁判所の場合、中
立公平な判断が期待できない場合もある。
→相手国では国際仲裁の執行ができないリスクも留意。

将来、経済制裁等の対象になる可能性があることを考慮した場合、契約の締結に
際して、どのような条項に注意することが必要か。

★保険の適用について
NEXIの輸出保険であれば、取引先国の外貨送金規制等にも対応可能
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新たな外部環境
（＝法律・リス
ク）にいかに適応

するか

Check Points

・新たな規制にいかに対
応するか

・様々なリスクに対して
いかに準備しておくか

経済安全保障法務の論点
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有事対応の出発点は「コンプライアンス」

1. コンプライアンス：
現時点で有効な規制を
遵守すること

2. リスクマネジメント：
将来生じるリスクに対応で
きるようにしておくこと

3. プリンシプル：
自社にとって重要な
原則は何なのかを確
認しておくこと

ロシアによるウクライナ侵攻後の状況は日々刻々と変化しているし、情報も
錯綜している。そういった中でも、企業の行動基準の第一原則は「法律を守
ること」（＝コンプライアンス）。
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現時点で有効な規制を遵守する（例：米国法）
規制の種類 内容 関連法令・近時の動き

技術競争、機微情報・重要イン
フラ保護 例）AI・データ分析・
量子情報、情報通信インフラ

人権・民主主義・戦争
例）香港・ウイグル・ウク
ライナ

取
引
規
制

貿易管理
輸出規制 自国の貨物・技術の

入手を防止

・米国輸出管理改革法
・中国情報通信企業がエンティティリ
スト（EL）に掲載
・対中軍事エンドユーザ規制導入

・新疆ウイグル自治区の監視機
器・技術等を製造・開発する中
国企業をELに追加
・香港の優遇措置の撤廃

輸入規制 自国の販売市場への
アクセスを制限

・米国関税法307条に基づくWLO
・ウイグル強制労働防止法

投資管理 投資規制 投資を通じた自国市
場へのアクセス防止

米国FIRRMA

国内民間取引規制
・外国敵対者による自国ネットワーク
脆弱性悪用等の防止のための米国当局
のクリアランス手続
・中国軍事企業の有価証券の購入禁止

経
済
制
裁

敵対する国や個人・
団体による取引を制
限するとともに国内
資産を凍結

・米国香港自治法
・香港・ウイグル関連の企業・
個人をSDNリストに追加
・ロシア政府関係者の追加

政
府
調
達
規
制

・特定企業の政府調
達からの締め出し
・政府案件の受注に
際して、特定企業と
の取引の有無を表明
保証させる

2019年度米国国防授権法
・調達禁止
・使用者との契約禁止
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コンプライアンスを補完するリスクマネジメントの発想

1. コンプライアンス：
現時点で有効な規制を
遵守すること

2. リスクマネジメント：
将来生じるリスクに対応で
きるようにしておくこと

3. プリンシプル：
自社にとって重要な
原則は何なのかを確
認しておくこと

 法律はその性質上、「現実の後追い」。不確実な状況の中では「法律を守って
いるだけでは足りない」ということもありえる。

 コンプライアンスを過度に重視することの弊害。自らの行動原理を「国」とい
う他人に任せてばかりいると、自分の頭で考えることができなくなってしまう。
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規制の影響がどこで生じるか、リスクの所在を分析し、それに応じた対応策を講じる

コンプライアンスを補完するリスクマネジメントの発想

規制の種類 リスクの所在 対応策
輸出規制 ・域外適用の問題（再輸出規制+直接

製品規制）に留意
・対象企業のバックグラウンド調査
・米国原産品比率を25％以下にする
・BISライセンスを取得する

輸入規制 ・新疆原産品の米国輸出の場合等 ・サプライチェーンに含まれる企業か
ら強制労働をしていないことの誓約書
取得
・客観的な原産地証明書類の確保

投資規制 ・日本企業が米国に投資する際、中国
企業との提携が審査対象となる可能性

・情報遮断措置

経済制裁 ・顧客やサプライヤがSNDリストに追
加された場合、これらの企業に重大な
支援をする企業にも制裁リスク

・相手方のバックグラウンド調査
・取引を中止できる契約条項
・SDN指定解除に向けたOFACへの申請

政府調達
規制

・米国政府調達案件がある場合
・米国企業から対象機器・サービスの
使用の有無について問合せを受ける可
能性

・対象機器・サービスの使用中止
・自社取引先にも調査への協力要請
・米国政府からのWaiverの取得



© AsiaWise 17

リスクマネジメントを補完するプリンシプルの発想

1. コンプライアンス：
現時点で有効な規制を
遵守すること

2. リスクマネジメント：
将来生じるリスクに対応で
きるようにしておくこと

3. プリンシプル：
自社にとって重要な
原則は何なのかを確
認しておくこと

 すべてのリスクを事前に洗い出しておくことはできない。
 選択肢が複数ある場合において、いずれの選択肢にも（同程度の）リスクがあ
るような場合には、リスクマネジメントは有効な行動原理として機能しない。

 リスク「のみ」を基準にした場合、モラルが等閑視されるといった問題もある。
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不確実な時代だからこそ「プリンシプル」が問われる

1. コンプライアンス：
現時点で有効な規制を
遵守すること

2. リスクマネジメント：
将来生じるリスクに対応で
きるようにしておくこと

3. プリンシプル：
自社にとって重要な
原則は何なのかを確
認しておくこと

日常的な法律問題の解決基準 不確実時代だからこそ必要

補完 補完

ビジネスに効く！リーガルオペレーションの現場から―法務部長と弁護士の対話［第13回］
「不確実な時代」に対応するための法務機能とは？

https://businessandlaw.jp/articles/a20220419-1/
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