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はしがき

近年、安全保障環境の悪化や地政学的な緊張の高まり等による国際情勢の

複雑化や、産業基盤のデジタル化・高度化等による社会経済構造の変化がま

すます進む中、国民生活や経済活動に関するさまざまなリスクが認識される

ようになっています。たとえば、コロナ禍において、マスクや医療用機器の

供給が一時困難になったように、新興国の経済成長とグローバル・バリュー

チェーンの深化による国際分業体制の変化に伴い、特定の物資について国際

的な供給ショックに対する脆弱性というリスクが顕在化しました。それと同

時に、第 4 次産業革命の進展により産業基盤のデジタル化が進む中、先端科

学技術・イノベーションは激化する国家間の覇権争いの中核になりつつあり

ます。

こうした状況の下、諸外国では、感染症の世界的流行、大規模サイバー攻

撃、自然災害等も含めた安全保障上の脅威等への有効な対応策として、先端

技術の研究開発・活用を強力に推進するとともに、技術流出問題への対策を

強化しています。

かかる国内外の情勢を踏まえ、日本政府は、2020年 4 月、経済分野におけ

る国家安全保障上の課題について、俯瞰的・戦略的な政策の企画立案・総合

調整を迅速かつ適切に行い、必要な取組みを推進するため、2022年 2 月25日

に法律案を国会に提出し、国会における審議を経て、同年 5 月11日に「経済

施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（令

和 4 年法律第43号。以下、「経済安全保障推進法」といいます）が成立する運び

となりました。

本書は、経済安全保障推進法の立法趣旨や、現時点で判明している内容、

企業実務への影響を、わかりやすく解説することを目的として記したもので

す。

本書では、第 1 部において、経済安全保障推進法の全体像や特徴を解説し

たうえで（第 1 章）、新たに創設される 4 つの制度、すなわち「特定重要物
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資の安定的な供給の確保に関する制度」（第 2 章）、「特定社会基盤役務の安

定的な提供の確保に関する制度」（第 3 章）、「特定重要技術の開発支援に関

する制度」（第 4 章）および「特許出願の非公開に関する制度」（第 5 章）に

ついて、その内容を解説するとともに、第 2 部において、 4 つの制度ごと

に、現時点で判明している経済安全保障推進法が企業に与える影響を中心に

解説を試みました。また、読者の理解に資するように、QA形式を採用しつ

つ、重要な点については審議会の資料や国会での審議の議事録を多く引用す

ることとしました。

本書が、経済安全保障推進法にかかわりをもつ企業にとりまして、同法の

理解の一助となれば、執筆者らにとって望外の喜びです。

最後に、本書の出版にあたっては、民事法研究会編集部の海谷祥輝様に大

変お世話になりました。また、米国の最新情報の入手に関して、Pillsbury 

Winthrop Shaw Pittman 法律事務所の Steve Becker 弁護士に多大なご尽力

を賜りました。この場をお借りして、両氏に対し、ここに厚く感謝申し上げ

ます。

2022年12月

執筆者一同
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Ｑ2　法律の全体像

経済安全保障推進法の全体像や特徴等を教えてください。

〔解説〕

1　法律の全体像

経済安全保障推進法の章立ては以下のとおりとなっており、主に、基本方

針の策定と 4つの制度について定めている。

・第 1章　総則（基本方針の策定等）

・第 2章　特定重要物資の安定的な供給の確保（制度①）

・第 3章　特定社会基盤役務の安定的な提供の確保（制度②）

・第 4章　特定重要技術の開発支援（制度③）

・第 5章　特許出願の非公開（制度④）

・第 6章　雑則

・第 7章　罰則

経済安全保障法制準備室「経済安全保障推進法案の概要」 1頁では、経済

安全保障推進法の概要が【資料】のとおりまとめられている。

2　 4つの制度

上記のとおり、経済安全保障推進法では、以下の 4つの制度が創設され

た。

①　重要物資の安定的な供給の確保に関する制度

②　基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度

③　先端的な重要技術の開発支援に関する制度

④　特許出願の非公開に関する制度

おおまかな性格として、上記①③の制度は、対象となる事業等を行う企業
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が支援措置・助成金等を受けることができるという、促進法的な性格を有し

ており、他方、上記②④の制度は、その対象となる場合に法令遵守の対応が

必要になるという、規制法的な性格を有する。

また、これらの各制度は、それぞれ異なる業種を対象としたものである。

このように、経済安全保障推進法では性質の異なる 4つの制度を創設して

おり、企業においては、それぞれの制度について、自社に関係するものか、

関係する場合の対応等について、個別に検討、経営判断をすることが必要に

なる。本書第 1部の第 2章以下においては、制度ごとに、その概要を整理し

たうえ、第 2部において、現時点（令和 4年12月時点）での企業における実

務対応について解説する。

3　特　徴

上記のとおり、経済安全保障推進法では性格の異なる 4つの制度を創設し

ていることから、同法の影響を受ける事業者の範囲は広く、またその影響も

大きくなることが考えられる。

経済安全保障推進法は2022年 5 月11日に成立はしたものの、その具体的な

内容の多くは、今後制定される政令や主務省令において定められることとさ

れており、現時点では事業者にとって予見可能性が低い状況といわざるを得

ない。今後、パブリックコメント等を通じて国の見解が開示されることも想

定されることから、企業としては、動向を注視して情報収集・分析を行い、

検討を進めることが重要になる。

このような対応においては、企業における複数の部門（安全保障貿易管

理、知財、法務、サイバーセキュリティ、渉外、人事、関連する営業部門等）が

横断的に関与する必要があると思われ、企業内に経済安全保障の担当部門や

担当者を新設することも検討に値するであろう。
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【資料】　経済安全保障推進法の概要

出典：経済安全保障法制準備室「経済安全保障推進法案の概要」 1頁。

２. 重要物資の安定的な供給の確保に関する制度（第２章）
国民の生存や、国民生活・経済活動に甚大な影響のある物資の安定供給の確保を図るため、特定重要物資の指定、民間
事業者の計画の認定・支援措置、特別の対策としての政府による取組 等を措置。

サプライチェーンの強靭化に関する制度の概要

法案の趣旨

施行期日

・公布後６月以内～２年以内（段階的に施行）

１. 基本方針の策定 等（第１章）
・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定。
・規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。

５. 特許出願の非公開に関する制度（第５章）
安全保障上機微な発明の特許出願につき、公開や流出を防止するとともに、安全保障を損なわずに特許法上の権利を得ら
れるようにするため、保全指定をして公開を留保する仕組みや、外国出願制限 等を措置。

４. 先端的な重要技術の開発支援に関する制度（第４章）
先端的な重要技術の研究開発の促進とその成果の適切な活用のため、資金支援、官民伴走支援のための協議会設置、調
査研究業務の委託（シンクタンク） 等を措置。

法案の概要

経済安全保障推進法案の概要
（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案）

国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の
安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的
に推進するため、基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設する。

外国出願制限

補償

事業者の計画認定・支援措置特定重要物資の指定 政府による取組
・国民の生存に必要不可欠又は国民
生活・経済活動が依拠している物
資で、安定供給確保が特に必要な
物資を指定

・民間事業者は、特定重要物資等の供給確保計画
を作成し、所管大臣が認定
・認定事業者に対し、安定供給確保支援法人等によ
る助成やツーステップローン等の支援

・特別の対策を講ずる必要がある
場合に、所管大臣による備蓄
等の必要な措置

その他
・所管大臣によ
る事業者への
調査

技術分野等によるスクリーニング
（第一次審査）

・特許庁は、特定の技術分野に属する発明
の特許出願を内閣府に送付

保全審査（第二次審査）
①国家及び国民の安全を損なう事態を生
ずるおそれの程度

②発明を非公開とした場合に産業の発達
に及ぼす影響 等 を考慮

・指定の効果：出願の取
下げ禁止、実施の許可制、
開示の禁止、情報の適正
管理 等

保全指定

３. 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度（第３章）
基幹インフラの重要設備が我が国の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止
するため、重要設備の導入・維持管理等の委託の事前審査、勧告・命令 等を措置。

・対象事業：法律で対象事業の外縁（例：電気
事業）を示した上で、政令で絞り込み
・対象事業者：対象事業を行う者のうち、主務省
令で定める基準に該当する者を指定

事前届出・審査審査対象
・重要設備の導入・維持管理等の委託に
関する計画書の事前届出
・事前審査期間：原則30日（場合により、
短縮・延長が可能）

勧告・命令
・審査の結果に基づき、妨害行為を防止する
ため必要な措置（重要設備の導入・維持
管理等の内容の変更・中止等）を勧告・
命令

・個別プロジェクトごとに、研究代表者の同意を得て設置
・構成員：関係行政機関の長、研究代表者/従事者 等
・相互了解の下で共有される機微情報は構成員に守秘義務

官民パートナーシップ（協議会） 調査研究業務の委託
（シンクタンク）

・重要技術の調査研究を一定の能力を
有する者に委託、守秘義務を求める

国による支援
・重要技術の研究開発等に対する
必要な情報提供・資金支援等
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Ｑ3　施行期日

経済安全保障推進法は段階的に施行されると聞きましたが、各制度の
具体的な施行日は決まっているのでしょうか。

〔解説〕
各制度の施行日は、以下のとおりである。促進法的な性格を有する①③の

制度から先に施行されており、規制法的な性格を有する②④の制度は後から

施行されることになる。

基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度は、経済安全保障推

進法の公布の日（2022年 5 月18日）から、 1年～ 1年 9カ月の間に、 3段階

に分けて施行される。

制　度 施行日
①　重要物資の安定的な供給の確保に関する制度 2022年 8 月 1 日

②　基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度
2023年 5 月18日
～2024年 2 月18日まで

③　先端的な重要技術の開発支援に関する制度 2022年 8 月 1 日
④　特許出願の非公開に関する制度 2024年 5 月18日まで
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服部　　　誠

〔担当：第 1部第 4章、第 2部第 3章〕

弁護士・弁理士（阿部・井窪・片山法律事務所パートナー）

1994年　慶應義塾大学法学部法律学科卒業

1998年　弁護士登録

2004年　米国ペンシルバニア大学ロースクール卒業

2004年　米国ニューヨーク州弁護士登録

梶並　彰一郎

〔担当：第 1部第 5章、第 2部第 1章・第 4章〕

弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所パートナー）

2006年　早稲田大学理工学部電気電子情報工学科卒業

2009年　学習院大学法科大学院卒業

2010年　弁護士登録

2017年　米国ワシントン大学ロースクール（シアトル）卒業

2018年　米国ニューヨーク州弁護士登録

2019年　ワシントン州弁護士登録
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松田　世理奈

〔担当：第 1部第 3章、第 2部第 2章〕

弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所パートナー）

2007年　東京大学法学部卒業

2009年　東京大学法科大学院卒業

2010年　弁護士登録

大西　ひとみ

〔担当：第 1部第 1章・第 2章〕

弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）

2013年　東京大学法学部卒業

2014年　弁護士登録



経済安全保障推進法と企業法務
2023年 1 月26日　第１刷発行

定価　本体3,000円＋税

著　者　　服部誠・梶並彰一郎・松田世理奈・大西ひとみ
発　行　　株式会社　民事法研究会
印　刷　　藤原印刷株式会社

発行所　株式会社　民事法研究会
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-7-16
　　　　　　〔営業〕TEL 03（5798）7257　FAX 03（5798）7258
　　　　　　〔編集〕TEL 03（5798）7277　FAX 03（5798）7278
　　　　　　http://www.minjiho.com/　　  info＠minjiho.com

落丁・乱丁はおとりかえします。　ISBN978-4-86556-544-7　C2032　￥3000E

カバーデザイン：関野美香


	はしがき
	本文
	執筆者略歴
	奥付
	空白ページ
	空白ページ



