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米国のディールについて 
欧州のバイヤーが知っておくべきこと

Freshfields M&A フォーラムからのスペシャル・レポート

第1四半期のディールデータアジアにおけるSPACの展開 
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2022年 
第1四半期の 
M&Aモニター
今回のM&Aモニターでは、まず、弊事務所が開催したM&Aフ
ォーラムに関するスペシャル・レポートをお届けします。このフ
ォーラムでは、弊事務所の欧州・米国のパートナーらがベテラ
ンのディールメーカーを交えて、「米国のディールについて欧
州のバイヤーが知っておくべきこと」というトピックについて議
論や意見交換を行いました。

本フォーラムで議論された重要なポイン
トは、以下のとおりです。

•	 	デラウェア州法に基づく取締役の重要
な義務とそれがディールのプロセスに
もたらす影響

•	 	米国のM&Aにおいて独占交渉権を手
に入れることは可能か

•	 	アクティビストやその他の機関投資家
株主の役割の把握

•	 	米国の知的財産関連契約に潜む落とし
穴

•	 	人材（経営陣や従業員）の流出を防止
するための方法

•	 	CFIUS（対米外国投資委員会）関連リ
スクをナビゲートする際に直面する課
題

•	 	米国の反トラスト法をめぐる状況の変
化

•	 	増大する規制リスクの影響を最小限に
抑えるために取引契約等に加えられる
調整

•	 	従業員株式報酬及び株主の承認に関
する問題

•	 	米国における取引保護条項の進化

また、今回のM&Aモニターでは、アジア
におけるSPACの展開（弊事務所が関与
した案件となりますが、2022年に入って
からシンガポールと香港においてSPACの
上場が初めて実現しています。）（14ペー
ジ）について考察するとともに、いつもの
ように、前四半期におけるM&A市場の状
況についてもお届けします（16ページ）。

2022年、シンガポールと香港においてSPACの上場が初めて実現していることを踏まえ、アジアにおけ
るSPACの展開について、14ページで解説しています。
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M&Aフォーラムでは、欧州のバイヤーが米国企業を買収しようとする場合に検討すべき重要事
項、主として、ディールのサイニングを実現するための対象会社取締役会への働きかけや、サイ
ニングからクロージングまでの期間をナビゲートする方法について、議論や意見交換を行いま
した。

フレッシュフィールズ 
M&Aフォーラム： 
欧州のバイヤーによる 
米国企業の買収
弊 事 務 所は2022 年 3月9日、 
M&Aフォーラムを開催し、業界
トップのディールメーカーを交え
て、欧州の投資家が米国企業を
買収する場合に検討すべき重要
事項について議論や意見交換を
行いました。

このセッションは、Julian Long（ロンド	
ンオフィスのM&Aパートナー）がホス
トを務め、以下の米国・英国チームの
主要メンバーとともに、議論を行いま	
した。Damien Zoubek（弊事務所の米
コーポレート・M&Aグループの共同代表	
	（ニューヨークオフィス））、Sebastian  
Fain（コーポレート・M&A担当パート
ナー（ニューヨークオフィス））、Lori 
Goodman（労働・人事パートナー（ニュ	
ーヨークオフィス））、Alice Greenwell 
	（労働・人事パートナー（ロンドンオフィ	
ス））、Aimen Mir（CFIUS担当、競争	
法・通商法パートナー（ワシントンオフィ	
ス））、Meghan Rissmiller（企業結合	
に関する当局による調査・捜査を専門と
する競争法パートナー（ワシントンオフィ
ス））

各セッションの要点は、以下のとおりで
す。セッションの映像をご覧になりたい方
は、ここをクリックしてください。

https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/l/long-julian/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/z/zoubek-damien/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/f/fain-sebastian/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/f/fain-sebastian/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/g/goodman-lori-d/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/g/goodman-lori-d/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/g/greenwell-alice/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/m/mir-aimen/
https://www.freshfields.com/en-gb/contacts/find-a-lawyer/r/rissmiller-meghan/
https://play.freshfields.com/ma-forum-20220309
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Damien Zoubek
ニューヨークオフィス　パートナー

Julian Long
ロンドンオフィス　パートナー

Lori Goodman 
ニューヨークオフィス　パートナー

Sebastian Fain
ニューヨークオフィス　パートナー

ディールのサイニングを
実現するための対象会社
取締役会への働きかけ

M&Aフォーラム：第1回セッション

欧州のバイヤーは、米国企業の取
締 役会の義務及び取 締 役会が実
施するプロセスをどのようにうまく
利用すればよいのか（どのような
点に注意をすればよいのか）
Damien Zoubek及びSebastian Fain 
 （ニューヨークオフィス、コーポレート	
M&A）

•	 	米国以外のバイヤーからは、「米国の
上場企業の取締役は、その信認義務	
	（fiduciary duty）として、対抗提案	
の勧誘を行うこと（”shop”すること＝よ
り良い買収条件を提示する対抗提案者
を探すこと）が義務づけられているの
か、独占交渉権の付与に合意すること
はできるのか」といった質問を受けるこ
とが多い。

•	 	米国の上場企業を対象会社とする
M&Aの場合、米国の上場企業のほと
んどがデラウェア州法人であるため、デ
ラウェア州法に基づく取締役の信認義
務、すなわち注意義務と忠実義務が問

題となる。かかる信認義務は株主に対
して負うものであり、他のステークホー
ルダーに対して負うものではない。

•	 	米国の上場企業を対象会社とする買収
に関して参考となるデラウェア州の判
例法理は、レブロン基準（レブロン義
務）とユノカル基準の二つである。

•	 	レブロン基準は、会社の「支配権」を
売却する取引（デラウェア州判例法上、
「支配権」を売却する取引とは、現金
を対価として議決権の過半数に相当す
る株式を売却する取引をいう。）を行
う場合に適用されるものである。支配
株主にとって、現金対価による買収は、
自己の保有する株式の支配権プレミア
ム（支配権に相当する価値）を対価の
一部として取得できる最後のチャンス
となる。そのため、取締役は、合理的に
可能な最高価格の実現が合理的に期
待できる売却プロセスを実施すること
が求められる。もっとも、デラウェア州
の裁判所は、取締役がレブロン義務を
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果たすために実施すべき売却プロセス
を具体的に定める法律上の規定が存
在しないことを明確に認めている。

•	 	では、取締役は、レブロン義務を果た
すために何をすればよいのか。例え
ば、取引契約に、他の買収者からの対
抗提案に応じる権利がある旨の規定
と、ブレークアップ・フィーを支払うこと
によって当該ディールからいつでも撤
退できる旨の規定を盛り込むことで、
レブロン義務を果たすことができる。
しかし、米国の取締役会は、この方法
ではなく、サイニング前にアクティブ又
はパッシブなマーケットチェックを行う
という方法を取る傾向にある。買い手
候補同士を競争させることが買収価格
を引き上げる最も簡単な方法であると
一般的に考えられていること、サイニン
グ済のディールの「横取り」が難しいこ
とがその理由として挙げられる。もっと
も、サイニング後の「横取り」は、それ
ほどめずらしいことではない。

•	 	ユノカル基準によれば、ブレークアッ
プ・フィーやその他の取引保護条項は、
対抗提案を事実上排除するような内容
にしてはならないため、取引保護条項
の内容もある程度制限される（ブレー
クアップ・フィーは、買収金額の2%から
4%の間に設定されることが多い。）。

ディールのスピードを最大限に高
めて独占交渉権を確保するための
正しい戦略

•	 	米国企業の取締役会は、上記の信認
義務が課せられることもあって、独占
交渉権の付与に消極的であるため、す
でにプロセスの最終段階に入っている
場合や、非常に魅力的な買収価格が提
示（かつかかる提案が受け入れられな
いのであれば撤退するというカードも
行使）されている場合など、より高い買
収価格を提示する対抗提案者が現れ
る可能性が低いと取締役会が判断し

た場合を除き、独占交渉権の付与を認
める可能性は低い。対抗提案を排除す
るために早い段階で高めの買収価格を
提示するという戦略が取られる場合も
あるが、結果的には不相応に高い金額
を払うことになるため、理想的な戦略
とはとても言えない。高めの買収価格
を提示するという戦略を取った場合で
も、対象会社のアドバイザーは、他者
に対象会社が連絡を取った場合に現
在の買い手候補がディールから撤退す
るリスクがあると判断した場合を除き、
対抗提案の勧誘をその後も行うよう対
象会社に助言するものと思われる。し
たがって、買手候補者にとってより望ま
しい戦略とは、交渉の開始時に、可能
な限り迅速に進める意思があることを
対象会社に伝えておくことである。

•	 	対価の全部又は大部分が株式である
取引にはレブロン基準は適用されない
が、その場合でも、取引保護条項につ
いてはユノカル基準に従わなければな
らない。

•	 	レブロン基準が適用されない売却プ
ロセスの場合には、経営判断の原則に
基づいて判断されるため、対象会社の
取締役会は、売却プロセスの早い段階
で交渉相手（買収者）を一社にしぼる
ことにそれほど抵抗を感じないものと
思われる。また、対象会社の取締役会
は、提示された買収価格が低めであっ
ても、ディールの長期的な効果を評価
した上で、それを受け入れる可能性が
ある。

•	 	もちろん、取締役の信認義務だけによ
って取締役会の行動が決まるわけでは
ない。例えば、ディールのダイナミクス
や投資家心理も重要である。

•	 	ディールのサイニングが終わると、交渉
の背景事情（対象会社が実施した売却
プロセスを含む。）の詳細がプロキシ
ー・ステートメントへの記載により開示
される。これにより、株主は、取締役会

による独占交渉権の付与の有無、付与
した場合のその時期、対抗提案者の有
無（匿名ベース）、対抗提案者が提示
した買収価格、取締役会における検討
のプロセスなどを知ることになる。その
ため、複数の候補者から買収者が選ば
れたことについて、株主が納得できる
理由が当然必要になる。

•	 	デラウェア州のCorwin事件において
示されたコーウィン浄化基準も重要で
ある。コーウィン浄化基準とは、取締
役会がレブロン基準を満たさなかっ	
た場合でも（悪意があった場合を除
く。）、プロキシー・ステートメントに
おいて必要な事項が全て開示されてお
り、かつ、株主が十分な情報を与えら
れ、強制されていない状態において、
利害関係を有しない株主の過半数の
承認によりディールが承認された場合
には、経営判断の原則に基づいて取締
役の信認義務違反の疑いを「浄化」す
ることができるというものである。

•	 	米国の上場企業を対象会社とするディ
ールの場合、株主が会社に代わって取
締役の責任を追及する株主代表訴訟
が提起されることがかなり多いが、上
記のコーウィン浄化基準により訴えが
却下され、ディスカバリーの段階まで
進まないケースがほとんどである。コ
ーウィン浄化基準の抜群の効果もあっ
て、「プロキシー・ステートメントの内容
が不十分であるため、コーウィン浄化
基準は適用されない」といった主張に
基づいて訴えを提起されても勝てるよ
うに、プロキシー・ステートメントの内
容の充実化を図る動きが見られるよう
になった。

•	 	このように、取締役を守るという意味
でコーウィン浄化基準には抜群の効果
があるが、どの取締役会も、レブロン基
準は無視してコーウィン浄化基準だけ
を頼りにしていればよいという単純な
発想にはならないようである。しかし、

対象会社の取締役会は、提示された買収価格が低めであっても、デ
ィールの長期的な効果を評価した上で、それを受け入れる可能性があ
る。
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ロセスを経た上で最終的な買収価格
の合意を行うことが求められる。かか
るプロセスを経ない場合には、取締役
会がその後ディールそのものを拒否し
又は買収価格の再交渉を求めるリスク
が当然発生する。場合によってはリー
ガルリスクも発生する。

•	 	すなわち、CEOは、信認義務の違反
があったとしてその責任を問われる可
能性がある。その場合に、バイヤーも
CEOを幇助又は教唆したとして訴えら
れる可能性がある。デラウェア州法は
売却のプロセスを非常に重視している
ため、CEOと取締役会との間のダイナ
ミクスを十分に把握しておかなければ
ならない。また、重要な会議や話し合
いの内容はプロキシー・ステートメン
トにおいて開示しなければならないの
で、CEOと取締役会との間のダイナミク
スに関して何か問題があれば、原告（
株主）の代理人の知るところとなる。

アクティビスト、アクティブ・ファン
ド及び機関投資家の進化する役割
の把握
Damien Zoubek及びSebastian Fain 
 （ニューヨークオフィス、コーポレート	
M&A）

•	 	アクティビズムは、ディール（事業の全
部又は一部の売却、スピンオフ等）の
触媒となることがよくあるので、買収先
候補を探している場合には、アクティビ
ストによる株式の買増しが見られる会
社に注目するとよい。

•	 	また、アクティビズムは、ディールのサ
イニング後に問題となることがある。例
えば、アクティビストがディールに反対
したり、いわゆる「Bumpitrage」と呼
ばれる株式価格のつり上げを扇動する
行為によりバイヤーに買収価格の引き
上げを求めたりすることがある。

•	 	いずれの場合においても、アクティビス
トは、会社のPRやIR活動を可能な限り
困難にするような作戦を立ててくる。ア
クティビストは、会社の株主らと直接や
りとりをして、そのディールは会社の事
業のためにならない、その理由はこうで
あるといったキャンペーンを大々的に
展開する。

•	 	したがって、PRやIRについては、株主
の視点で見た場合のディールの戦略
的根拠がしっかり組み込まれた戦略を
早い段階で練っておくことが肝要であ
る。また、アクティビストとやりとりをす
る際には、後手に回らないように、相手
の出方を想定して準備をした上で、積
極的に打って出ることが望ましい。

•	 	アクティビズムは、より高い買収価格を
求める対象会社の株主だけが行うもの
ではない。バイヤー側でも、アクティビ
ストから、買収価格が高すぎる、このデ
ィールは会社の戦略的判断として間違
っているといった声が上がることもあ
る。

•	 	状況をさらに複雑化する要因として、こ
れまで「アクティビスト」に該当しなか
ったような投資家らが、アクティビスト
の戦術を使うようになったことが挙げ
られる。例えば、アクティブ・ファンドの
マネージャーがディールに反対するキ
ャンペーンを立ち上げ、アクティビスト
に実際の活動を奨励するといったケー
スも見られた。

•	 	現金を対価とする入札による売却の
場合は、プロセス自体に問題がない限
り、アクティビストの標的になることは
あまりない。

•	 	売主は、アクティビズムリスクを軽減す
るためには、どの投資家がどのタイミン
グで株式を取得し、そのときの株価が
いくらであったかを金融機関に調査、
分析してもらうなどして、ディールに対
する市場の反応を確認しながら、ディ
ールについて投資家の賛同を得られる
か否かを判断しなければならない。

•	 	買手候補者の取締役会及び経営陣は、
ディールに反対する機会をアクティビス
トに与えないようにするために株主の
議決権を確保しておくべきか否かにつ
いても、あらかじめ検討しておかなけ
ればならない。

•	 	ディールの各当事者がそれぞれの委任
状勧誘代理人に相談をして何か対策を
講じる必要があるか確認しておくこと
が大事である。また、委任状勧誘代理
人はアクティビスト対策に有効なデー
タを有しているので、その意味でも事
前に相談しておくことが望ましい。

アクティビストは、 
会社の株主らと直接
やりとりをして、その
ディールは会社の事
業のためにならない、
その理由はこうであ
るといったキャンペー
ンを大々的に展開す
る。

それでも、対象会社の取締役会として
は、レブロン基準を満たせるよう誠実
に努力をしていれば、後になって取締
役としての信認義務の違反が疑われて
も、十分な情報を得た強制されていな
い株主の過半数の賛成によりディール
が承認された事実をもってその疑いを
晴らすことができるということが、大き
な安心材料になっているはずである。

最終決定権を持っているのはCEO？
取締役会？
•	 	米国の上場企業が対象会社である場
合に、対象会社の交渉チームを率いる
のがCEOであっても、最終決定権を持
っているのは取締役会である。したが
って、買手候補者としては、対象会社の
CEOが取締役会を差し置いて物事を
進めようとする場合には、後々問題に
なるおそれがあるので、十分に注意し
なければならない。例えば、CEOは、買
収価格の提案を受けた場合には、それ
を取締役会に報告し、取締役会の意見
を聞いた上で次の交渉に臨むというプ
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米国の知的財産ライセンス契約に
潜む落とし穴
Sebastian Fain 
 （ニューヨークオフィス、コーポレート	
M&A）

•	 	米国の知的財産ライセンス契約の場
合、その条件によっては、ライセンスの
対象となる知的財産に、対象会社の保
有する知的財産のみならず、対象会社
の「affiliate」（関係会社）が保有する
知的財産も含まれる場合がある。そし
て、この「affiliate」という用語が広く
解釈されることがある。将来の関係会
社も「affiliate」に含まれると解釈され
る場合には、（買収により対象会社の
関係会社となる）買収者と買収者が帰
属するグループ全体も「affiliate」に含
まれることになり、問題となりうる。

•	 	このように資本上位の関係会社が	
	「affiliate」に該当するか否かが問題	
となるケースについて、裁判所の判断
は州によって異なる。例えば、ニューヨ
ーク州では、別段の定めがない限り、	
	「affiliate」は契約締結時の関係会社	
に限定されると解釈されることが多い
が、デラウェア州では、将来の関係会社
も「affiliate」に含まれるとの判決が出
ている。そのため、対象会社において
は、買収後に買収者の知的財産につい
てもライセンスが付与されるべきと主
張するライセンサーから訴えを提起さ
れるリスクがある。

•	 	この問題を回避する方法はいくつかあ
るが、完璧な解決方法はない。資産の
買収の場合は、問題となりうるライセン
ス契約を買収対象資産から除外する方
法や、いったん取得した後に関連資産
と一緒にまとめて売却する方法を取る
ことができる。また、ライセンス契約の
内容にもよるが、当該ライセンス契約
がライセンシーの資本上位の関係会社
を拘束することのないように、定款に
必要な変更を加えるという方法も選択
肢として考えられる。

•	 	このようなライセンス契約問題をどう
解決するかは、当該契約（やその当事
者）を取り巻く事情と当該契約の管轄
裁判所に関する規定の内容によって判

断すべきである。技術力が重要とされ
る産業（テクノロジー産業、ヘルスケア
産業等）における買収の場合には、バ
イヤーは、売主も納得できる解決策の
検討に必要な時間を十分に確保するた
めにも、デューディリジェンスの早い段
階でこの問題への取組みを開始するこ
とが望ましい。

人材（役職員）の流出を防止する
ための方法：最近の人材流出防止
策とそのリスク
Lori Goodman 
 （ニューヨークオフィス、労働・人事）

•	 	買手候補者から、対象会社のCEOや
経営陣との間で行うクロージング後の
雇用条件（クロージング後の各人の役
割、役職、雇用契約（委任契約）、リテ
ンションボーナス（会社に留まることに
よる特別手当）等）に関する話し合い
はいつ開始できるのかと聞かれること
がよくある。

•	 	この点においても取締役の信認義務
が問題となる。取締役は会社の株主
に対して信認義務を負う。また、CEO
も、CEO兼取締役である場合には、取
締役としての信認義務を負う。そのた
め、買収者との間のクロージング後の
報酬等に関する話し合いは、取締役と
しての信認義務との関係で問題を発生
させるおそれがある。例えば、取締役
の責任を追及するための株主代表訴訟
において、原告たる株主の代理人は、
取締役と買収者との間でこのような話
し合いが行われたことで、取締役は買
収の成否に利害関係を有することとな
った、すなわち、買収者からクロージン
グ後の役職や報酬について有利な条
件が提示されたことを理由に買収に賛
同した可能性があると主張するかもし
れない。

•	 	米国の上場企業の取締役会は、取締
役がこのような理由で信認義務の違反
の疑いをかけられないようにするため
に、取締役が買収者とこのような話し
合いを行う場合には、取締役会がその
タイミング及びプロセスの決定を行う
ようにしている。

資産の買収の場合
は、問題となりうる 
ライセンス契約を買
収対象資産から除外
する方法や、いったん
取得した後に関連資
産と一緒にまとめて売
却する方法を取ること
ができる。
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Damien Zoubek 
 （ニューヨークオフィス、コーポレート	
M&A）

•	 	こうした事情があるため、買収者と取
締役との間のクロージング後の報酬等
に関する話し合いは、サイニングの直
前になるまで行われないことが多い。
バイヤーは、この点を考慮してサイニ
ング前の日程を組む必要がある。入札
が実施される場合や、複数の買収提案
者が存在する場合は、買収者が選ばれ
て買収価格を含む重要な条件につい
て当事者間で基本合意に至るまでは、
利益相反に係るリスクが高いことを理
由に、取締役と買収者との間のクロー
ジング後の報酬等に関する話し合いが
取締役会によって禁止されることが多
い。買収者が選ばれた後は、経営陣が
特定の買収提案者に有利になるように
働きかけることもできなくなるので、利
益相反については、それほど心配する
必要はない。

•	 	また、買手候補者は、各取締役とクロ
ージング後の報酬等に関する話し合い
を行う場合には、事前に、対象会社の
取締役会への報告や相談を行い、その
承諾を得なければならない。もちろん、
現経営陣に留まってもらうことが買手
候補者にとって重要であることや、ディ
ールの合意において重要な従業員の確
保が重視されていることをオープニン
グ・ビッド・レターに記載することをや
める必要はない。CEOや他の経営陣が
取締役会の許可を得る前に買手候補

者がCEOや他の経営陣とこのような話
し合いを開始しようとした場合にも、
問題は生じる。上記のとおり、プロキシ
ー・ステートメントには様々な情報が記
載される。ディールのプロセスはもちろ
ん、経営陣の（クロージング後の）報酬
等に関する話合いについても詳細な情
報が記載されるため、このような話合
いがどのタイミングで行われたかは、
必ず、株主（や株主代表訴訟を提起し
た場合の原告）の知るところとなる。

•	 	ディールによって事情は異なるため、
いつもこのような手順により物事を進
められるとは限らない。弊事務所が取
り扱ったある案件では、ストラテジッ
ク・バイヤー（事業会社）とフィナンシ
ャル・バイヤー（プライベート・エクイテ
ィ）が買収の入札に参加していたが、両
社とも、対象会社の創業者（対象会社
の支配株主）にはクロージング後も会
社に留まってほしいと考えていた。この
ような場合には、創業者としては、クロ
ージング後の報酬等や「エクイティ・ロ
ールオーバー」（買収後に買収により得
た対価の一部を使って対象会社の株
式を再び取得すること）の有無（「有」
の場合はその金額）に関する各社の提
案内容を検討せずに買収者を選ぶこと
は難しい。そこで、特別委員会の判断に
より、CEOが通常よりも早い段階で監
視付きで各買収提案者と上記の事項
について話し合うことが認められた。
米国上場企業の取締役の信認義務違
反をめぐる事件において、裁判所は、
取締役の行為が取締役会（又は特別

委員会その他の委員会）の承諾を得て
行われたものか、あるいは取締役会へ
の相談なしに行われたものかを判断し
た上で、前者の場合に取締役の責任を
否定する傾向にある。

•	 	また、対象会社が入札方式をとらず、買
収提案を行った買手候補者との交渉を
開始し、サイニング前にマーケットチェ
ックを行って他社からの買収提案の機
会を設けたものの、より有利な条件の
買収提案がなかったため、そのまま当
該買手候補者とのサイニングに向けた
準備を進めるといったケースもよく見
られる。このような場合には、対象会
社の取締役会は、買収者と買収価格が
決まっていることを理由に、サイニング
の直前ではなく、それよりも早いサイニ
ングの数週間前に（すなわち、これから
デューディリジェンスや買収価格以外
の条件の交渉を行うという段階で）、
各取締役が買手候補者との間でクロー
ジング後の報酬等について話し合うこ
とを認める可能性がある。

•	 	対象会社が上場企業ではなく、従業員
の一部（や従業員の家族や友人）が株
主でもある場合には、取締役の信認義
務に関する問題については検討を要す
るものの、訴訟リスク（株主が取締役
の責任を追及するリスク）は対象会社
が上場企業である場合に比べてはるか
に低い。このような場合には、対象会
社の取締役会は、自社の株主構成を踏
まえた上で、とるべき方針を決めること
になる。

対象会社が入札方式をとらず、買収提案を行った買手候補者との交渉
を開始し、サイニング前にマーケットチェックを行って他社からの買収
提案の機会を設けたものの、より有利な条件の買収提案がなかったた
め、そのまま当該買手候補者とのサイニングに向けた準備を進めると
いったケースもよく見られる。



2022年第1四半期M&Aモニター 

8

クロージングまで 
ナビゲートする方法と準備

M&Aフォーラム：第2回セッション

CFIUS（対米外国投資委員会）、
海外直接投資（FDI）と保護主義
の高まり
Aimen Mir 
 （ワシントンオフィス、CFIUS）

•	 	トランプ政権の下、CFIUS（対米外
国投資委員会）の権限が強化され、
非支配的投資（non- cont rol l ing 
investment）も審査の対象となり、届
出が義務づけられるようになった。同
時に、CFIUSの審査体制が強化された
ことにより、審査できる案件の数も増
加した。

•	 	これにより、CFIUSが案件の存在に気
が付かないことを期待するという戦略
は使えなくなった。実際、CFIUSは昨
年、届出のなかった100件以上の案件	
	（その一部は欧州の企業を当事者とす	
る案件）についても審査を実施してい
る。CFIUSの人員が確保され体制が強
化されたことにより、案件の当事者に
条件を課すことに意欲的である。

CFIUSの権限の強化の影響を受
けるのは中国の投資家だけなのか
•	 	トランプ大統領は米中摩擦について米
国の立場を強く主張し、中国に対して
厳しい姿勢を取っていた。バイデン政
権も同じように対中強硬姿勢を取って
いるが、より集中的に、計画的に対中
政策を繰り出している。

•	 	中国企業の対米直接投資は、CFIUSの
厳しい審査にさらされるため、ディール
のプロセスに時間を要する可能性が高

く、不確定要素も多い。すなわち、失敗
に終わるリスクが以前に比べてはるか
に高い。しかし、CFIUSは直接投資だ
けではなく、あらゆる中国とのつながり
に目を光らせており、買手候補者のリ
ミテッドパートナーや共同出資者（過
去の共同出資者を含む。）が中国企業
である場合や、買手候補者の事業が何
らかの形で中国にある場合（例えば、
中国国内に研究開発拠点を置いてい
る場合、中国企業と合弁契約を締結し
ている場合、中国市場がビジネスにと
って重要である場合）も、警戒の対象
となる。今はロシアに対しても同じよう
な厳しい姿勢が取られている。

•	  CFIUSは、以前は、国家安全保障と経
済は明確に分けて考えていたが、最近
は、中国が経済のあらゆる分野におい
て米国の「戦略的競争者（strategic 
competitor）」になっていることもあっ
て、経済問題も国家安全保障問題の一
部であるという考え方が着実に浸透し
つつある。

•	 	産業によっては、CFIUSに係るリスクと
の関係で、買手候補者側よりもむしろ
対象会社側（対象会社の事業）が問題
になることがある。以前は、防衛産業、
テクノロジー産業、政府サプライチェー
ンに属する事業の買収が審査の対象と
されていたが、新型コロナウイルスの
世界的流行を経た今、ヘルスケアを始
めとする様々な産業が「critical」な産
業に該当するとみなされ、審査の対象
とされている。

Aimen Mir
ワシントンオフィス　パートナー

Julian Long
ロンドンオフィス　パートナー

Damien Zoubek  
ニューヨークオフィス　パートナー

Alice Greenwell
ロンドンオフィス　パートナー

Meghan Rissmiller
ワシントンオフィス　パートナー

Lori Goodman
ニューヨークオフィス　パートナー
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バイヤーはCFIUS関連リスクにど
う対処すればよいのか
•	 	CFIUS関連リスクにうまく対処するため
には、政府がリスクをどのように捉えて
いるのかを深く理解する必要がある。
例えば、中国企業が欧米の企業との間
で広範囲に及ぶ戦略的契約を締結しよ
うとした場合、実際にはそれほど重要
な意味を持たない形だけの条項であっ
ても、米国政府の目には、技術移転を
実現するための条項に見える場合があ
る。そこで、そのようなリスクは実際に
は存在しないことを政府に理解しても
らうためにも、ビジネスの世界の実態・
実情をわかりやすく説明する必要があ
る。

•	 	買手候補者は、政府が潜在的リスクを
指摘してリスク軽減措置を実施するよ
う求めてきた場合には、素直に受け入
れた方がよいか、反論した方がよいか、
適切に判断できるようにしなければな
らない。まずは、政府の懸念を正確に
把握する必要がある。その上で、当事
者のビジネス上の利益を守ることがで
き、かつ、政府の懸念を解消すること
ができる方法（政府が指示したリスク
軽減措置に代替するもの）を模索しな
ければならない。

•	 	CFIUSへの届出をするべきか否かの判
断は、専門家の助言なしに行うことは
できない。政府当局は当事者自身も知
らないような情報を入手することがで
きる。ディールに致命的な打撃を与え
るような情報を政府が入手する可能性
もある。後で問題になるのを防ぐため

に（特に必要もないのに）CFIUSへの
届出を行ったことによって、やぶへびと
なってしまい、結局、届出をしなければ
課せられなかったような条件が課せら
れてしまうこともある。

•	 	CFIUSによる審査は、ディールの条件
や日程に大きな影響を与える可能性
があるので、事前に可能な限りの準備	
（分析等）を済ませておくことが何よ
りも大事である。ディールの早い段階
でCFIUS関連リスクに関する検討を進
めておかないと、精査や準備が不十分
となり、結果、CFIUSによる審査が必
要以上に長引くこともある。

•	 	CFIUSが予想外の行動を取ることも
ある。例えば、最近、問題視される
理由が特に見当たらない案件におい
て、CFIUSから、当該案件により誕生す
る統合会社に中国が手を伸ばそうとす
るおそれがあるという想定外の指摘を
受けたことがある。このような場合に
は、案件の業務上、商業上の意義（シ
ナジー等）を損なわずに政府の懸念を
解消できるような方法をCFIUSに提案
して、受け入れてもらえるよう努力を尽
くさなければならない。

米国及び世界の競争政策の動向
Meghan Rissmiller 
 （ワシントンオフィス、競争法）

•	 	ここ数年、米国競争当局（連邦取引委
員会・米司法省）の「トーン」に変化が
生じている。世界各国の競争当局につ
いても同じことが言える。以前は、競争
上の懸念がある場合には、案件の当事

者らと協力してその解消を図るという
姿勢を取っていたが、今は、米司法省
の反トラスト局のJonathan Kanter氏
によれば、「regulator（規制者）では
なくenforcer（執行者）」である。

•	 	「トーン」に加えて、基本的な考え方に
も変化が生じている。以前は、垂直型
企業結合（非水平型企業結合）は競争
を活性化し、業務の効率化を推進する
効果があるという前提があったため、
競争当局は積極的に介入しようとしな
かった。しかし、ここ1年の間に当局か
ら指摘が入った垂直型企業結合は5件
もあった。

•	 	また、以前は、懸念のある案件でも、何
らかの問題解消措置を講じれば懸念
は解消できるという基本的な考え方が
存在していたが、今は、「不完全」又は
複雑な問題解消措置を受け入れるより
も（案件をブロックするために）裁判
で争った方が良いという声が当局から
聞こえてくる。今後は、①シンプルかつ
②構造的という要件を満たす問題解消
措置が主流となり、米国当局は、行動
的問題解消措置に対する否定的な見方
（少なくとも欧州委員会とは異なる見
方）を維持することが予想される。

•	 	最後に、競争当局は、競争阻害の理論	
	（theory of harm）をより広く捉えるよ
うになっている。以前は、価格と品質が
メインであった（消費者厚生基準）が、
今は案件がイノベーション、労働市場
等に与える影響についても考慮すべき
という考えも受け入れられつつある。
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取引の日程に与える影響
•	 	米連邦取引委員会のLina Khan委員
長から、取引の日程に実質的に影響を
与える運用上の変更について説明があ
った。例えば、米連邦委員会でのスタッ
フ調査への関与を早め、調査の終了要
求に対する反論をより強く行うよう求め
ている。

•	 	新型コロナウイルスの世界的流行の初
期のころ、反トラスト法に基づく審査の
早期終了制度を一時停止する措置が講
じられた。以前は、この早期終了制度
により、公正競争阻害性のない案件で
あれば、待機期間が30日間から最短15
日間まで短縮されたが、今はどのよう
な案件であっても、待機期間の短縮は
認められない。企業結合審査の届出件
数が記録的な数となってしまった状況
に対応するための一時的な措置である
というのが当初の説明ではあったが、
今もそのまま残っているため、公正な
競争を阻害するおそれが全くない案件
であっても、企業結合審査のために一
定の日数を確保する必要がある。

•	 	加えて、米司法省と米連邦取引委員会
のどちらが審査を担当するかを決める
のに以前よりも時間がかかるようにな
った。したがって、反トラスト法に基づ
く届出を行うタイミングが重要となる。
タイミングが早すぎると、この米司法
省と米連邦取引委員会の間の「管轄争
い」で30日間（待期期間）のほとんど
が消費されてしまうこともある。（案件
の日程に与える影響：ディールの当事
者は、待機期間が大幅に消費されてし
まったことにより、審査を十分に行うた
めの時間が確保されていないと判断し
た場合には、特に問題のない案件であ
っても、（セカンドリクエスト段階に進
まずに第一審査で承認が得られる可
能性を高めることを目的として）審査
期間を30日間に戻すために「pull and 
refile」（一度取り消してもう一度申請
する）を行うことがある。）

•	 	米連邦取引委員会は以前の政策声明
を撤回し、事前承認に関する政策声明
を発表した。これにより、同意審決を

締結した当事会社は、その後同じ市場
で企業結合を行う場合には、本来であ
れば届出を要しないような企業結合で
あっても、連邦取引委員会の事前承認
を得なければならない。複数の買収を
計画している企業にとって、これは大き
な打撃となる。その対象期間が20年に
も及ぶ可能性があることを考えると、な
おさらである。

•	 	最後に、米連邦取引委員会と米司法省
の両方が、反トラスト法に基づく審査
の期間の終了時に、当事会社に対し、
案件のクロージングを行ってもよい
が、当局による審査は終了していない
旨のレター（いわゆる「close at your 
own risk」レター）を送付するケースが	
見られるようになった。以前から、複
雑な案件については、クロージング後
も審査を続けることは可能ではあった
が、このようなレターが届くことは今ま
でなかったため、クロージングに向け
たプロセスに新たな不確定要素が加わ
ることとなった。

独禁法（反トラスト法）リスク及び
CFIUS・外国直接投資規制関連リ
スクに関する新たな重要トレンド
Damien Zoubek 
 （ニューヨークオフィス、コーポレート	
M&A）

•	 	以前は、水平型企業結合を行う買手候
補者は、独禁法リスクをどのようにすれ
ば回避できるか、セカンドリクエストの
段階をクリアするのにどれぐらい時間
がかかるか、規制当局の懸念を軽減・
解消するためにどのような問題解消措
置を提案・実施すればよいか、十分に
把握できていた。当事会社は、基本的
に、かかる枠組みに基づいて、合併契
約の規制関連条項の交渉を行い、どこ
にリスクがあり、問題解消措置が現実
的かどうかを判断することもできた。そ
して、合意された問題解消措置及び潜
在的なリスクの規模がある程度わかれ
ば、リバース・ブレークアップ・フィーと
いったプロテクションについて話し合
うこともできた。

•	 	しかし、今の状況を考えると、従前の分
析方法、交渉戦術及び企業結合契約ツ
ールだけでは、十分とは言えない。

•	 	今は、垂直型企業結合であっても、当
局から指摘を受けることはめずらしく
ない。水平的重複という問題を構造的
問題解消措置によって解消できる水平
型企業結合と違って、垂直型企業結合
の場合は構造的問題解消措置（事業
の一部の売却）が現実的ではない上
に、行動的問題解消措置も、米連邦取
引委員会と米司法省のどちらにも好ま
れていないため、ほぼ使えない。このよ
うな場合には、当事会社もそのアドバ
イザーも、どうすればグレーゾーンをう
まくカバーできるかを考えながら案件
の契約書等を作成しなければならな
い。したがって、M&A契約の内容も進
化していくことが当然に予想される。

•	 	第一に、重大な独禁法リスクが存在し
ないことを当事者双方が理解してい
る案件であっても、調印日とクロージ
ングの最終期限（いわゆる「outside 
date」「long stop date」と呼ばれるも
の）との間の期間が長くなる傾向にあ
る。弊事務所が最近取り扱った案件で
は、重大な独禁法上の問題が生じるリ
スクが低いことを当事者らもそのアド
バイザーも理解していたにもかかわら
ず、当局から問題を指摘される可能性
が少しでもあるのなら念のためクロー

今は、垂直型企業結
合であっても、当局か
ら指摘を受けること 
はめずらしくない。
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ジング期限は遅めにした方がよいとい
う結論になり、調印日とクロージング
最終期限との間に15か月という長い期
間が設けられた。クロージング期限が
遅くなればなるほど、調印とクロージ
ングの間の事業の運営について定める
条項（いわゆる「interim operating 
covenants」）の重要性が増し、そこ
に強いプレッシャーがかかることにな
る。

•	 	第二に、米連邦取引委員会と米司法省
が問題のあるディールについては裁判
に勝ってブロックするという方針を打
ち出しているため、ディールの当事者
は、ディール契約にもそれに対応する
ための条項を盛り込むようになってい
る。

•	 	第三に、リバース・ブレークアップ・フィ
ーに関する条項が契約に盛り込まれ
るケースが増えている。「hell or high 
water」条項（買い手側に独禁法リスク
の全部を負わせる内容の条項）のある
契約においても、理論上リバース・ブレ
ークアップ・フィーが支払われる可能性
はゼロであるにもかかわらず、リバース・
ブレークアップ・フィーに関する条項が
盛り込まれるケースが見られるようにな
った。しかし、公正競争を阻害するおそ
れがあるとして米国当局が（場合によっ
ては新たな競争阻害の理論を持ち出し
て）ディールを問題視する可能性がある
か否かを当事者が評価しなければなら
ない状況では、訴訟も戦略的なツール
キットの一部でなければならない。

•	 	第四に、「fix-it-first」戦略（すなわち、
独禁法上の懸念を解消するために、競
争当局にアプローチする前に問題視さ
れるおそれのある事業の売却を済ませ
ておくという戦略）が取られるケースが
増えている。

•	 	最後に、複雑なクロスボーダー取引の
場合には、グローバルな独禁法戦略を
立てておくことが非常に重要である。
買手候補者は、どの国で届出が必要に
なるのかを把握した上で、ある国で案
件が承認された後に別の国の競争当局
が案件を阻止するために介入してくる
ような事態が生じるリスクを可能な限

り低くするために、どのタイミングでど
の国で届出を行えばよいのか（各国の
規制当局間の連携は年々強化されてい
る。）について考えなければならない。
急がば回れの精神で十分に時間をか
けて準備をした上で動いた方が、良い
結果をより早く得られるものである。

米国の従業員や株主の賛同に係る
執行リスクをナビゲートする方法
Lori Goodman 
	（ニューヨークオフィス、労働・人事）

•	 	支配権の変更を伴うディールにおける
雇用契約の解消には莫大な費用がか
かる。海外の買手候補者はこの点に驚
くことが多い。米国の上場企業のCEO
その他の経営陣は、雇用契約により多
額の割増退職金の支払いを受けること
ができる。

•	 	契約の内容にもよるが、CEOその他
の経営陣は、自主的に退職をした場
合であっても、割増退職金の支払いを
受けられる場合がある。例えば、契約	
に「good reason」条項が盛り込まれ
ている場合には、自主的に退職をして
も、一定の要件を満たせば、多額の割
増退職金が支給される。減給のような
明らかな不利益変更だけでなく、より
重要度の低い役職への異動（例えば、
本社のCEO→子会社のCEO）のように
それほどあからさまではない不利益変
更についても、「good reason」に該当
するとして割増退職金支給の対象にな
る可能性があるので、注意を要する。

•	 	バイヤーは、重要な従業員に留まって
ほしい場合には、割増退職金に代え
て、割増退職金に相当する金銭を、そ
の後数年にわたってリテンションボー
ナス（残留特別手当）という形で支給
するという方法を取るかもしれない。
なお、その場合には、米国の内国歳入
法（セクション409A、セクション280G
等）を慎重に確認し、問題が生じない
ことを事前に確認しておかなければな
らない。

•	 	セクション409Aは、繰延報酬に適用さ
れる規定であり、「繰延報酬」は広義
に解釈されるため、割増退職金もその

バイヤーは、重要な 
従業員に留まってほ 
しい場合には、割増
退職金に代えて、割 
増退職金に相当する 
金銭を、その後数年 
にわたってリテンション 
ボーナス（残留特別 
手当）という形で 
支給するという方法 
を取るかもしれない。
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適用対象となる。セクション409Aが適
用される繰延報酬については、その支
給のタイミングが一定のルールに反し
ないように設定されないと、追徴税が
発生してしまうため、相当の注意を要す
る。また、セクション280Gによれば、支
配権の変更に伴う個人に対する支給額
が当該個人の過去5年間の平均年収の
3倍を超える場合には、当該個人には
物品税が課せられ、会社は税額控除を
受けられなくなる。

•	 	経営陣との雇用契約に税金グロスアッ
プ条項が盛り込まれている場合もあ
る。その場合には、経営陣に対して課
せられる追加の所得税は、会社が負担
しなければならない。案件によっては、
経営陣に対して支給される割増退職金
が総額で数千万ドルにも及ぶ場合があ
るので、買手候補者はその点も徹底的
に精査しなければならない。米国の上
場企業を対象とする案件の場合には、
セクション280Gによる打撃を「軽減」
する方法がいくつかあるため、どの方
法を取るか等の検討にかなりの時間を
割くことが多い。

欧州のバイヤーは対象会社である
米国企業の従業員株式報酬プラン
をどのように取り扱うのか
•	 	欧州のバイヤーは、従業員が株式報酬
プランにより取得する株式報酬がスト
ックオプション、譲渡制限付株式のい
ずれであるかを問わず、キャッシュアウ
ト（現金化）又はロールオーバー（新た
な報酬制度への移行）という方法を取
る傾向にある。最近よく見られる方法
は、対象会社の従業員の株式報酬がそ
のべスティング（権利確定）の日程に沿
って現金で支給されるというものであ
る。

•	 	株式を対価とするディールの場合には
特に問題は生じないが、現金を対価と
するディールの場合には、バイヤーに
おいて転換率を決めなければならな
い。そして、米国内国歳入法のセクショ
ン409Aは、ディールによる株式報酬の
利ざやの増額について厳格に規定して
いる。

Alice Greenwell 
	（ロンドンオフィス、労働・人事）

•	 	対象会社の株式報酬プランに基づき
対象会社の株式を付与されていた従業
員が買収後に買収者の株式を付与され
るようになるケースもある。対象会社
の株式報酬プランが廃止され、買収後
に、買収者の株式報酬プランに基づい
て買収者の株式が付与されるケースも
ある。

•	 	株主の承認を要する場合もあるので、
どの方法を選ぶかは慎重に検討しなけ
ればならない。これをディール全体の
承認に組み込んでおく必要もある。そ
うしておかないと、買手候補者が、株
式報酬を付与する義務があるにもかか
わらず、それを履行できないといった事
態が生じうる。

Lori Goodman 
	（ニューヨークオフィス、労働・人事）

•	 	さらに、証券法上の問題が生じる可能
性もある。買手候補者は、米国に株式
を上場していなくても、従業員に適用
される証券関連法の例外規定を遵守
しなければならない。証券法のルール
701は原則として連邦レベルで適用さ
れるものだが、バイヤーは、対象会社
の従業員の居住地が属する全ての州の
法律に定めるテクニカルな要件を満た
さなければならない。

•	 	買手候補者がキャッシュアウトを行う
ことを希望する場合には、従業員株式
報酬プラン上可能かどうかを確認する
必要がある。一般的に、米国の従業員
株式報酬プランは柔軟な内容になって
いる。

•	 	米国の株式報酬プランは、法律では
なく契約に基づくものである場合が
多い。契約に基づくものである場合
には、クロージング後の株式報酬や
compensation comparability条項に
ついて当事者間で交渉を行わなけれ
ばならない。買手候補者は、クロージ
ング後一定期間にわたって株式報酬の
付与を続けることに合意する場合が多
い。その場合には、買手候補者がその
義務を確実に履行できるようにするた
めに、交渉の早い段階で人事も交えて
の検証が必要になる場合もある。

•	 	また、欧州企業の多くは、株式報酬の
付与が組織のどのレベルまで認められ
るかについて、米国よりも厳しい制約
が課せられているため、将来の報酬に
関する合意を行うにあたり、報酬に株
式等を加えても問題はないか十分に検
討をすることが大事である。バイヤー
は、株式報酬に相当する現金を支給す
る方法を選ぶ場合もあるが、多額の現
金が必要になることを嫌ってその方法
を選ばない場合もある。

Damien Zoubek	
	（ニューヨークオフィス、コーポレート
M&A）

•	 	いずれにせよ、買手候補者が米国にお
いて人員整理を行う権利は何ら制限さ
れないので、それも選択肢の一つであ
る点に留意されたい。

買手候補者は、米国に株式を上場していなくても、従業員に 
適用される証券関連法の例外規定を遵守しなければならない。
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•	 	企業結合契約には、個々の従業員は、
その強制執行に必要な会社との間の
契約当事者間の関係を有しない旨の明
示的な規定が盛り込まれる。一種の道
徳的義務であり、バイヤーもそれに従
うことが多いが、その影響を受ける者
は、裁判によりその履行を求めることも
できない。もっとも、ディールメーカー、
特に何度も買収を行う買手候補者の場
合は、自身の信用を損なわないように
すること、対象会社の従業員に対して
説明した内容を実現することを重要で
あると考えて、このような約束を守るこ
とが多い。

米国における取引保護条項の進化
と欧州のバイヤーにとってそれが
意味すること
Sebastian Fain 
	（ニューヨークオフィス、コーポレート
M&A）

•	 	近年、米国では、取引保護条項におい
てそれほどの進化は見られない。米国
のディールの場合、「no-shop」条項
が契約に盛り込まれることは多いが、
それでも、対象会社は、株主の承認を
求める前に、「superior offer（より
優れた提案）」を行った対抗提案者と
交渉を行うことを妨げられることはな
い。対抗提案者が現れても、ラストル
ック条項に基づく権利や追加提案権	
	（matching right）を行使して対抗提	
案と同等以上の再提案を行い、ディー
ルを勝ち取ることはできる。また、割り
込んできた対抗提案者に対象会社を
奪われてしまった場合でも、ブレークア
ップ・フィーを請求することができる。

•	 	デラウェア州判例法によれば、ブレー
クアップ・フィーは買収金額の約4%に
設定することも可能ではあるが、大規
模なディールの場合は、2%～3%あた
りに設定されることが多い。米国以外
の国では1%が一般的であるため、当
事者双方に取引保護条項がある場合
において、当事者の一方が、自らに有
利になると判断して、不公平であると主
張する可能性がある。ディール契約に
おいて両サイドにフィデューシャリーの
コンセプトがある場合には、当事者ら

は、最小公分母を見つけようとする傾
向にある。

•	 	米国において、どのような提案が	
	「superior offer（より優れた提案）」
に該当するかは、取締役会が合意され
た基準（価格、クロージング実現の可
能性等）に従ってその裁量により判断
することができるが、他の国では、ディ
ール契約に定める買収価格と対抗提案
により提案された価格との差（金額又
は比率）について最低ラインが設けら
れ、それを超えることが条件とされる
場合もある。

•	 	株式を対価とするディールでは、たとえ	
	「superior offer（より優れた提案）」
が出現した場合であっても当初のディ
ールを株主総会にかけなければならな
いという内容の、対抗提案の受け入れ
プロセスを完了できないようにするこ
とを目的とした条項（いわゆる「force 
the vote」条項）を契約に加えようと	
バイヤーが交渉過程において試みる
ケースも時々見られる。デラウェア州法
上、このような条項を設けることは信認
義務との関係で認められているが、株
式を対価とするディールにおいてもまだ
それほど多く見られるわけではない。し
かし、いずれにせよ、最終決定権は対象
会社の株主にあるので、どのような対抗
提案が出現しようと、対象会社の株主
はそれを否決することができる。

•	 	ほかにも、注目すべき点として、プライ
ベート・エクイティが絡む案件では、契
約に「go shop」条項が設けられるこ
とが多いという点が挙げられる。「go 
shop」条項とは、対象会社は、調印後
一定期間が経過するまでは対抗提案
を勧誘することができ、この期間中に
出現した対抗提案を受け入れた場合に
は、低めに設定されたブレークアップ・
フィーを支払うことによってディールの
契約を解除することができるという内
容の条項である。この条項を加えるこ
とは義務ではないが、PEファンドによ
る買収においては、経営陣の留任が前
提となっている場合が多く、その分利
益相反のリスクがより大きいため、「go 
shop」条項が盛り込まれることが多
い。

米国のディールの場
合、「no-shop」条項
が契約に盛り込まれ
ることは多いが、それ
でも、対象会社は、
株主の承認を求め
る前に、「superior 
offer（より優れた提
案）」を行った対抗提
案者と交渉を行うこと
を妨げられることはな
い。
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アジア 
における
SPACの
展開
弊事務所の最新のDe-SPACレポ
ートにもあるように、2021年は、
米国のDe-SPACの当たり年でし
た。最近シンガポールと香港はそ
れぞれ、独自のSPACエコシステ
ムを構築するためにSPAC制度を
導入しています。SPACに関する
最近の動向について以下にまと
めました。

2021年9月、シンガポールはアジアで初
めてSPAC上場制度を導入しました。そし
て、2022年1月には、香港証券取引所に
おいてSPACの上場が解禁されました。

2022年1月、シンガポール取引所（SGX）
ではSPAC上場が3件あり、その資金調達
額は総額で4億7600万シンガポールドル	
	（3億8500万米ドル）にも達しています。シ
ンガポールで上場されたSPACは、アジア
太平洋地域全体に網を張って買収の対象
となる企業を探すことが予想されます。
一方、香港で上場されたSPACの目は主に
中国に向いているようです（実際、香港
で上場されたSPACは中国本土の投資家
から資金を調達しています。）。

https://blog.freshfields.us/post/102hgzy/2021-de-spac-debrief
https://blog.freshfields.us/post/102hgzy/2021-de-spac-debrief
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香港証券取引所のSPAC上場基準
は他の証券取引所よりも厳しい
香港証券取引所のSPAC上場基準は様々
な点において個性的であり、他の証券取
引所に比べて厳しいルールが設けられて
います。例えば、SPACが買収対象会社と
の合併（De-SPAC）を完了するまでは、プ
ロ投資家のみがSPACの株式を取得し、
取引することができます。そして、SPACの
上場時に発行される株式を取得するプロ
投資家には、少なくとも20のプロ機関投
資家が含まれていなければなりません。
また、SPACの上場による資金調達額の
下限は10億香港ドル（約1億2800万米ド
ル）に設定されています。一方、シンガポ
ールでは、SPACが発行する株式を小口
投資家が取得できるようになっており、
資金調達額の下限も香港よりは低い1億
5000万シンガポールドル（約1億1000万
米ドル）に設定されています。

現在までの香港証券取引所のSPAC 
上場申請の件数は11件、うち7件（香	
港初のSPACであるAquila Acquisition 
C or p orat ionを含みます。）は弊事
務所が取り扱った案件です。弊事務	
所のA q u i l aプロジェクトチームを	
Grace Huang（パートナー）やTeresa 
Ko（パートナー）とともに率いたArun 

Arun Balasubramanian	
	（香港オフィス、パートナー）

Balasubramanian（パートナー）曰く、	
	「非常に複雑なプロジェクトであり、時間	
的なプレッシャーも相当なものでした。
上場申請そのものに関する作業と並行し
て、香港証券取引所やその他の関係当事
者と相談をしながら新しいコマーシャル・
フレームワーク、エクゼキューション・フレ
ームワーク及びドキュメンテーション・フ
レームワークを効果的に開発することも
できました。」

そして、こう付け加えました。「全体的に
見て、今回新たに導入された上場基準に
対する市場の反応は好意的でした。」	
	「シンガポール取引所、香港証券取引所	
の両方とも、規則、実行及び開示といっ
た点においてグローバルな水準を満たし
ているので、SPACの投資家、プロモータ
ー、そして買収対象会社も安心できるでし
ょう。」

大口投資家によるSPAC機会の模
索
今後について言えば、この二つの市場の
規模や流動性を比べると、香港の方に人
気が偏ることが予想されます。多数の有
名な資産管理会社、プライベート・エクイ
ティ、ベンチャーキャピタルがすでに香港
SPACのプロモーション活動を開始してお

り、その資金力や実行力を考えると、香
港証券取引所へのSPACの上場が実現す
る日もそう遠くないかもしれません。

本来であれば上場が認められないような
企業による「裏口」上場を香港証券取引
所が認めていないことは、市場参加者の
誰もが知っています。したがって、第一に
考えるべきことは、香港証券取引所の厳
しい上場適格性要件を満たし、かつ、IPO
レベルのデューディリジェンスや情報開
示のプロセスに耐えうるハイクオリティ企
業を見つけることです。

シンガポールと香港におけるSPAC制度の導入により、南アジアや東南
アジアの新興企業の選択肢は増えました。これまでは、米国で上場さ
れたSPACとの合併を狙っている企業が多かったのですが、今は（特に
中国の企業にとっては）クリアすべき課題が多く、険しい道となっていま
す。SPAC上場制度を導入した証券取引所が「身近」に二つもあること
は、アジアの企業にとってポジティブな展開であることは間違いあり
ません。
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2022年第1四半期における
業界別のグローバルM&A

2
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M&A 
取引金額

1

2
3

4

5

6
7 8

M&A 
取引件数

1

* 小売業を含む

* 小売業を含む

出典：Refinitiv | 2022年3月23日現在のもの）

業界 取引金額 (10億ドル) %
1 テクノロジー・メディア・通信 321.21 31.63

2 消費財* 159.76 15.73

3 資本財・素材 148.91 14.66

4 金融 137.08 13.50

5 不動産 108.82 10.71

6 エネルギー・電力 61.82 6.09

7 ヘルスケア 49.91 4.91

8 インフラ・輸送 28.16 2.77

合計 1,015.67 100

業界 取引件数 %
1 テクノロジー・メディア・通信 2,927 26.76

2 消費財* 2,488 22.75

3 資本財・素材 1,953 17.86

4 金融 1,171 10.71

5 ヘルスケア 862 7.88

6 不動産 674 6.16 

7 エネルギー・電力 487 4.45

8 インフラ・輸送 376 3.44

合計 10,938 100



2022年第1四半期M&Aモニター 

17

Global M&A Q1 2022 – value and volume

Top 3 deals
1 Activision Blizzard/

Microsoft $68.7bn

2 First Horizon/Toronto-
Dominion Bank $13.5bn

3 Alleghany/ 
Berkshire Hathaway $11.5bn

Top 3 deals
1 Activision Blizzard/

Microsoft $68.7bn

2 First Horizon/Toronto-
Dominion Bank $13.5bn

3 Alleghany/ 
Berkshire Hathaway $11.5bn

Top 3 deals
1 Orange España/

Masmovil Ibercom $8.8bn

2 Allwyn Entertainment/
Cohn Robbins Holding $7.4bn

3 Mimecast/ 
Proofpoint $6.1bn

Top 3 deals
1 Baring Private Equity 

Asia/EQT $7.5bn

2 Citigroup Inc-
Consumer Banking 
Business/United 
Overseas Bank

$3.7bn

3 Paidy/PayPal 
Holdings $2.7bn

Inbound: 
most targeted markets

US
2,918 deals   $549.6bn

UK
948 deals   $67.1bn

China
752 deals   $46.2bn

Inbound: 
markets investing into 
US companies

US
2,454 deals   $492.8bn

Canada
87 deals   $17.9bn

Japan
44 deals   $5.2bn

Inbound: 
markets investing into 
European companies

US
469 deals   $77.4bn

UK
678 deals   $41.7bn

Germany
315 deals   $15.1bn

Inbound:
markets investing into 
Asia-Pacific companies

China
682 deals   $51.6bn

US
185 deals   $21.3bn

Japan
846 deals   $21.2bn

Outbound:  
most acquisitive markets  

US
3,342 deals   $614.4bn

UK
829 deals   $53bn

China
719 deals   $52.2bn

Outbound:  
markets US companies are 
investing into

US
2,445   $492.8bn

Netherland
36 deals   $26.5bn

UK
171 deals   $25.6bn

Outbound:  
markets European companies 
are investing into

UK
660 deals   $34.8bn

US
199 deals   $23.4bn

Germany
349 deals   $19.9bn

Outbound:  
markets Asia-Pacific companies 
are investing into 

China
718 deals   $41.2bn

Japan
805 deals   $20.8bn

Hong Kong
52 deals   $15.6bn

$10.4bn
 Anaplan/ 

Thoma Bravo

1

$7.7bn
South Jersey Industries/ 

Infrastructure Investments Fund

2

$7.5bn
Baring Private Equity Asia/ 

EQT

3

Financial sponsor M&A – top 3 deals with buyside financial sponsor involvement

Global*

M&A value

$1,015.68bn
M&A deal volume

10,940

USA*†

M&A value

$549.59bn
M&A deal volume

2,918

Europe*†

M&A value

$224.71bn
M&A deal volume

3,721

Asia-Pacific*†

M&A value

$171.45bn
M&A deal volume

3,169

* Deal value includes net debt of target   |   † Includes domestic deals   |   Source: Refinitiv   |   Data correct to 23/3/22
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