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2021年の見通し

グローバルM&A 
市場動向の予測
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例年通り、第4四半期のM&Aモニタ
ーでは、M&A市場に関する通年の
データを分析し、翌年度のM&A市
場の動向について考察します。
今回のM&Aモニターでは、なぜ買収市場が活況
を迎えようとしているのかについて解説した上
で、かかる市場の活況を阻害し得る要因（大西
洋をまたいだ（EU・米国間の）競争法に係る協
力体制の再構築、Brexitが規制にもたらす影響
等）について考察します。

また、中国当局による中国のテックジャイアント
に対する規制強化の動きについて検証するとと
もに、より複雑になった世界中の外国投資審査
の環境・状況について、今後どのような変化が生
じるのかについても考察します。

今年も皆様にとって素晴らしい一年となりますよ
う、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げま
す。
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2020年の総括

一旦落ち込んだ
後に過去最大の
伸びとなった
2020年のディールメイキングが前年比で落
ち込んだ（M&Aは取引額ベースで前年比
10%減、取引件数ベースで前年比3%減）の
は少し意外かもしれません。
通年では2013年以降最悪の数字となりましたが、2020年
下半期には過去に類を見ないほどの驚異的なV字回復が見
られました。上半期と下半期における取引額を比較すると
103%増となっており、前半期比の伸び率としては過去最高
の数字を記録しています。この数字は第3四半期、第4四半
期における総額1兆ドルを超えるディールによってもたらさ
れました。なお、2020年の最後の3ヶ月間（第4四半期）の
M&A取引額は1兆1800億ドルであり、四半期ベースでも過
去2番目となる数字を叩き出しています。

セクター別にみると、M&A取引額のトップは8年連続でテク
ノロジー・メディア・電気通信分野となっています。2020年
のトップ10のディールのうち4つがテクノロジー又はデジ 
タル関係が買収対象となった案件です。S&P Globalによる
IHS Markitの435億ドルでの買収は、2019年第1四半期の
OccidentalによるAnadarkoの買収以来最大規模のディ
ールとなりました。
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現在のように、新型コロナウイルスに対するワク
チンについて各国当局が承認を進めている、低
コストで資 金を調 達できる状 況が 続いてい
る、SPAC等の新たな投資の手段が活用される
ようになっている、株価が高騰している、といっ
た状況は、2021年にディールメイキングが飛躍
的に伸びるための条件がそろっていることを示し
てます。実際に、2020年のトップ6のディールが
全て9月以降に発表されたものであり、このよう
なデータによれば、すでにディールメイキングの
ブームは始まっているのかもしれません。
テクノロジー、ヘルスケア関連の株価が高騰し、また米国大統領
選挙が決着したことにより、年末にはダウ平均株価やS&P 500
が過去最高値を更新しています。米国連邦議会において上下両
院で多数派が異なる「ねじれ議会」となる可能性が高まり、民主
党内の左派による大幅な増税やその他の大きな政策変更が実
現しにくい状況になったことは、企業やフィナンシャル・スポンサ
ーに活気をもたらしました。

しかしながら、これから数か月にわたる回復への道のりは決して
平坦ではありません。世界中の何十億という人々に十分な量の
ワクチンを供給することの難しさは誰もが認識しており、また米
国の新政権が従来の同盟国との関係を今後再構築していく中
で、場合によってはディールメイキングに大きな影響をもたらす
可能性もあります。

2020年に起こった一連の出来事は、企業の世界を二極化し、生
き残った企業は勝者と敗者に分かれていくことになります。CEO
は、自社が勝者側に入ることができるようにしなければならない
というプレッシャーにさらされ、会社を成功に導くための手段の
一つとしてM&Aを検討することになります。また、投資家におい
ても、M&Aはshare multipleを向上させる効率的な手段の一
つであると考えるでしょう。アクティブファンドのファンドマネージ
ャーの場合はなおさらです。なぜなら、パッシブファンドへの資
金のシフトが進む中、アクティブファンドが利益を上げるために
は、これまで以上に投資先企業の価値を高めなければならない
からです。

経営幹部の交代が買収に与える影響
2021年に入り、ほとんどのCEOは素早いスタートを目指す
一方で、レースはもう終わったと考えているCEOもいます。
米国のディールメーカーに話を聞いたところ、新型コロナウ
イルスの世界的流行、米国の大統領選挙、いつまでも続く
人種差別との闘いという様々な困難に直面しながら経営の
かじ取りを担ってきたCEOの多くが年内に辞任することに
なっています。

景気が十分に回復していない中で企業の経営幹部が次の
世代にバトンタッチした場合、M&A市場にはどのような影
響があるのでしょうか。McKinseyの調査によれば、新
CEOの半数以上が就任後2年以内に何らかのM&A取引を
行っているそうです。また、London School of Economics
が発表した論文によると、CEOの年齢が65歳に近ければ近
いほど、自社に対する買収提案を受け入れる可能性が高い
そうです。

2021年のディールメイキング 
を加速させる追い風

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/a-deal-making-strategy-for-new-ceos
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/a-deal-making-strategy-for-new-ceos
http://eprints.lse.ac.uk/64422/
http://eprints.lse.ac.uk/64422/
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M&A活動の準備はできていますか？
買収が行われる可能性が高いセクター
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停滞状態が1年続いたことにより、買収に関する巨大な潜在的
な需要（そして多くの産業において、買収のためのかなりの金額
の資金を有する企業）が生まれているため、今後、積極的に買収
を行うことで今回の危機を乗り越えようとする企業が敵対的買
収をしかけるケースが増える可能性があります。また、各国の競
争当局は、事業支配力の過度の集中と経済危機により疲弊して
いる消費者の保護に向けた取り組みを強化しているため、今
後、事前の問題解消措置（いわゆる「fix it first」の手法）として
の事業の売却が増える可能性もあります。対象会社・事業の将
来の業績の見込みについて、買主と売主との間で予測が一致し
ない場合の価格調整の方法として、earn-outやcontingent 

value rightといった方法が用いられるケースが増えています
が、マクロ経済に関する見通しが不安定であることに伴う問題も
生じています。また、競争法や外国投資規制がより複雑になった
ことで、ディールのクロージングまでの期間が長くなる場合に
は、当事者らは、ディールに伴うリスクを管理するためにも、契約
に盛り込まれるinterim operating covenantsや規制上のリ
スクの分担に関する条項について十分に検討・検証をしなけれ
ばなりません。

経済回復期におけるM&Aのより詳しい考察については、
「Board Memo 2021」（リンク）をご参照ください。
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https://www.freshfields.us/insights/campaigns/board-memo-2021/recovery-era-ma/
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中国のテクノロジー系VIEトップ5によるM&Aの推移
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Alibaba、Tencent、Meituan、Pinduoduo 
及びJD.comのデータをまとめたもの（出典：Refinitiv）

合計取引額  – 
$169,819.23m

合計取引件数 – 
426件

史上最大となるはずであったAnt Financialの
超大型IPOが、中国政府による新しい金融規制
の導入によりIPOを行う資格を失ったことを理
由として11月に突然中止されたというニュースは
世界を驚かせました。なお、中国政府はその数
日後、上記の規制とは別に、中国のテックジャイ
アントの支配力を抑えるために、M&Aを対象と
する新たな規制を導入しました。
中国の競争当局である国家市場監督管理総局（SAMR）が発表
したガイドラインには、Baidu、Tencent等が採用しているVIE
スキームを用いたディールも、外国投資家による国内企業の買
収における審査の対象となる旨が記載されています。中国のイ
ンターネット・プラットフォームは、「付加価値電信業務」に該当
するため、外国資本の出資比率が50%を超えてはならないとい
う外資規制の適用対象となります。VIEスキームは、かかる外資
規制の適用を回避しながら海外で巨額の資金を調達するため
に中国のインターネット・プラットフォーム会社が採用してきた
スキームです。

VIEスキームは、オフショアSPCが設立され（多くの場合上場さ
れ）、当該オフショアSPCが出資ではなく契約により中国企業を 

「所有」するというストラクチャーになっています。新しい規制が
導入されるまでは、VIEスキームを用いたディールについて届
出をしないケースがほとんどでした。なぜなら、SAMR（及びそ
の前身である商務部）は、VIEスキームを承認することによって
その合法性を裏付けることを懸念して、当該スキームを承認し
ない傾向にあったためです。2020年の初めに、Yum Chinaを
対象とするVIEスキームを用いたディールをSAMRが承認した
ことで、今後は同様の方向に進むものと思われていました。しか
し、SAMRは、VIEスキームを用いた場合であっても、外資規制
の閾値を超える場合は届出を要する旨を明確に宣言しました。
中国政府に目をつけられている中国のテックジャイアントは、中
国政府の「本気度」がわかるまでは、M&Aによる事業の拡大に
ついて承認が得られないリスクがあるので、しばらくは様子見を
するものと思われます。

中国当局の自国のテックジャイアント
に対する厳しい姿勢

自由貿易協定がもたらすアジア太平洋地域におけるクロスボーダー投資の活発化
2020年11月に署名された「地域的な包括的経済連携（RCEP）」により、人口、国内総生産（GDP）ともに世界全体の30%近く
を占める自由貿易圏が誕生しました。ASEAN加盟国（10カ国）に中国、日本、韓国、オーストラリア及びニュージーランドを加え
た15カ国の間で輸出入される物品の83%は、すでに個別に結ばれている自由貿易協定でカバーされていますが、中国がこのよう
な多国間の自由貿易協定に参加するのは初めてのことです。RCEPによりアジア太平洋地域におけるサプライチェーンの統合が
進むことが期待されているため、今後は、RCEP加盟国間のクロスボーダー投資やM&Aも活発化することが予想されます。
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テクノロジーセクターにおけるM&Aが注視され
ているのは、中国におけるディールだけではあり
ません。ジョー・バイデン氏が米大統領選に勝
利したこと、そして欧州委員会と英国の各競争
当局がテクノロジーセクターにおける公正な競
争の確保を重視する姿勢を示したことは、環大
西洋各国において、テクノロジーセクターのディ
ールに対する競争法・独占禁止法の規制が大幅
に強化される可能性を示唆しています。その影
響を最も受けるディールの種類として、「killer 
acquisition」（大手企業がスタートアップ企業
の芽を摘むこと）が挙げられます。
テクノロジーセクターのディールがこれまで競争法・独占禁止法
の網を掻い潜ることができていたのは、（欧州のように）届出の
閾値を下回るようなストラクチャーが取られていたか、あるいは

（米国のように）届出書が提出されたディールについて競争当

局が深く掘り下げた審査を実施する意向を有していなかったか
らです。

ビッグテックの飛躍的な成長（2020年に入ってもさらに加速）を
受けて、EUは、届出の閾値を下回るディールであっても審査の
対象とすることを表明しました。英国の競争当局である競争・市
場庁（CMA）がテクノロジーセクターにおけるクロスボーダー
M&Aの審査に注力し始めたこと（詳細については下記を参照）、 
米国の新政権の下で規制が強化される可能性が高いこともあ
わせて考えると、2021年は（テクノロジーセクターにおける
M&Aにとって）苦難の一年となるかもしれません。

エグジット戦略を構築する際には、現在のこのような状況を踏ま
えた上で、規制リスクを十分に考慮しなければなりません。テク
ノロジーセクターにおけるディールには常に米国の企業が買主
候補者として参加するため、ワシントンDC（米国政府）とブリュッ
セル（欧州委員会）の間で、競争法の執行に対する信頼を高め
るべく「競争阻害の理論（theory of harm）」についての合意が
なされ、お互いの手続上の強みを生かすことによって大西洋の
両側で最も効果的に調査等を進めていくことが予想されます。

バイデン氏の勝利により 
 「killer acquisition」が競争を 
排除する行為として規制される 
可能性が高まる
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次は、Brexitの観点から、競争法（及び規制に
関する協力体制）について考察します。移行期間
の終了後は、英国はEUの一部とはみなされなく
なるため、欧州委員会は、英国市場に影響を与
えるディールに対する審査権限を失うことにな
ります。そのため、今後、ディールがロンドン（英
国）とブリュッセル（EU）双方で競争当局の審
査対象となるケースが出てきます。これもディー
ルメーカーにとって心配の種となるでしょう。
近年、CMAは、独自の基準に基づきディールを承認するか否か
の判断を行う規制当局であると広く認識されており、過去にクロ
スボーダーM&A（特に米国企業を中心としたディール）を何件
も中止に追い込んでいます。2020年にCMAのフェーズIIの審査
の対象とされた9件のディールのうち、CMAが無条件で承認し
たディールは1件のみであり、CMAが阻止したディールは3件、
当事者が自ら撤退したディールは4件、そして一部の事業を売
却するという条件付きでCMAが承認したディールは1件でした。

CMAは、Brexitに備えて、米司法省や米連邦取引委員会との
MOUの締結を含め、各国の競争当局との間における協力体制
の強化を進めてきました。Sabre （米国の旅行代理店向けソフト
ウェア会社）が米国内の競合企業であるFarelogixを買収しよう
としたときは、英国・米国間で密接なやりとりが行われ、最終的
には、CMAの反対により中止となりました。同じように、Taboola
によるOutbrain（両社とも米国のプラットフォーム会社）の買収
についても、ワシントン（米国当局）は難色を示さなかったもの
の、CMAが反対したため、頓挫しました。

CMAによるプロセスがディールの当事者らにとってなぜリスク（
少なくとも頭痛の種）となるのでしょうか。それは、米国よりも英
国の方がディールを阻止しやすい制度になっていることにより
ます。例えば、CMAは、審査機関兼意思決定機関としての立場
に基づき、裁判所の命令なしにディールを差し止めることができ
ます。ディールの当事者らがCMAの決定について不服を申し立
てたとしても、CMAの決定について司法審査の基準に従って精
査を行う役割を担う競争不服申立審判所（Compet it ion 
Appeals Tribunal）がCMAの決定を支持する傾向にあるの
で、CMAは不服の申立て等を気にせずに決定を下すことがで
きます。

買主への注意喚起： 
Brexitがクロスボーダー 
M&Aにもたらしうる悪影響
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世界中で外国投資規制の強化が進められてい
ることについては、M&Aモニターでこれまで何度
もテーマとして取り上げてきましたが、今般の新
型コロナウイルスの世界的流行に伴う経済の低
迷により、各国におけるクロスボーダーM&Aに
対する当局の審査はさらに厳しさを増すものと
なっています。
各国当局による対内直接投資への介入の件数は2020年に過去
最多となっており、G20参加国の政府によるディールへの介入は
ほぼ毎週見られました。特に、EUやその加盟国が過去12ヵ月の間
に様々な制度・措置を新たに導入したこともあって、欧州において
は状況がめまぐるしく変化しています。EUの対内直接投資審査規
則は、重要なインフラ、重要な技術、重要なインプット、機微データ
及びメディア等、幅広い分野や業種を審査の対象としており、閾値
を定めていないため、加盟国はEU以外の国の企業による対内直
接投資のほぼ全てを審査の対象に含めることができます。これに
加えて、現在は多くの国が以前よりも厳しい制裁措置を科せるよう
になっていること、そして加盟国間で、あるいは加盟国と欧州委員
会との間でそれぞれの管轄内の対内直接投資の届出や調査に関
する情報を共有できる体制が整備されていることを踏まえると、外
国投資家にとって、2021年は、欧州の企業に対する投資はより複
雑なものとなります。米国においても、戦略的に重要な技術や機微
データを外国企業から保護することは、引き続き重要課題とされ
ています。一般的には中国企業による対米直接投資が大きな引き
金となって米国の外国直接投資規制は強化されましたが、新たに
導入された制度を少なくとも表面上は恣意的に運用することがで

きない以上、同盟国の企業であっても、新制度に基づく規制の適
用を回避できないことを想定して動かなければなりません。一方、
中国でも、外国投資に関して、国産技術を保護し、国家安全保障上
の懸念を解消するための政策を次 と々打ち出しています。

世界的には、医薬品、バイオテクノロジーその他のヘルスケア関連
セクター（新型コロナウイルスが世界的に流行してから外国投資規
制の「監視リスト」に加えられたセクター）は、回復期に入った後も
引き続き規制当局に注視される可能性が高いです。2021年には外
国投資規制がさらに強化されることが予想されます。例えば、英国
では、売上高や供給シェアにかかわらず、全てのディールを審査の
対象とすることができ、国家安全保障上のリスクがあると判断した
場合はディールを阻止することができるという内容の国家安全保
障・投資法案が発表されています。この法律は春に施行される予定
ですが、11月12日以降のディールについても遡及的に「call-in」（審
査の対象とすること）が認められる可能性があります。ほかに
も、2021年に注視すべき国として、オーストラリア、オーストリア、ベ
ルギー、アイルランド、オランダ、ポーランドも挙げられます。

ディールメーカーの視点から言えば、外国投資規制の強化が急
速に進んでいる今の状況では、デューディリジェンスをもってして
もリスクを的確に把握することは難しい場合があります。対象会
社の事業の中でも比較的重要度が低い部分がディール上の懸念
材料となる可能性もあります。例えば、利益がほとんど出ない、あ
るいは赤字になるような政府への物品等の供給に関する契約が
競争当局に問題視される可能性もあります。このように想定外の
問題が生じるおそれがあることを十分に考慮した上で、当事者間
のリスクの分担に関する条項やlong stop dateを定める必要が
あります。なぜなら、スタンドスティル条項やガンジャンピング規
制により、当事者らは競争当局の審査が終わるまではディールを
進めることができないからです。

悪いニュースばかりではありません。外国投資規制上の懸念を
指摘された場合であっても、事業の一部を売却するなどして機
微技術・データへのアクセスを排除し、当該懸念を払拭すること
もできます。もっとも、このように事業の一部を手放すことで、サ
イニング時に数値化できないようなディールの価値の低下やシ
ナジー効果の減少をもたらす可能性もありますので、手放しで
喜ぶことはできません。したがって、契約を締結するにあたって、
買主は、競争法や外国投資規制に関するリスクをカバーす
る、hell-or-high water条項やcatch-all条項を盛り込むことを売
主が要求してきた場合には、十分にリスクを考慮した上でこれら
を受け入れるか否かを判断しなければなりません。しかしなが
ら、2020年下半期には、センシティブ・セクターについて各国が
外国投資規制を大幅に強化したにもかかわらず、M&A市場が
活気づいていたことを考えると、正しい戦略をもってすれば、デ
ィールを成功させることが不可能ではないことは明らかです。

刻一刻と変化する外国投資規制について皆様が十分な理解を
得られるように、2021年には、M&Aモニターとは別に、外国投資
規制に焦点をしぼった外国投資規制モニターを四半期ごとに皆
様にご提供いたします。登録を希望される方は、こちらをクリック
してください。

外国投資への当局による介入の件数は過去最多
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2020年における業界別の 
グローバルM&A

2
3

4

5

6

7 8

M&A 
取引金額

1

2
3

4

5

6
7 8

M&A 
取引件数

1

出典: Refinitiv | 2021年1月4日まで

* 小売業を含む

* 小売業を含む

業界 取引金額(10億ドル) %
1 テクノロジー・メディア・通信 996.4 30.3

2 金融 484.9 14.8

3 資本財・素材 424.6 12.9

4 消費財* 390.8 11.9

5 エネルギー・電力 328.2 10

6 不動産 290.2 8.8

7 ヘルスケア 285.2 8.7

8 インフラ・輸送 88 2.7

 合計 3,288.3 100

業界 取引件数 %
1 テクノロジー・メディア・通信 13,234 27.2

2 消費財* 10,244 21.1

3 資本財・素材 8,847 18.2

4 金融 4,983 10.2

5 ヘルスケア 3,928 8.1

6 不動産 3,091 6.4

7 エネルギー・電力 3,012 6.2

8 インフラ・輸送 1,277 2.6

 合計 48,616 100
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Global M&A YTD – value and volume
Global*

M&A value

$3,018.3bn
M&A deal volume

43,413

USA*†

M&A value

$1,215bn
M&A deal volume

10,893

Asia-Pacific*†

M&A value

$830bn
M&A deal volume

15,856
Top 3 deals
1 IHS Markit/ 

S&P Global  
$43.5bn

2 Arm /Nvidia $40bn

3 Alexion 
Pharmaceuticals/ 
AstraZeneca

$38.8bn

Top 3 deals
1 Alexion 

Pharmaceuticals/ 
AstraZeneca 

$38.8bn

2 Xilinx /Advanced 
Micro Devices

$34.6bn

3 Slack Technologies/ 
Salesforce.com

$27.5bn

Top 3 deals
1 IHS Markit/ 

S&P Global 
$43.5bn

2 Arm/Nvidia $40bn

3 Sberbank Rossii/Russian 
National Wealth Fund

$33.9bn

Top 3 deals
1 China Gezhouba 

Group Co/China Energy 
Engineering Corp 

$14.4bn

2 Nipsea/ 
Nippon Paint Holdings

$9.9bn

3 Tesco Stores (Thailand)/
An investor group** 

$9.9bn

Inbound:  
most targeted markets 

US
10,893 deals  $1,215bn

China
5,901 deals  $391bn

UK
2,580 deals  $278bn

Inbound:  
markets investing into 
US companies

US
8,650 deals  $978bn

UK
237 deals  $57bn

Germany
73 deals  $42bn

Inbound:  
markets investing into 
European companies

US
904 deals  $167bn

UK
2,012 deals  $161bn

France
1,042 deals  $86bn

Inbound:  
markets investing into 
Asia-Pacific companies

China
5,577 deals  $362bn

Japan
3,211 deals  $128bn

South Korea
1,542 deals  $53bn

Outbound:  
most acquisitive markets  

US
10,481 deals  $1,232bn

China
5,700 deals  $370bn

UK
2,465 deals  $237bn

Outbound:  
markets US companies are 
investing into

US
8,650  $978bn

UK
314 deals  $119bn

India
99 deals  $15bn

Outbound:  
markets European companies 
are investing into

US
601 deals  $141bn

UK
1,858 deals  $129bn

France
944 deals  $99bn

Outbound:  
markets Asia-Pacific companies 
are investing into 

China
5,719 deals  $378bn

Japan
3,082 deals  $111bn

South Korea
1,502 deals  $52bn

 
**An investor group comprising CP All PCL, Charoen Pokphand Holding Co Ltd, a unit of Charoen Pokphand Group Co Ltd, CP Retail Development Co Ltd and CP Merchandising Co Ltd

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

$18.7bn
Thyssenkrupp AG-Elevator 

Technology Business/ 
Thyssenkrupp AG-Elevator 

Technology Business 
SPV

1

$17.3bn
Livongo Health/ 
Teladoc Health

2

$11.2bn
Dunkin’ Brands Group/ 

Inspire Brands

3

Europe*†

M&A value

$785bn
M&A deal volume

11,970

* Deal value includes net debt of target | † Includes domestic deals | Source: Refinitiv | Data correct to 14 December 2020


