
M&Aとデータ保護に関する欧州の新規則：
取引に伴うリスクの増加と回避策について
執筆者：ハノ・ティムナー、アレックス・ファン・デア・ヴォルク

約5年に及ぶ激しい議論の末、EU当局は漸く欧州における新しいデータ保護
規制の枠組みである「一般データ保護規則（GDPR）」について合意を成立させ
た。GDPRは2018年に発効する見通しである。今後2年間は移行期間とされ、
企業はこの間にGDPRによって変更となる事項に対応するための準備を進め
ることになる。 M&Aとの関連で言えば、買主となる企業は今後、データ保護監
督局（DPA）の権限強化や多額の課徴金の可能性を考慮しながら、この新しい
枠組みがM&A取引に伴うリスクや責任にどのような影響を及ぼすかを検討し
ていく必要がある。GDPRの様々な側面のうち、M&A取引との関連で特に重要
と思われるものを以下に挙げる。
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 • 対象会社はGDPRの適用対象であるか。 特に重要
な変更点の一つが、GDPRはEU域内で設立された企
業だけでなく、EU域内の市場又は消費者を対象とす
る全ての企業に適用されるという点である。 そのた
め、EU加盟国外の企業も、近い将来、プライバシー
問題のコンプライアンスに多額の投資が必要なこと
を認識する可能性があり、また、以前は知らなかった
ようなコンプライアンスリスクにさらされるおそれがあ
る。

 • 対象会社はGDPRが定めるコンプライアンス基準を
満たしているか。 この新しい枠組みにより、包括的な
記録保持とデータ保護影響評価（DPIA）が義務付け
られることになる。

 • 対象会社はデータ保護担当者（DPO）を置いている
か。 

 • 違反に対してどのような罰則規定が設けられている
か。 違反した場合には、最高で2,000万ユーロ又は
全世界での企業グループの年間売上高の4%（いず
れか高額な方）と、過去に例のない高額な課徴金が
課される。

1. 適用範囲

GDPRは、EU域内に設置される管理者及び処理者による
個人データの処理に適用されるだけでなく、(a)（支払いが
要求されるか否かにかかわらず）EU域内に所在する個
人に対して商品・サービスを提供し、又は(b)EU域内の個
人の行動を（それがEU域内で行われる限りにおいて）監
視するEU域外の企業に対しても適用される。

 • 「商品又はサービスの提供」基準に該当するために
は、一定の態様でEU域内の個人を対象とすることが
必要とされる。EUからウェブサイトにアクセスが可能
である、或いは（当該言語がデータ管理者の属する
国の言語でもある場合において）欧州でも使用される
言語を使用しているというだけでは、必ずしも適用基
準を満たすことにはならない。EUで使用されている言
語で商品・サービスの注文が可能であること、EUの
通貨による支払いを選択できること、当地のコンテン
ツを提供していることなど、複数の要素が組み合わさ
ることで、当該企業がEU域内の個人を対象としてい
るとの判断が導かれる可能性がある。

 • 「個人の行動の監視」基準は、ウェブサイト、クッキー
その他遠隔活動によってEU域内の個人を追跡した
り、プロファイリングする行為がこれに含まれる可能
性があるが、当該基準に該当するためには、かかる
行動がEU域内で行われることが必要とされる。

したがって、対象会社がEU域外に所在する場合で
も、GDPRの適用対象となる可能性がある。 

2. コンプライアンス：文書化義務とDPIA義務

買主となる企業は、対象会社がどのような種類の処理
活動を行っているかを詳細に評価し、当該対象企業のコ
ンプライアンスの現状について全容を把握する必要があ
る。 そうすることにより、買主となる企業は、GDPRによっ
て要求される新しいコンプライアンスレベルを満たすため
に今後2年間に必要となる措置や、その結果発生しうる
投資について、より的確に評価できることになる。特に、
新規則では、包括的な記録保持やデータ主体の権利
（data subjects right）を保護するための手順の作成が義
務づけられるほか、ハイリスクの処理活動を対象とした
DPIA義務が導入される。

 • GDPRにより、データ管理者及びデータ処理者は、処
理活動について、詳細な記録保持義務が課せら（第
30条）かかる記録はDPAが利用できるものでなけれ
ばならない。これらの記録には、とりわけ、管理者又
は処理者及び（もし設置されていれば）データ保護担
当者の氏名や連絡先の詳細、処理の目的（管理者
の場合）、処理の分類（処理者の場合）、移転（データ
の移転先の第三国のリストを含む）、保存期間及び
削除時期（管理者の場合）、企業が実施している技
術的・組織的な安全管理措置の説明を提供するもの
でなければならない。

 • また、個人の権利に関する要件を満たすための手順
も定める必要がある。かかる手順には、データへの
アクセス権の付与方法のほか、データベース上での
個人の追跡やデータベースからの削除方法（「忘れ
られる権利」）が含まれる。また、社内での責任の所
在や対応に要する時間の目安も、同手順において定
める必要がある。

 • 買主となる企業は、プロファイリングや機密性の高い
データの大量使用等、DPIAが義務付けられるハイリ
スクの処理活動を行っていないかどうかという観点か
ら、対象会社をスクリーニングする必要がある。DPA
は、DPIA義務を伴うデータ処理活動をリストにしてお
く予定である。DPIAは、企業が実施を義務付けられ
る、書面化されたレビュープロセスであり、企業が行
う処理活動の体系的な記述、処理のリスクや安全対
策のほか、その必要性や相対的な重要性の評価が
求められる。重要なのは、DPIAを実施した結果、か
かるデータ処理が抑制不可能な高リスクにつながる
おそれがあることが判明した場合、当該企業はDPA
の助言を求めなければならないという点である。DPA
が当該処理についてGDPRに抵触するおそれがある
と判断した場合、DPAは管理者に勧告書を提示し（第
36条第2項）、（最終的に）執行権限を行使して（第58
条）、当該処理を禁止する可能性がある。 

continued on page 3
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3. 会社はDPOを置く必要があるか

現行のEUデータ保護指令（95/46/EC）では義務化されて
いないが（ただし、ドイツ等、国内法でこれを義務付けて
いる国が一部ある）、GDPRにより、管理者及び処理者が
DPOを指名する義務が導入される（第37条）。その「中心
的活動」に伴って機密性の高いデータの大量処理を行っ
ている企業や、「データ主体に対する定期的・体系的で大
規模な監視（例えば、オンラインによる行動の追跡やプロ
ファイリング、使用者による従業員の監視）」を行う企業
は、DPOの指名が義務付けられる。当該規定は多くの多
国籍企業に影響を及ぼす可能性がある（例えば、情報漏
洩対策（DLP）等を行っている会社や人件費を中央で一
括管理している企業等）。GDPRは、DPOの適格要件も設
けていることから、企業は自社がDPO設置義務の対象で
あるか否かを確認することが推奨される。

4. 課徴金の引き上げとDPAの執行権限の強化（第
55条及び第83条）

近年、EU域内ではDPA主導による執行件数の増加が顕
著である（スペイン、フランス、ベルギー等）。M&Aと関連
するところでは、バイエルン州のDPAが2015年7月、取引
の一環として個人顧客データを移転した会社の売主と買
主の双方に対して多額の課徴金を課したことを明らかに
している。

GDPRでは、課徴金の引き上げられている。新しい枠組
みではDPAに幅広い権限が与えられており、DPAは調査
の開始やデータフローの停止、処理活動の終了を命じる
ことができるほか、これまで以上に高額の制裁金を課す
ことができる。一部の違反行為（同意取得義務、個人の
権利、移転制限及び一定のDPA命令の遵守に関する違
反等）に対しては、最高で2,000万ユーロ又は全世界での
企業グループの年間売上高の4％（いずれか高額な方
が限度額となる）の課徴金が課される可能性がある。ま
た、GDPRは、DPAに対する苦情申立てのほか、司法救
済や企業への補償請求についても、個人に幅広い権利
を与えている。

最近の動向
当事務所が2015年に手掛けたM&A取引を振返っ
て

2015年はM&A市場にとって記録更新の年となったが、当
事務所のM&Aプラクティスも同様に、世界各国のクライア
ントの代理として数々の重要な案件を手掛け、過去最高
の業績を達成した。当事務所が携わった案件は、件数と
しては138件、取引価額では1,950億ドルに上り、1件当た
りの取引価額が10億ドルを超える案件も19件あった。

欧州、米国、アジアの各チームが連携して数々の重要な
クロスボーダー取引に取り組むなど、2015年も当事務所
のM&Aプラクティスはクロスボーダー案件の提案におい

て強さを発揮した。
特に、アジアに拠点を置く企業が絡んだクロスボーダー
取引が活発な1年であった。当事務所は昨年、欧州にお
ける態勢の強化を図り、ロンドンオフィスに複数のパート
ナーを迎え入れた。ベルリンのチームも引き続きテクノロ
ジーやメディア部門で圧倒的な地位を堅守している。

2015年に当事務所が携わった案件の詳細について
は、2015 M+A Annual Reviewをご参照ください。

注目の取引
1. 北京控股（北京エンタープライズ）がドイツの

EEW Energy from Wasteを買収

北京控股（北京エンタープライズ・ホールディングス）は、
ルクセンブルクやオランダでも積極的に事業を展開する
ドイツの大手廃棄物発電会社EEW Energy from Waste
をスウェーデンのプライベートエクイティファンドEQT 
Infrastructure IIから14.4億ユーロで買収した。EQTによ
れば、本取引は中国企業がドイツ企業に対して行う直接
投資としては過去最大規模であるとされる。EEWは、18
の廃棄物エネルギー工場を操業しており、電気や地域暖
房、工業用プロセス蒸気を生産しており、2014年の売上
高は約5億3,900万ユーロに上った。

2. 中国化工集団（ケムチャイナ）がドイツのクラウ
ス・マッファイを買収へ

中国の化学会社大手である中国化工集団公司（ケムチ
ャイナ）は、ドイツの機械メーカーであるクラウス・マッファ
イをカナダ最大の企業買収専門会社Onex Corp.から9億
2,500万ユーロで買収することで合意した。2014年に11億
ユーロの売上高を達成したクラウス・マッファイは、自動
車から消費財、医薬品に亘る幅広い産業分野の顧客向
けに、プラスチックやゴムを加工・生産する機械を供給し
ている。178年の歴史を誇るクラウス・マッファイは、今後
も現在の組織形態のまま操業を続け、各拠点もそのまま
維持される。本取引は、規制当局の承認が得られ次第
2016年上半期中に完了する見込みである。

3. 中国化工集団（ケムチャイナ）がスイスのシンジ
ェンタに対して430億米ドルでの買収案を提示

中国化工集団（ケムチャイナ）は、スイスの大手農薬会
社シンジェンタに対して、430億米ドルでの買収案を提示
した。本取引が成立すれば、中国企業による国外企業
の買収としては過去最大の規模となる。中国化工集団
は、1株当たり465米ドルの支払いに加えて、取引完了を
条件として1株当たり5スイスフランの特別配当金を支払
う案を提示している。殺虫剤や遺伝子組み換え種子の製
造を専門とするシンジェンタは、90カ国を超える国々に拠
点を置き、従業員数は28,000名超、2015年の売上高は
134億米ドルであった。本取引では、シンジェンタの本社 

http://media.mofo.com/docs/pdf/160204-MandA-Annual-Review/
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が引き続きスイスに置かれ、経営陣も現在のまま据え置
かれることとされている。本取引は、規制当局の承認が
得られ次第2016年末までに完了する見込みである。

4. 上海電気がドイツのManz株式の大部分を取得へ

中国の電力／電気グループである上海電気は、ドイツ
のテクノロジーグループManzの株式の少なくとも29.9％
を取得することで合意した。全株を取得する可能性もあ
る。Manzは太陽光発電産業向けの機器のほか、スマート
フォンやタブレット製造用の機械を生産している。上海電
気による株式取得の実現及び財務体質の強化を図るた
めに、Manzは授権資本の範囲内で新株を発行し、現金
出資分の43％相当の増資（増資実施後の比率における
29.9％に相当）を実施する計画である。

5. Bilfingerが水事業部門を中国のChengdu
Techcent Environment グループに売却

ドイツの大手エンジニアリング／サービスグループ
Bilfingerは、水事業部門を中国のChengdu Techcent 
Environment Groupに2億ユーロで売却した。Bilfingerの
水事業部門の従業員数は1,600名、2015年の売上高は3
億ユーロであった。本取引は、2016年第1四半期末に完
了した。

6. IBMがドイツのIRIS Analyticsを買収

IBMは、不正な支払いパターンを特定するためのリアル
タイム分析を専門に行うドイツの新興企業IRIS Analytics
を買収した。今回の買収により、IBMはより正確に不正を
検知するソリューションをクライアントに提供することが可
能となり、クライアントはより迅速に対策を実施できること
になる。本取引については、金額面の条件は開示されて
いない。

7. IBMがドイツのデジタル広告代理店Apertoを買収

IBMは、ベルリンに本社を置くデジタル広告会社 Aperto
を買収した。本取引の完了をもって、Apertoは、IBM 
Interactive Experience（IBM iX）チームの一員となり、IBM
のドイツでの成長を下支えしていく。300名を超える
Apertoの従業員は引き続き同社に留まり、今後もエアバ
ス・グループ、フォルクスワーゲン、シーメンス等の顧客
への業務提供を続ける。本取引については、金額面の条
件は開示されていない。

8. 寧波均勝電子とPrehがドイツのTechniSat
Automotiveを買収

中国の寧波均勝電子とその子会社Preh Holding GmbH
は、それぞれTechniSat Automotiveの50％の株式
をTechniSat Digital GmbHから買収した。TechniSat 
Automotiveは、自動車用情報通信、ナビゲーション、車
輌ネットワーキング、テレマティクス分野向けの革新的な
製品やソフトウェアソリューションを開発・製造している。
ドイツ、ポーランド、中国に1,200名の従業員を擁し、2015
年の売上高は4億5,000万ユーロに上った。TechniSat 

Automotiveは、均勝投資集団の一員としてPreh 
TechniSat Car Connect GmbHとして業務を行う。本取引
については、金額面の条件は開示されていない。

9.  ドイツのRNTS Mediaが米国に本社を置く
Heyzap, Inc.を買収

ベルリンに本社を置くメディア大手RNTS Media 
N.V.は、4,500万米ドル（上限）でHeyzap, Inc.を買収し
た。RNTSは、モバイル広告技術用プラットフォーム事業
を手掛けるFyber GmbH（本社：ベルリン）の親会社であ
る。Heyzap Inc.（本社・サンフランシスコ）は、モバイル広
告技術事業を手掛け、急成長を遂げている会社である。
本取引では、現金による当初の買収対価2,000万米ドル
に加えて、2017年までに一定の業績目標を達成した場合
にはアーンアウトにより最高で2,500万米ドルが現金及び
株式で支払われる。オフィスの垣根を越えて結成された
当事務所のチームが、本取引においてRNTSに助言を提
供した。

10.  RNTSがイスラエルのInneractiveを買収

RNTS Media N.V. は、4,500万米ドル（上限）でInneractive 
Ltd.を買収した。テルアビブに本社を置き、モバイル広告
を扱うグローバルマーケット（「Ad Exchange」）を運営する
Inneractive Ltd.は、ディスプレイ、ネイティブ、ビデオとい
ったフォーマットの広告を専門に手掛けている。買収価格
は7,200万米ドルに達したが、このうち現金による当初の
買収対価は4,600万米ドルであり、このほかに今後3年間
にアーンアウト報酬及びファイナル報酬として最高2,600
万米ドルが支払われる可能性がある。当事務所は、本買
収取引においてRNTSに助言を提供した。

11.  Salesforce.comがドイツのYOUR SLを買収

Salesforce.comは、デジタルビジネスの最適化事業につ
いて企業向けにコンサルティングを行うドイツのYOUR SL
を買収した。サンフランシスコに本社を置くSalesforceは、
営業、マーケティング、顧客サービス、アプリ開発、コミュ
ニティ及びデータサイエンス用のクラウドソリューションを
手掛ける大手企業である。1999年創業の同社は、クラウ
ドを通じたソフトウェアの提供を手掛けた最初の会社であ
る。ベルリンに本社を置くYOUR SLは、従業員数100名超
のコンサルティング会社であり、方法、プロセス及びITソ
リューションの企画から導入まで、デジタルビジネスの最
適化全般に関するサービスを提供している。
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モリソン・フォースターは、優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、テクノロジー、ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。当事

務所は、「Financial Times」紙が発行する北米およびアジア地域の「Innovative Lawyers Reports」で常に同地域の「most innovative law firms」に選出されており、近年では、Chambers USA

より、倒産およびIPチームが「Firm of the Year」賞を受賞したほか、コーポレート／M&Aチームが「クライアント・サービス」賞を、事務所全体として「Global USA Firm of the Year」をそれぞれ

受賞しています。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。 

本ニュースレターは一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。本

ニュースレターに記載された見解は、モリソン・フォースター、当事務所の弁護士又は当事務所の顧客に帰属するものではありません。本ニュースレターは、最近のM&A事情を対象とした

ものです。

※ 本資料は英語版の参考訳です。英語版と内容が異なる場合は英語版が優先されます。
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