
欧州におけるデジタルメディアに関する
取引：ソースを知る
アリスタエア・モーガン／クリスティーナ・エール

欧州のソフトウェア等のデジタルメディアの再販売市場は成長しており、これ
は、M&A活動を行っている企業にとってはチャンスでもあり脅威でもある。

中古のソフトウェア及びその他の形態のメディアの再販売市場は、中小企業が
その事業活動で活用するデジタルアセットを入手する場としてその魅力を増しつ
つある。ソフトウェアのダウンロードから電子書籍に至るまで、様々な形態での中
古のデジタルメディアの取引を容易にするために、オンライン・プラットフォームが
生み出されてきた。そのような再販売には、特に費用という点において、明白な
短期的利益があるが、再販デジタルメディアの存在が、計画されている欧州での
M&A取引において問題を生じさせる可能性がある。

欧州のM&Aプロジェクトにおける問題とされるデジタルメディアの再販売の増加
は、2012年の欧州司法裁判所（CJEU)のUsedSoft事件の判決により始まったと
言えよう。同事件はある状況において「中古」ソフトウェアのダウンロードの再販を
認めたものである。しかし、今のところ、欧州各国の裁判所はその判決がもたらし
た影響に対処中である。この問題に関するEU法が制定されるか、欧州司法裁判
所のより明確な判決が下されるまでは、どの国でどのデジタルメディアの再販売
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が明確に認められるかは、キルトのパッチワーク模様のよ
うに混沌とした状態が継続するであろう。

UsedSoft事件における欧州司法裁判所の判決は、欧州法
の下では、ソフトウェアの権利者は、当該ソフトウェアが最
初にダウンロードされた際にそれを使用する権利が譲渡不
可能で、かつライセンシーの内部の業務上の目的に限られ
ることを明確にした条件が付されていた場合でも、インター
ネットからダウンロードされたソフトウェアの合法的な取得
者が、当該プログラムを利用するための不要なライセンス
を第三者に販売することを妨げることはできない、というも
のであった。

EUソフトウェア指令（2009／24／EC）の下では、あるコンピ
ュータ・プログラムのコピーが、著作権者によって、あるい
は著作権者の同意のもとEU内で販売されると、そこでその
コピーの頒布権が「消尽する」とされている。今回の欧州司
法裁判所の判断は、インターネットから合法的にダウンロ
ードされたコンピュータ・プログラムのコピーを頒布する権
利は、権利保有者が当該コピーを無期限に使用する権利
を取得者に付与した場合には、消尽されるというものであ
る。これは、著作権者は、頒布権が消尽したコンピュータ・
プログラムのコピーの再販売に反対できないことを意味す
るものである。

UsedSoft事件判決は、あるソフトウェアのライセンシーに対
して、あらゆる状況において当該ソフトウェアをコピーし第
三者に販売する無制限の権利を与えたものではなく、永久
ライセンスに基づきインターネットからダウンロードされたソ
フトウェアに限定されたものであることを理解しておくことは
重要である。しかし、欧州において、他の形態のデジタルメ
ディアの再販売を可能にする取引用プラットフォームを構
築することを切望している多数の企業にとって、UsedSoft
事件判決は青信号を灯したようなものであり、UsedSoft事
件判決に一部制約があったとはいえ、そのような企業がそ
れで躊躇することはなかった。その結果、欧州中にデジタ
ルメディア再販売市場が大きく成長した。

様々なデジタルメディアの市場が成長してくるにしたがっ
て、取引を容易にするために設けられたそれらプラットフォ
ームの一部を閉鎖しようとする製品権利者の動きも見られ
たが、その成否はさまざまだった。これまでのところ、オラ
ンダの裁判所は電子書籍の再販売用のプラットフォームで
あるTom Kabinetの閉鎖を拒否した。反対に、ベルリンの裁
判所はコンピュータ・ゲーム用のキーを再販売する事業の
運営継続を認めることを拒否した。これらの判決の主な論
点の一つは、EUソフトウェア指令における権利消尽の原則
が、EU著作権指令（2001／29／EC)の対象であるデジタル
メディアにも適用されるかどうかという点である。

欧州の裁判所の判決におけるこれらのばらつきは、欧州
の各国、及び、それぞれのデジタルメディア毎に存在する

UsedSoft事件判決の適用範囲に関する不確実性の度合い
を示している。欧州でのM&Aのターゲット企業を評価するビ
ジネスにとっては、この不確実性には次のような実務上の
影響がある。

• ターゲット企業が、ソフトウェア等のデジタルメディアの
作成及びライセンスの許諾を行う事業を行っている場
合、中古品再販売市場に対するエクスポージャーが
当該ターゲット企業の評価点のひとつとなる。ターゲッ
ト企業の全収入に対する、EUソフトウェア指令の下で
の、欧州司法裁判所が再販売を保証した永久ライセン
スモデルを通じたライセンスからの収入の割合を評価
するために、格別の注意が必要となる。買収企業は、
将来の直接的なライセンス収入を損なう中古品再販売
モデルが取締の対象になり、廃止される可能性を把握
しておかなければならない。

• ターゲット企業が再販売デジタルメディアのユーザーで
ある場合、買収企業は、ターゲット企業がそのデジタル
メディアにどれだけ依存しているのか、また、ライセン
ス受諾が、裁判所が許容した形式及び性質に一致す
る再販売プラットフォームを通じて行われているか否か
を、注意する必要がある。

• オープンソース・ソフトウェアの場合と同様に、備えあれ
ば憂いなしである。買収企業は、十分なリスク評価を行
うために、ターゲット企業が取得しているソフトウェア及
びデジタルメディアのソースに関する十分な調査を行う
必要がある。買収監査のチェックリストには、ターゲット
企業のソフトウェアとデジタルメディアアセットのソース
及び内容に関する適切な質問が含まれていないことが
あまりにも多い。 

• 再販売ソフトウェア及びデジタルメディアのリスク評価
は、ターゲット企業が、ソフトウェアやデジタルメディア
に依存している欧州企業である場合には、とりわけ重
視すべきである。

continued on page 3
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欧州連合における市場濫用
に関する新たな枠組み 
チュンフン・ダニエル・キム

この夏、欧州委員会は、市場濫用規則（No. 596／2014 
– 以下「MAR」) を制定した。これは、EUにおける市場活
動を統制する既存の枠組みの更新と強化を目的としてい
る。2016年7月に同規則が発効するまで、欧州証券市場監
督局（ESMA)及び欧州委員会には、技術的基準を施行し、
ガイドラインを策定することが求められる。MARは市場濫用
指令（2014／57／EU – MAD)によって補完されており、これ
は全加盟国に、市場濫用の分野における整合性のある刑
事制裁の設置を求めている。 

MARに基づく主要な変更は次の通りである。

• 対象となる取引範囲の拡大　これは、EU規制市場で取
引が認められた金融商品と、それに加えて、多角的取
引システム（multilateral trading facilities）、または組織
化された取引システム（organized trading facilities）（例
えば、ドイツのオープンマーケット）、クレジット・デフォ
ルト・スワップ、差金決済取引、及びスポット商品取引
等を含むようになる。今後、金融商品に対し、内部情報
に基づいて既存の注文の取り消し又は変更の決定を
行うと、インサイダー取引とみなされることになる。MAR
はまた、適用範囲の除外及び例外（所謂セーフハーバ
ー条項）を多数設けた。例えば、企業が十分なコンプラ
イアンス・システムを設けている場合等である。

• 内部情報の定義の拡大　これは、金融商品の価格に
重要な影響を及ぼす可能性がある非公開情報、及び、
合理的な投資家がその投資判断の一部として利用す
る可能性がある情報の両方を包含するものとなる。今
後は、プロセスが長期に渡る場合、中間の決定も内部
情報とみなされる可能性がある（欧州司法裁判所の
Geltl／Daimler事件判決への適応）。

• マーケットサウンディングス（Market soundings）が、一
定の条件の下で可能となった。すなわち、企業買収あ
るいは合併の状況において、潜在的投資家に関する
内部情報を開示する場合である。開示側当事者は内
部情報の受領者に、当該情報の使用が禁止されてい
ること、及び、当該情報を秘密にする義務があることを
伝え、それについて同意を得なければならない。

• 管理上の取組の強化　これは、内部情報の開示に関
するもので、例えば、一度開示された内部情報は、ウェ
ブサイト上で開示後5年以上維持しなければならない。
また開示延期については、公開により会社の正当な利
益が害され、かつ延期が公衆に誤解を与えない限りに
おいて可能である。但し、会社が、守秘義務を確保でき
ることが条件となる。

• 市場濫用罪の新設　例えば、市場操作の試みや、市場
操作として取引システムの混乱や遅延のみを目的とし
たアルゴリズム取引又は高頻度取引等が該当する。

• 行政による制裁の厳罰化　コンプライアンス違反に対
する、年間取引額に応じる行政処分が大幅に引き上
げられた（最高15％）。また、ドイツの連邦金融監督庁
（BaFin）等の所管の国家機関により違反の事案が公
表されることになった。これは大きな抑止効果があると
考えられている（所謂、naming and shaming（名前を晒
して恥をかかせる））。更に、加盟国は、MADに基づき、
市場濫用の刑事制裁を実施しなければならない。

最新の展開
外国投資家を引きつける「メイド・イン・ジャーマ
ニー」

ドイツの300万人以上の人々（全被用者の約10%）が、その
仕事をドイツ国内への外国からの投資に依存している。こ
れは、ドイツ連邦共和国の外国貿易及び対内投資機関で
あるドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）により行われた調査
の結果である。

米国企業にとってドイツは、その海外投資先として4番目に
重要である。研究開発（R&D）への投資では、ドイツは第一
位に位置づけられており、米国企業が全世界においてR&D

に投資した460億ドルのうち、73億ドルがドイツに投資され
ている。

新規プロジェクト（greenfield project）に出資する日系企業
にとってドイツは、欧州で最も重要な投資先である。日本の
投資家にとって最も関心が高いセクターは、エンジニアリン
グ（24%)であり、次に自動車（14%）及び電気・半導体（14%）
が続いている。

ドイツへの中国の投資も急速に増加している。新規プロジ
ェクトについては、中国企業にとってドイツより人気がある
国はない。ドイツ国内では、過去数年の間に、1,300社以上
の中国企業が設立され、16,000人が雇用されている。

continued on page 4
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ドイツに投資する理由は、ドイツの実証されている技術的
専門知識、最新の製造技術における強み、品質基準及び
ドイツの高度な訓練を受けた労働力等様々である。それ以
外のインセンティブとしては、ドイツのノウハウ及び「メイド・
イン・ジャーマニー」のラベルを利用できることである。

研究のダウンロード（ドイツ語のみ）www.gtai.de／fdi 

ユーロ圏のインフレの減速

昨年欧州では商品価格が下落し、その結果、物品及びサ
ービスの価格も下落した。ユーロ圏全体がインフレの減速
に直面している。即ち、インフレは遅くなっているが、ゼロよ
り上に留まっている。イタリア、スペイン、ギリシャ等の一部
の国々では、デフレを経験しつつあり、物価が下落し雇用
減退の傾向にある。

continued on page 5

注目の取引
ZFフリードリヒスハーフェンとTRWオートモーティ
ブ・ホールディングスが合併

ドイツのフリードリヒスハーフェンに本社がある世界10大自
動車部品メーカーの一つであるZFは、アメリカにおけるZF
のライバルである、ミシガン州リボーニアを本拠とする自
動車用安全部品メーカーのTRWオートモーティブ・ホール
ディングスと合併する予定である。合併契約によると、ZF
は、TRW株一株について105.60米ドルを支払い、約124億ド
ルでTRWを買収することになる。この取引に先立ち、ZFは、
ドイツのロバート・ボッシュGmbHと合意に至ったが、それに
よりロバート・ボッシュは、ZFのステアリング部品のベンチ
ャー企業 ZF Lenksysteme GmbHにおけるZFの持分を取得
し、それによって、予定されている合併に係る重要な規制上
の障害が取り除かれた。この合併取引は、2015年前半に完
了することが見込まれている。 

クアルコムがイギリスのCSRを買収

米国カリフォルニア州サンディエゴを本拠とするワイヤレス
技術の世界的リーダーであるクアルコムInc.は、間接的な完

全子会社を通じて、イギリスのケンブリッジに本社がある自
社工場を持たない半導体会社であるCSR plcの発行済み及
び発行予定の全普通株式を買収することを発表した。この
買収により、インターネット・オブ・エブリシング（Internet of 
Everything）及び自動車インフォテインメント分野の重要な成
長におけるクアルコムの立場が強化されることになる。クア
ルコムは一株当たり9.00ポンド支払うことに同意しており、こ
の結果総取引額は約16億ポンドになる。この取引は、2015
年の夏に完了することが見込まれている。 

シーメンスがドレッサーランドを買収

ドイツの技術会社であるシーメンスAGは、ドレッサーランド
と友好的な株式公開買付により、発行済み普通株全てを購
入することについて合意に達した。ドレッサーランドは、ニュ
ーヨーク証券取引所に上場しており、米国のテキサス州ヒュ
ーストン及びフランスのパリに本社がある石油、ガス及びエ
ネルギー産業向けの世界有数のサプライヤーである。シー
メンスは、普通株一株当たり現金で83米ドルを支払うことに
なり、取引総額は、約76億米ドルに上ることになるが、この
取引はシーメンスの石油及びガス業界へのコンプレッサー
及びタービンの供給を補完することになる。

出典： http://www.businessweek.com/articles/2014-10-23/euro-region-faces-deflation

http://www.gtai.de/fdi
http://www.businessweek.com/articles/2014-10-23/euro-region-faces-deflation
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ユナイテッドインターネットが光ファイバーネット
ワークプロバイダー、ベルサテルを買収

ドイツのモンタバウアーに本社があるインターネット・サービ
ス会社、ユナイテッドインターネットAGは、ベルリンを本拠
とする光ファイバーネットワークプロバイダー、ベルサテル
GmbHの74.9%の株式を購入することでプライベート・エクイ
ティー会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. （KKR) 
と契約を締結した。KKRは、かかる株式を間接的に保有して
いるファンドを運営している。ユナイテッドインターネットは、
約5億8600万ユーロを現金で支払うことになる。この取引が
完了すると、ユナイテッドインターネットは、37,000キロの長
さに及ぶドイツ第2位の光ファイバーネットワークへのアクセ
スを得ることになり、ドイツテレコムに次ぐDSLプロバイダー
になる。 

バイエルがメルクのコンシューマーケア事業の
取得に成功

ドイツのヘルスケア会社であるバイエルAGは、メルク社のコ
ンシューマーケア事業の取得を完了し、バイエルの市販薬
事業を拡大した。取引の価格は142億米ドルに上る。この取
引の結果、バイエルは、非処方医薬品において世界第2位
の地位につき、北米及びラテンアメリカにおける市販薬のリ
ーダーになる。 

ノバルティスとグラクソ・スミスクラインが主要な3
分野の取引を開始

スイスの医薬品会社であるノバルティスAGとイギリスのグ
ラクソ・スミスクライン（GSK）は、主要な3つの分野での取
引を発表した。GSKは、52.5億ドルを支払い、インフルエン

ザ・ワクチン事業を除くノバルティスのワクチン事業を取得
することに同意した。更に、両社は、GSKのコンシューマー
ヘルス事業とノバルティスの市販薬事業をあわせて、GSK
が、63.5%の過半数株式を保有するコンシューマーヘルスケ
アのジョイントベンチャーを設立する合意に達した。同時に、
ノバルティスは、160億ドルでGSKの抗腫瘍事業を取得す
る。 この取引は、2000年のGSKの設立以来、最も重要な取
引と言われている。

ファイザーがイギリス・スウェーデンのライバル
社アストラゼネカの取得に失敗

米国の製薬会社ファイザーは、イギリス・スウェーデンの医
薬品メーカー、アストラゼネカの買収に失敗した。ファイザ
ーは、一株当たり55.00ポンド、総額694億ポンドを支払うこ
とをオファーしたが、アストラゼネカの経営陣によって拒否さ
れた。同経営陣は、交渉開始を検討するために一株当たり
58.50ポンド以上の価格を求めていた。イギリスの買収規則
によれば、ファイザーは、最初の値付けから6ヶ月間の強制
的なクーリングオフ期間を置く必要がある。しかし、米国政
府が、法人税用住所を統合し、海外へ移すことによる脱税
を取り締まることを発表したことから、新たなオファーが行わ
れる可能性は低い。失敗のもう一つの理由は、取引の完了
後、ファイザーが従業員を減らし、職を危険にさらしかねな
いというイギリスの政治家が提起した懸念であると言われて
いる。この取引により、世界最大の医薬品メーカーができる
ところであった。
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