
欧州でのM&Aにおける雇用関係の課題
に対する備えは十分か
執筆者：ハノ・ティムナー、キャロライン・スタキム

どの業界の組織にも共通するものとして、「人」の問題がある。どのような組織で
あれ、それを正しい方向に運営していくためには従業員が必要である。そして

これは、M&A取引に関していえば、規模にかかわらず、雇用関連法や人材の問
題を避けては通れないことを意味する。

この問題は、取引の過程や費用に影響を及ぼす可能性があり、また、実際にし
ばしば影響を与えることがあるのみならず、会社として将来どのような事業運営
が可能であるかに関係する場合もある。

ひとつ救われるのは、雇用に関する法律と実務についてはEU加盟国の間で画
一的な部分があることである。これは主に、EUレベルでの雇用に関する指令が
いくつか存在し、そのそれぞれが28のEU加盟国の国内法令において実施され
ているためである。この画一性がゆえに特定の問題について共通のアプローチ
が採用される一方で、各国の法令を実際にどのように適用するかという細かい
点になると国によって大きな違いがある。
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1. TUPEについて耳にしたことがあるか

取引のごく初期の段階では、どのようなストラクチャーにな
るか（株式譲渡なのか、資産売却なのか）を理解することが
重要である。というのも、このストラクチャーが、起こり得る
諸問題と関係手続の両方に影響するからである。

株式譲渡と資産売却の重要な違いの一つは、株式譲渡
では雇用主である事業体に変動がないという点である。
株式譲渡では、雇用契約上の費用及び債務はすべて、
現在の雇用主である対象会社が引き続き負担する。他

方、資産や事業の売却では、全EU加盟国において実施さ
れているEU既得権指令（Acquired Rights 
Directive（ARD））の適用により、譲渡対象従業員の雇用契
約は買収会社に自動承継される（「TUPE」とは、「事業譲渡
（雇用保護）規則（Transfer of Undertakings - Protection 
of Employment）」の略である）。M&A取引自体の結果、雇
用主が変わり、買主が、主に被買収事業に携わっていた全
従業員を、既存の雇用契約（及び譲渡対象従業員に適用
ある福利厚生制度）に基づく全ての権利義務とともに承継
する。取引当事者がこのような承継を意図していない場合
も同様である。このため、M&Aの直前の、影響が及ぶ従業
員や重要な主要従業員の人数の増減を把握することが肝
要である。

2. デューディリジェンス（及びデータ保護への留意）の重
要性

いずれの場合もデューディリジェンスの実施が重要である。
買主は承継する費用及び債務について完全に理解すべき
である。すなわち、対象事業には何名の従業員が携わっ

ているか、M&Aを成功させるためにどの従業員が重要とな
るか。また、かかる従業員が受給権を有する給与及び手当
はどのようなものか。休暇付与日数又は年金受給権（全く
積み立てていないケースが多い）がどの程度あるか。既存
の労働組合又は労使協議会があるか。雇用に関する紛争
又は訴訟が係属しているか、又はそのおそれがあるか、ま
た、請求権がM&A取引の前に発生していた場合であっても
このような債務を買主が引き受ける必要があるか。

これはEU非加盟国の当事者にとって馴染みのある分野
かもしれない。しかしながら、EUにおいてデューディリジェ
ンスを実施する際に他の地域と異なる重要な点の一つ

として、EUデータ保護指令（Data Protection Directive）が
適用されることが挙げられる。これは（特に）いわゆる個人
情報、すなわち特定の個人又は特定可能な個人に関する
情報の処理及び開示の制限を定めたものである。譲渡先
に転籍する従業員に係る情報は、必然的にこのような個
人情報に該当する。したがって、デューディリジェンスにあ
たっては、売主と買主は、集計された、又は匿名の従業員
データのみを開示するか、又はこれに依拠するなど、かか
るデータを保護し、法令遵守を確保するための適切な措置
を講じるよう確実を期す必要がある。EUや米国間の既存

の免責条項の取決めによる保護を否定する最近の欧州裁
判所（European Court of Justice（ECJ））の判決は、

かかる条項を遵守することの重要性を裏付けるものであ
る。

デューディリジェンスのプロセスは、買主が（もしあれば）取
引の完了後に講じるべき措置を確認するのに役立つ。株
式譲渡の場合、解雇又は雇用条件の変更には通常、

M&A取引以外で適用される雇用関連法令と同一の法令
が適用される。他方、資産売買において全く異なるのは、
既得権指令の適用によって、（例えば雇用条件や退職勧
奨に関連して）雇用主が従業員に対してできることとできな
いこと更に制限されることである。

3. 情報提供義務及び従業員の買主への転籍に対する異
議申立権について理解しているか

重要なのは、既得権指令に基づき、取引のストラクチャリン
グやタイミングの検討にあたって考慮すべき実質的な情報
提供義務も発生することである。売主及び買主には、取引
の計画及び雇用関係への影響について包括的な情報を従
業員各個人（又は、一部の国では従業員代表）に提供する
義務がある。この中には、転籍日、転籍理由、法律、社会
及び経済面で生じる結果並びに転籍に関連し、又は転籍後
に講じることを買主が検討している措置の詳細に関する情
報が含まれる。ドイツ等のいくつかのEU加盟国では、包括

的かつ正確な情報を書面で従業員に提供してはじめて、
事業譲渡先への転籍について従業員が異議を申し立て
られる1カ月の申立期間がスタートする。それゆえに、M&A
の当事者は、この情報提供義務を真摯に受け止め、いつ
従業員に対して情報が提供されたか必ず証明できるように
する必要がある。

資産売買及びこれに伴う事業譲渡の当事者は双方とも
に、買主が雇用契約を承継することに従業員が異議を申
し立てた場合どのような結果が生じるか考慮する必要が
ある。EU加盟国の中には、従業員が異議を申し立てた
場合当該従業員との雇用関係は自動的に終了する（こ
のため従業員が異議申立ての権利を行使することはほ
とんどない）国（英国等）もあれば、異議を申し立てた従
業員は、事業の売主に継続雇用されることを法律（ドイツ法
等）で定めている国もある。この場合、かかる事業の売主
は、国の解雇保護規制を考慮しつつ、このような従業員を
解雇する必要が出てくる場合もある。

4. 労使協議会の共同決定権及びそれが取引のタイミング
に与える影響を認識しているか

通常、資産売買の場合、現地の労使協議会と協議を行う義
務が生じる。この義務は、関係国により、また、当該売買が
事業運営のストラクチャーにも影響を与えるか否かにより、
単なる情報提供義務から非常に詳細な協議手続に従うこと
を売主に義務付けるものまで幅がある。情報提供及び協議
手続に関する義務の遵守は、資産譲渡契約への署名に先
立ち開始しなければならない場合もある。EU加盟国の現
地の法令に基づけば、労使協議会が取引を恒久的に妨害
することは通常できないが、労使協議会が協議手続を大
幅に遅延させる（そして、結果的に取引そのものを大幅に

continued on page 3
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遅延させる）ことは可能である。交渉には6カ月もの期間
（時にはこれよりも長期間）が費やされる場合があり、M&A
当事者は、取引スケジュールを策定するにあたり、この点
を考慮するのが賢明である。

協議手続に関する義務を遵守しなかった場合、重大な結果
を招くおそれがある。例えば、ドイツのような一部の国で
は、労使協議会は、当該国の労働裁判所に対して、売主が
協議に関する全ての義務を遵守するまで取引の実行を禁
止する差止救済を請求することができる。また、フランスや
フィンランド等の国の法令では、労使協議会に対する協議
義務が遵守されなかった場合の経営陣の刑事責任までも
が定められている。

さらにフランスでは、事業の一部売却の場合、従業員代表
の雇用契約の承継について労働当局の承認を得なければ
ならない。この承認が行われない場合、関係する従業員に
よる賠償又は復職請求が行われるのみならず、承継自体
が無効とされる。

買主が講じる可能性のある取引完了後の措置によって
更なる協議に関する義務が生じる可能性がある。例とし

て、整理解雇が企図された場合、EU集団的整理指令
（Collective Redundancies Directive）が適用され、雇用主
は、その計画を政府当局に通知するほか、労働者代表と集
団協議を行うことを義務付けられる。

最近の動向
ドイツ政府がVC投資を助成－投資家は20％の補助
金支給を受ける

ドイツ政府は、ドイツにおけるベンチャーキャピタル投資の
活性化と革新的な新規企業の財務状況の改善を目的とし
た「ドイツにおけるベンチャーキャピタルの助成に関する
要綱」を発表した。この要綱には、以下を始めとする複数
の対策が盛り込まれている。

• 2016年にドイツ政府による現行の投資プログラム
（INVEST）を拡大。投資家が投下資本に対して20％の
補助金を受領することができる閾値を、現行の1年当た
り25万ユーロから2倍の50万ユーロに引き上げ。また、
かかる投資から得たキャピタルゲインに対して税金を
還付し、損失を補填するための比率ベースの助成金を
付与する計画。

• 革新的な企業については、浮動株に対する課税を免
除。現行法案の下、ドイツの財務相は、キャピタルゲイ
ンに対する課税案並びにエンジェル投資家及びスター
トアップ企業についての減税案を推進。ドイツ政府は、
新規の革新的企業の資金調達に新たな障壁が生じな
いよう確実を期す方針。

要綱の詳細については、こちらをご参照ください。

注目の取引
Planet Labsが、ドイツのRapidEyeの衛星ネットワー
クを含む、カナダのBlackBridgeグループを買収

サンフランシスコに本拠を置くPlanet Labs, Inc.は、ドイツ
の衛星ネットワーク運営会社RapidEyeを含む、カナダ
のBlackBridgeグループを買収した。今回の買収によ
り、Planet Labsは、全世界の100を越える販売チャネル
及び顧客から成る広範なネットワークへのアクセスが可能
となる。ベルリンに本拠を置くRapidEyeは、5機の地球観測
衛星とドイツ国内に地上局1局を有しており、Planet Labs
は最大規模の商業用衛星画像データのウェブ配信が可能
となる。ベルリン、サンフランシスコ及びデンバーの各オ
フィスの弁護士により構成される当事務所のクロスボー
ダーチームが本件取引をサポート。

フォルクスワーゲンとスズキの提携解消問題が決着

ドイツのフォルクスワーゲンと日本のスズキとの間の提
携解消問題が、国際商業会議所（ICC）においてようやく決
着し、2009年に始まった両社の提携関係に終止符が打た
れた。提携条件に基づき、フォルクスワーゲンは17億ユー
ロ相当のスズキの株式を購入し、スズキはフォルクス
ワーゲンの普通株式の1.5％を取得していた。しかしなが
ら、スズキは2011年に資本提携の解消を通告し、フォルク
スワーゲンに対して保有するスズキ株式の返還を求めた。
フォルクスワーゲンがスズキの要求に応じなかったこと
から、スズキは仲裁手続を求めてICCの国際仲裁裁判所
に提訴していた。

この度の裁定により、資本提携関係解消の有効性が確
認された。フォルクスワーゲンAGは、保有するズスキの株
式19.89％を売却する。フォルクスワーゲンの反論も一部認
められ、スズキによる提携契約違反が認められた。

欧州委員会がGEによるAlstomの買収を承認

General Electric Co.は、フランスの事業会社 Alstom 
SAのエネルギー事業の買収について、欧州委員会の承
認を取得した。同委員会がガスタービン市場への規制
上・反トラスト法上の懸念を示したことを受け、GE
は、Alstomの業務委託契約及び一定の知的財産を含む一
部資産をイタリアの競合会社Ansaldo Energia SpAに売却
することに合意した。これを受けて、同委員会は、買収案

の修正を承諾した上で本件買収を承認し、GEは過去最大
規模の買収取引の最後の障壁をクリアした。

三井住友海上火災保険が英国の保険会社Amlinを
買収

日本の三井住友海上火災保険株式会社は、英国の保
険会社Amlin plc.に対して公開買付を行った。三井住友
海上火災の発表によれば、買収対象会社の株式につ

いて1株当たり670ペンス（近時の終値に対するプレミア
ムは約36％）での現金での買収をオファーし、買収価格

continued on page 4
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は53億米ドルに達する模様である。本件取引は、両社に
メリットをもたらすとされ、三井住友海上火災は大規模な再
保険事業と欧州での強力なプレゼンスを手にし、他方、

Amlinは大口顧客との取引を下支えする巨額の資本を手
にすることになる。

中国のHNAグループが航空貨物のグランドハンドリ
ング事業を手掛けるSwissport International Ltd.を
買収

HNA Group Co. Ltd.は、スイスに本拠を置く世界最大
のグランドハンドリング会社Swissport International Ltd.
を27億スイスフラン（27.8億米ドル）で買収した。売主で
あるフランスのプライベートエクイティ会社PAI Partners
は、2011年2月に同社をスペインのインフラグループ
Ferrovialから12億スイスフランで買収していた。HNAに
よる今回の買収により、アジアにおける一段の拡大に向
けた扉が開かれることになる。本件取引は、規制当局及
び反トラスト当局の承認が条件となっており、今年末まで
には完了する見通しである。

中国のPowerwayグループがドイツのハイテク精密
ワイヤーメーカーに出資

長期に亘る交渉の末、ハイテク精密ワイヤーの主要メー
カーであるドイツのBerkenhoff GmbHは、非鉄合金及び精
密ワイヤーの世界的メーカーである中国のPowerway 
Group Co., Ltd.との間で、Powerwayが新たな戦略的投資
家としてBerkenhoff GmbHを買収する旨の合意に達し
た。本件取引の詳細は秘匿扱いが条件とされており、管
轄の反トラスト当局の承認が要件とされている。

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、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連
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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。  
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