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日本版 SPAC の可能性と課題－米国 SPAC の実務を踏まえて－ 
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Ⅲ．SPAC による日本企業の買収 

Ⅳ．日本版 SPAC の可能性と課題 

Ⅴ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

近時、米国では、SPAC（Special Purpose Acquisition Company）の IPO（新規株式

公開）や SPAC による買収が急増しています。 

SPAC とは、非上場会社への投資経験が豊富な投資者（スポンサー）が、上場に適し

た優良な非上場会社を将来買収することを目的として設立する事業実態のない投資ビ

ークルであり、買収活動を開始する前に SPAC の株式・ワラントの上場を行い、資本市

場において広く投資家から買収資金を調達し、買収（De-SPAC）を実施する仕組みです。 

2020 年には SPAC の IPO が米国 IPO 全体に占める比率が 5 割を超え、2021 年に入

っても 1 月の米国 IPO の 6 割を占める等引き続き存在感を高めています。日本との関

係においても、国内の著名な投資会社が米国において SPAC の上場を果たしており1、

また、日本企業を買収対象とする SPAC が米国で上場される2等の動きが見られます。 

SPAC には、非上場会社やその株主にとっては一般的な IPO よりも短期間で対象会社

の上場を行うことができる、一般投資家にとっては実質的に非上場株式への投資機会を

得る、スポンサーにとっては買収資金を広く資本市場から調達できる等それぞれの利点

1 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68036180Y1A100C2EA5000 
2 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0909X0Z00C21A2000000 
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があり、SPAC による買収を通じた上場を検討する日本の事業会社・SPAC や、日本版

SPAC の実現を検討する会社からの相談が当事務所に多く寄せられています。 

もっとも、SPAC は、ブランク・チェック・カンパニーとも言われるとおり、実質的

な事業を行っていない投資ビークルを、スポンサーのいわば「目利き力」を頼りに上場

させるという仕組みであり、従来の上場金融商品にはない特有のリスクを伴います。そ

のため、米国では、投資家保護のための様々なルール・実務上の対応を長期的に発展さ

せてきました。これらのルール等は、SPAC による買収の条件やスケジュールにも影響

を及ぼすことから、SPAC を通じた上場を検討する非上場会社としても、その内容を理

解しておく必要があります。また、日本版 SPAC を実現するには、米国におけるスキー

ムやルール等を念頭に置いた上で、必要な制度改正も視野に入れつつ、法令・上場制度

上の論点を検討することが必要になります。 

そこで、本稿では、まず米国における SPAC の仕組みを概観した上で、SPAC による

買収を通じて上場する場合や日本版 SPAC を実現する場合に留意が必要となると思わ

れる主要な論点について概要を解説いたします。 

 

Ⅱ．米国 SPAC の概要 

 

1．スキームの概要 

 

（1） 概要 

事例により多少の差異はあるものの、SPAC による IPO・買収（De-SPAC）は、

概ね以下のようなフローで進むこととなります（詳細は（2）以下をご参照ください。）。 
 

① SPAC（ビークル）の設立・スポンサーによる出資 

② SPAC の IPO 

• 一般投資家に株式とワラントのユニットを公募、スポンサーにワラントを

割当て 

• 調達資金は外部の信託会社へ信託 

③ SPAC による対象会社の買収（De-SPAC） 

• 対象会社は（直接又は間接に）上場会社となる 

 

 

① SPAC 設立 ② SPAC 上場 ③ De-SPAC 
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（2） SPAC の資本構成 

SPAC への投資を行うのはスポンサーとそれ以外の一般投資家に大別されます3。

SPAC を組成するスポンサーは、一般投資家とは異なり、SPAC の IPO 後も SPAC

による De-SPAC を主導する役割を果たします。以下に見ていくように、一般投資家

とスポンサーは、このような立場の違いに応じて、それぞれが保有する証券の内容

に差異があります。 

 

（i） 一般投資家の保有証券 

SPAC の IPO では、1 株の株式（SPAC 株式）＋（端数の）ワラント（日本法上

の新株予約権に相当）（SPAC ワラント）により構成されるユニットの公募が行わ

れます。上場直後はそれらを切り離すことはできず、ユニット単位でしか市場取引

できないこととされていますが、一定期間経過後は SPAC 株式と SPAC ワラント

を切り離して市場で別々に売買することができるようになります。ユニットの発行

価額は 10 ドルとされるのが通例です。 

SPAC 株式は基本的には議決権・配当受領権を有する普通株式ですが、下記（5）

のとおり、原則としてユニットの発行価額（10 ドル）と同額で償還を受けることが

できるという点が特徴的です。また、SPAC ワラントは、当初 1 株の普通株式を対

象とするもので、行使価額は 11.5 ドル等、行使期間の始期は買収完了の 30 日後又

は IPO クロージングの 12 ヶ月後のいずれか遅いときと設定されるのが一般的で

す。このことから、基本的に SPAC ワラントは買収完了後に SPAC の株価が上昇

した場合に行使することが想定されており、一般投資家は、SPAC の株価上昇局面

において、SPAC 株式の価値上昇に加えて、SPAC ワラントの行使により更なるア

ップサイドを獲得することが可能となります。 

 

（ii） スポンサーの保有証券 

スポンサーは SPAC 組成段階で株式（スポンサー株式）を取得し、また、IPO 時

にユニットの公募と並行して行われるプライベートプレースメント（第三者割当て）

によりワラント（スポンサーワラント）を取得します。 

スポンサー株式については、IPO 調達額（通常数億ドル）に比して限定的な金額

（25,000 ドルが一般的）で出資が行われるのが一般的であり、かかる資金は SPAC

の IPO までの運転資本や IPO の費用に充当されます。スポンサー株式の発行数は

事案により様々ですが、IPO 後のスポンサーの持株比率が 20%となるように設定

されるのが一般的です。このように、出資金額に比して多くの株式を取得できるこ

とによって、スポンサーに対し、SPAC の組成・De-SPAC に対する主導的な関与

に応じたインセンティブが付与されることになります。スポンサー株式は、De-

SPAC を主導するというスポンサーの役割に鑑み、株式の償還（下記（5）をご参照

 
3 一般投資家による株式の償還（Redemption）請求に備えるため、その他の投資家が Forward Purchase 

Agreement や PIPEs（Private Investments in Public Equity）を通じて追加的に SPAC に出資することも

ありますが、紙幅の都合上本稿では説明を割愛しています。 
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ください。）を受けることができない、原則として買収完了の 1 年後までの譲渡制

限（ロックアップ）がある等の点で、一般投資家の保有する SPAC 株式と差異があ

ります。 

IPO と並行してスポンサーに割り当てられるスポンサーワラントについては、ワ

ラントの内容は一般投資家の保有する SPAC ワラントと基本的に同様の設計です

が、買収完了の 30 日後までの譲渡制限（ロックアップ）がある等の差異がありま

す。 

 

（3） 調達資金の信託 

SPAC の上場に際しては、上場基準上、IPO による調達資金の 90%以上を外部の

信託会社に信託する必要があるとされていますが4、実務上はユニットの公募による

一般投資家からの調達資金の 100%相当額が信託されるのが一般的です。信託財産

は、（i）De-SPAC の完了、（ii）一定の重要事項に係る定款変更に際しての株式償還、

又は（iii）De-SPAC 不成立に伴う株式償還のいずれか早いタイミングまで引き出す

ことができないとされています。これにより、IPO による調達資金は SPAC から隔

離され、調達資金が確実に De-SPAC（又は償還）のために使用されることとされて

います。De-SPAC 完了後（かつ株主への償還後）に残額が生じた場合については、

De-SPAC 後の対象会社による一般的な事業運営等のために使用することとされて

います。 

 

（4） De-SPAC（Business combination） 

De-SPAC のストラクチャーにかかわらず、SPAC の定款規定に基づき、De-SPAC

について株主総会の承認が必要とされます。 

上場基準上、De-SPAC は IPO 完了から 3 年以内に実行される必要があるとされて

いますが5、De-SPAC の期限を 24 ヶ月と設定する例が最も多いと言われています。 

また、De-SPAC に際しては、対象会社の公正市場価値（Fair Market Value）6が信

託財産の額の 80%以上でなければならないとされています7。 

De-SPAC のスキームについて、制度上は、株式対価のみ・現金対価のみ・両者の

混合対価のいずれも可能ですが、実務上は、株式対価の Reverse Triangular Merger

（逆三角合併）が選択されることが多いようです。De-SPAC の対象会社はその後の

事業運営のために現金を必要とし、また投資家としても対象会社に成長資金を提供

し企業価値・株価の向上を志向するケースが多いため、SPAC からの現金の流出を

伴わない株式対価のスキームが好まれる8傾向があるようです。 

 
4 NYSE Listed Company Manual 102.26、Nasdaq IM-5101-2(a) 
5 NYSE Listed Company Manual 102.26、Nasdaq IM-5101-2(b) 
6 SPAC と対象会社のバリュエーションのギャップを埋めるため、アーンアウト条項が規定されること

があり、典型的には、買収後一定期間内に株価が一定の基準に達した場合に、売主が追加の対価（SPAC

株式等）を受領できるというアレンジが多く見受けられます。 
7 NYSE Listed Company Manual 102.26、Nasdaq IM-5101-2(b) 
8 そのため、一般投資家による償還選択の可能性も考慮して、De-SPAC における買収契約の前提条件と

して、SPAC が一定金額以上の現金を有していることが規定されることが一般的のようです。 
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Reverse Triangular Merger 自体は米国において一般的に用いられる M&A の手法

ですが、株式対価の Reverse Triangular Merger では、大要以下の取引が行われるこ

とになります。 

 

① SPAC がその下に買収子会社を別途設立する 

② 当該買収子会社が、対象会社との間で、対象会社が存続会社、当該買収子会社

が消滅会社となる合併を行う 

③ 当該合併により、対象会社が SPAC の完全子会社となると同時に、旧対象会社

株主に対して、合併対価として、買収子会社の親会社である上場 SPAC の株式

が交付される 

 

これにより、旧対象会社株主としては、非上場の対象会社株式に代えて上場され

ている SPAC 株式を取得することでイグジットが容易になるとともに、対象会社が

実質的に上場を果たすことになります。 

 

＜Reverse Triangular Merger（逆三角合併）のイメージ＞ 

 

  （消滅会社）  合併   （存続会社） 

 

 

（5） 償還（Redemption） 

SPAC の特徴の一つとして、De-SPAC 完了や De-SPAC 不成立等のタイミングで

一般投資家の保有する SPAC 株式につき金銭対価の償還（Redemption）が行われる

という点があります。償還が実施されるのは、（i）De-SPAC が完了した際に一般投

資家が選択した場合、（ii）一定の重要事項に係る定款変更が行われる際に一般投資

家が選択した場合、（iii）De-SPAC 不成立の場合です。例えば、De-SPAC が不成立

となり SPAC が解散・清算することとなった場合でも、SPAC が、信託で別途管理

する資金を原資として、償還を選択した一般投資家から、その保有する SPAC 株式

を発行価額（10 ドル）相当額で償還することにより、一般投資家は De-SPAC 不成

立に終わった SPAC への投資による損失を回避・低減することができます。（i）の

De-SPAC が完了した場合の株式償還については、上場基準上は、反対株主のみに選

SPAC 

買収子会社 対象会社 

SPAC 

対象会社 

スポンサー 

一般投資家 

対象会社株主 

合併対価 

（SPAC 株式） 
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旧対象会社株主 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CAPITAL MARKETS BULLETIN 

当事務所は本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

©

6 

択の機会を認めれば足りることとされていますが9、実務上は、賛成株主を含め、全

ての一般投資家に償還を選択する機会を提供するのが近時は一般的であるようです

10。なお、上記（2）（ii）のとおり、スポンサー株式については、償還が行われませ

ん。 

 

2．開示の実務 

 

米国で SPAC が上場する場合、基本的に Form S-1 という日本の有価証券届出書

に相当する書類の開示が必要となり、通常の IPO と同じ内容の開示が要求されてい

ます。SPAC は IPO 時点で何らの事業も行っていないため、その事業に関する記載

は必然的に少なくなりますが、他方で、一般投資家が SPAC に投資するに当たって

は、スポンサー及び経営陣の経歴やこれまでの投資実績が投資家の投資判断にとっ

て重要となることから、スポンサーや経営陣に関する記載に分量が割かれることに

なります。IPO の段階では、開示上の問題を避けるため、対象会社を特定せず11、潜

在的な対象会社と買収に関する議論も行わないことが通例です。 

また、De-SPAC に際して株主の承認を得る段階では、株主に対して Proxy 

Statement（委任状勧誘書類）を送付することになりますが、対象会社が IPO を行う

と仮定した場合の開示書類と同程度に対象会社の事業について詳細な記載を行う必

要があるほか、De-SPAC の背景・経済条件や対象会社の財務諸表・事業計画等も記

載する必要があります。 

これらの開示書類は、事前に米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange 

Commission）による詳細なレビューを受ける必要があります。他方、証券取引所

（NYSE、Nasdaq）に関しては、取引所所定の上場基準を充足しさえすれば、それ

以上に SPAC や De-SPAC の対象会社に対する実質的な上場審査を行ってはいない

ようです。 

 

3．スポンサーにおける潜在的利益相反への対応 

 

（1） 投資機会の配分に関する利益相反 

SPAC の役員は SPAC に対して忠実義務を負っています。そのうちファンド等の

スポンサーから派遣されている役員は、SPAC の他にもスポンサーの投資業務に関

与していることが想定されますが、SPAC と他の投資ビークルのいずれにとっても

適切な投資機会が存在する場合には、当該役員には SPAC の役員としての地位と潜

在的な利益相反があることになります。そこで、適切な投資機会を SPAC ではなく

 
9 NYSE Listed Company Manual 102.26b、Nasdaq IM-5101-2(d) 
10 これにより、賛成株主としては、償還により投下資本を回収しつつ、ワラントを通じて買収のアップ

サイドポテンシャルを得られるメリットがあります。もっとも、株主への償還が増えれば買収資金不足

に陥るおそれがあるため、株主との対話を通じて買収への支持及び償還請求の回避を求める等、株主へ

の働きかけが重要になると思われます。 
11 但し、対象セクターを示すことは禁止されていません。 
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他の投資ビークルに提供することが SPAC に対する忠実義務との関係で許容される

かという問題があります（いわゆる corporate opportunity doctrine の問題）。 

この点については、米国の実務では、経営陣は他の投資ビークルに対しても忠実

義務や契約上の義務を負っていることを理由として、SPAC の役員であることを唯

一の理由として投資機会を獲得したような場合でない限り、corporate opportunity 

doctrine は当該 SPAC には適用されず、SPAC ではなく他の投資ビークルに適切な

投資機会を提供することは許容されると一般に整理されています12。 

 

（2） SPAC によるスポンサーの投資先等の買収（De-SPAC） 

De-SPAC においては、スポンサーの関連会社を De-SPAC の対象とすることは特

段禁止されていませんが、このようなスポンサーの関連会社（典型的には、スポン

サーの他の投資先）との De-SPAC が行われる場合には、スポンサーからの派遣役員

において利益相反の状況が生じることになります。その場合、SPAC として、De-

SPAC の経済的条件が公平なものとなるよう、独立した投資銀行等から公平性に関

する意見書（フェアネスオピニオン等）を取得するといった対応を行うこととされ

ています。 

 

Ⅲ．SPAC による日本企業の買収 

 

1． 日本企業を対象とする De-SPAC の法的留意点 

 

（1） De-SPAC のスキーム 

仮に SPAC が日本の対象会社の株主から、その保有する対象会社株式を自らが投

資家から調達し信託に保有している現金で取得するのであれば、（後述する外為法の

問題を除き）スキーム上の論点はあまりないように思われますが、日米の法制・税

制等の差異に起因して、米国では一般的なスキームが日本の対象会社については利

用できない（あるいは、利用しにくい）ケースがあり得ます。 

例えば、上記Ⅱ.1.（4）のとおり、米国においては、株式対価の Reverse Triangular 

Merger が選択されることが多いところ、仮に米国の SPAC が日本法に基づく会社を

De-SPAC の対象としようとする場合には、会社法上、米国の Rerverse Triangular 

Merger と同じ逆三角合併の方法は取ることができません。もっとも、三角株式交換

13と逆さ合併14の組み合わせにより実質的に同等の資本関係を作り出すことが可能

であったり、対象会社を消滅会社とすることに問題がなければ米国の Forward 

 
12 定款において役員の corporate opportunityに係る義務を免除する規定を設けるのが一般的のようです

（デラウェア州模範事業会社法 122 条 17 号参照）。 
13 SPACが日本に買収目的会社を設立し、当該買収子会社が、自らを完全親会社、対象会社を完全子会

社として、買収目的会社の親会社である SPAC 株式を対価とする三角株式交換を行う方法 
14 前述の三角株式交換の後、完全親会社となった買収目的会社を消滅会社、完全子会社となった対象会

社を存続会社とする吸収合併を行う方法 
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Triangular Merger に相当する三角合併15を利用することも可能です。 

その他、株式対価の Reverse Triangular Merger を行った場合と同等の資本関係を

実現する最も簡便な方法としては、SPAC の株式を対価とする対象会社株式の取得

（対象会社の株主を割当先とし、対象会社株式を払込財産とする現物出資による第

三者割当て）を行うことも初期的には考えられますが、法務・税務・会計上の考慮16

に加え、対象会社の株主数が多数にわたる場合には、株主構成や既存の株主間契約

の内容（例えば、一定の株主の他の株主に対する売却請求権（Drag-along Right）の

有無・範囲）等の状況によっては、多くの対象会社株主の合意を取り付ける必要が

あり得るといった実務上の考慮も必要になると思われます。 

但し、De-SPAC の対価は現金対価・混合対価（現金と株式）とすることもあり得

るところであり、（米国では、対象会社の現金ニーズ等を背景として、株式対価の

Reverse Triangular Merger が選択されることが多いようではあるものの）上記のよ

うに株式対価を前提としてスキームを検討する法的必要性はありません。上記で述

べたスキームの対価を現金対価・混合対価とする方法以外にも、例えば、米国の

SPAC が日本に設立した買収目的会社を通じて、対象会社の株主のうち現金対価を

受け取ることを希望する株主からはまず現金で買収を行い、その後、買収目的会社

と対象会社との間で SPAC 株式を対価とする三角合併等を行うことにより、買収対

価の一部を金銭、一部を SPAC 株式とするようなスキームも考えられるように思わ

れます。 

 

（2） 外為法による制約 

2020 年の外為法改正17により、国の安全、公の秩序、公衆の安全及び我が国経済

の円滑な運営の観点から指定された一定の業種（指定業種）を営む非上場の日本企

業の株式の外国投資家による取得18については、取得株式数や投資家の属性に関係な

く対内直接投資に該当し、その実行の前に財務省及び事業所管省への事前届出が必

要とされています19（外為法 26 条 2 項 1 号、27 条 1 項）。米国の SPAC は、それ自

体が外国投資家に該当するため、対象会社の業種によっては事前届出が必要となり、

届出が受理された日から起算して 30 日を経過するまでは、対象会社の株式の取得が

 
15 SPACが日本に買収目的会社を設立し、当該買収目的会社が、自らを存続会社、対象会社を消滅会社

とし、SPAC 株式を対価とする三角合併を行う方法 
16 例えば、法務の観点からは、株主が属性や人数によっては、SPAC 株式の対象会社株主への交付が金

融商品取引法上の募集に該当し、有価証券届出書の提出が必要にならないかといった問題が生じ得ます。

また、税務の観点からは、かかる取引は日本の税法上は売主である対象会社株主側での課税取引に該当

するため、株式のみを対価とする場合には売主側での納税資金の問題が生じ得ます。 
17 当事務所の CORPORATE NEWSLETTER 2020 年 3月号（Vol. 33）、CAPITAL MARKETS BULLETIN 

2020 年 3 月号（Vol. 45）をご参照ください。 
18 合併その他組織再編による取得を含みます。 
19 コア業種以外の指定業種を営む非上場の日本企業の株式の外国投資家による取得については、一定の

基準（①外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任しない、②指定業種に属する事業の譲渡・廃

止を株主総会に自ら提案しない、③指定業種に属する事業に係る非公開の技術情報にアクセスしない）

を遵守すれば、事前届出義務が免除されますが、SPAC について、これらの基準の全部又は一部を満た

さない可能性が相当程度あるように思われます。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00041614/CORPORATE%20NEWSLETTER%20(Vol.33).pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00041500/20200316-034057.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00041500/20200316-034057.pdf
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禁止されます20。 

 

2． 開示上の対応 

 

（1） 財務諸表（PCAOB ルール対応、会計基準） 

上記Ⅱ .2 のとおり、De-SPAC に際して株主の承認を得る段階では、Proxy 

Statement において対象会社の財務諸表を記載する必要がありますが、かかる財務

諸表は米国公開企業会計監視委員会（PCAOB）のルールを遵守して作成されたもの

（2-3 年分）である必要があり、また、De-SPAC 後のプロフォーマとともに記載す

る必要があります。財務諸表は基本的に US−GAAP に則っている必要がありますが、

米国外の対象会社の場合には、コンバージョンの負担を考慮し IFRS によることも

許容される余地があるようです。日本企業が De-SPAC を通じた米国での上場を目

指す場合、これらの対応に時間を要する可能性があるため、早い段階で議論が必要

となります。 

 

（2） 英文開示対応 

De-SPAC に関する Proxy Statement での開示においては、IPO 時の開示書類で要

求されるのと同程度に、対象会社のビジネス、リスクファクター、MD&A 等に関す

る開示が必要となります。 

加えて、Proxy Statement においては、買収に至る詳細な経緯、対象会社の事業計

画、買収の財務分析等についても開示が必要となります。中でも、対象会社の事業

計画については、株主総会の承認を得る上で重要な情報となります。通常の IPO で

は、未達リスクを回避する観点から、将来の業績目標を目論見書に記載することは

避けるのが一般的ですが、Proxy Statement においては、米国証券法上の将来情報

（Forward-Looking Statement）に関するセーフハーバールールが適用されるため、

業績目標を含む事業計画が実務上一般的に記載されているようです。 

これらの開示は対象会社に関する事項が中心的な内容になることから、その準備

に当たっては、対象会社の関与が必要になります。 

また、当然De-SPAC後も米国証券取引所に上場する会社（又はその主要な子会社）

として継続開示義務（US-GAAP 又は IFRS による財務諸表の作成と英文開示）を負

うこととなります。 

 

  

 
20 禁止期間は、届出書が受理された日から 4 営業日を経過した日まで短縮されることもありますが、審

査内容によっては、最長 5 ヶ月まで延長されることがあります。また、禁止期間が延長された場合には、

対象会社の業種を含む審査の結果によっては、財務省又は事業所管省から、当該対内直接投資の内容の

変更又は中止を勧告されることがあり、かかる勧告に従わない場合には、対内直接投資の内容の変更又

は中止を命令される場合があります（外為法 27条 5 項、7 項、10項）。 
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Ⅳ．日本版 SPAC の可能性と課題 

 

1． 上場審査基準・上場制度上の論点 

 

（1） 上場基準の形式要件との関係 

日本で SPAC を上場させようとする場合、既存の上場審査基準の形式要件を満た

すことは困難と思われます。すなわち、例えば東京証券取引所では、市場第一部・第

二部・JASDAQ の上場審査基準には、事業継続年数（3 年以上）、利益額又は売上高、

合併等の実施の見込み（新規上場申請者が実質的な存続会社でなくなるような合併、

子会社化等を 2 年以内に行う予定がないこと等）が含まれており、また、マザーズ

の上場審査基準にも事業継続年数（1 年以上）が含まれています。 

2022 年 4 月からの市場区分変更（プライム市場・スタンダード市場・グロース市

場への再編）の後は、いずれの市場についても事業継続年数に係る要件は設けられ

ないことが想定されているものの、プライム市場・スタンダード市場については収

益基盤に係る要件が設けられることになります21。 

設立後速やかに上場され、かつ、上場後短期間のうちに De-SPAC を行うことを目

的とする SPAC については、これらの基準に抵触する可能性が高いため、日本での

SPAC 上場を認めるに際しては、SPAC に合致した上場審査基準の設定が必要にな

ると思われます。 

 

（2） SPAC による買収時の実質審査のあり方 

上場に際して証券取引所による重点的な実質審査が行われることになる点は、米

国とは異なる日本の上場実務の大きな特徴ですが、SPAC は、その IPO 時点では実

質基準の対象とするべき実質的な事業活動を行っていません。そのため、日本での

SPAC 上場を認めるか否かは、上場会社としてふさわしい実態を備えた会社である

ことが実質審査で確認できた企業のみを上場させるという現在の上場制度の基本的

な考え方にも関わることになると思われるところです。 

既存の制度の延長上で考えるとすれば、いわゆる裏口上場の防止を目的とする、

不適当合併等に係る上場廃止審査制度22に基づき、De-SPAC 時に新規上場審査と同

等の審査が行われる以上、入口の SPAC 上場の段階では限定的な審査での上場を許

容するといったアプローチが考えられるかもしれません。もっとも、不適当合併等

に係る上場廃止審査制度においては、新規上場審査に準じた基準に適合しない場合

には上場廃止という結果になるため、投資家保護のあり方として適切か等、制度論

としての議論が必要になると思われます。 

同様に、引受証券会社における引受審査についても、米国の実務を参考に、IPO 及

 
21 当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2021 年 2 月号（Vol. 50）をご参照ください。 
22 上場会社が非上場会社と合併等を行った結果、上場会社が実質的な存続会社でないと認められる場合

に、当該上場会社を管理銘柄に指定した上で新規上場審査に準じた基準に適合するか否かを審査し、そ

の結果、一定期間内に基準に適合したと認められない場合には上場廃止となります。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047316/20210203-035732.pdf
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び De-SPAC のそれぞれにおいて対応方法を考える必要があります。 

 

2． スキーム設計上の論点 

 

（1） ユニット 

上記Ⅱ.1.（2）のとおり、米国では上場時に一般投資家に対して発行される商品は、

株式とワラントが一体となったユニット23として構成され、一定期間経過後に株式と

ワラントを分離して取引することが可能となります。 

日本の会社法や上場・決済制度上は、株式と新株予約権を一体のものとして発行

し、上場・流通させる仕組みは存在しません。この点、発行段階については、①上場

時に株式と新株予約権を同時に発行し、株式の割当てを受ける投資家に対して株式

の割当て数に応じて新株予約権を割り当てる、又は②上場時には株式のみを発行し、

上場後直ちに新株予約権無償割当てを行うといった対応が考えられますが、ユニッ

トとしての上場・流通に関しては、SPAC 上場や SPAC の株式・ワラントの安定的

な市場形成のための必要性が高い場合には、上場や保管振替に係る制度改正も含め

た検討が必要になると思われます。 

 

（2） 償還の仕組み 

上記Ⅱ.1.（5）のとおり、米国の SPAC では、De-SPAC 完了時等に株主から請求

があった場合や期限までに De-SPAC が成立しなかった場合には株主に対して償還

を行うことになります。 

かかる償還のうち、まず、株主からの請求に応じた償還については、取得請求権

（会社法 108 条 1 項 5 号）の仕組みを用いることが考えられます。この点、De-SPAC

の方式によっては組織再編に係る反対株主による株式買取請求権の行使と構成する

ことも考えられますが、米国の SPAC では De-SPAC に反対していない株主による

請求権も確保することが一般的であること、また De-SPAC には会社法上債権者保

護手続のない株式の取得等のスキームが用いられる可能性もあることから、取得請

求権の仕組みを設けておくことが考えられます。 

但し、取得請求権の行使による自己株式の取得は分配可能額規制に服します。そ

のため、遅くとも取得請求権が行使可能となるタイミングまでには、資本金・資本

準備金の減少を行って十分な分配可能額を作出しておく必要があると思われます。 

期限までに De-SPAC が成立しなかった場合における株主への償還は、取得条項

又は解散・清算時の残余財産の分配として行うことが考えられます。残余財産の分

配と構成する場合には、スポンサーに対する残余財産の分配が他の株主への分配の

後に行われるよう、スポンサーが保有する株式については残余財産の分配において

 
23 なお、米国ではユニットに組み込まれる新株予約権は多くの場合端数（3 分の 1個等）として発行さ

れ、複数のユニットを保有して初めて 1 個の新株予約権として行使ができる仕組みとされていますが、

日本の会社法上新株予約権を端数で発行することは認められていないことから、日本で同様の仕組みを

実現する場合は新株予約権の行使により交付される株式数を端数と構成することが考えられます。 
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一般投資家が保有する株式に劣後する旨（会社法 108 条 1 項 2 号）を定めておくこ

とが必要になると考えられます24。 

 

（3） 信託の仕組み 

上記Ⅱ.1.（3）のとおり、米国の SPAC では、一般投資家からの調達資金の実質全

額が信託され、その後の De-SPAC の資金や投資家への償還に充てられます。 

日本とアメリカでは信託の法制も相当程度異なることから、日本版 SPAC におい

てそもそも投資家保護のために信託の設定までを義務付けるのかは議論を要する点

ですが、仮に信託の仕組みを導入する場合、信託受益権の構成（受益権者、支払事由

をどのように設計するか）について検討が必要となります25。 

 

（4） スポンサーにおける潜在的利益相反 

上記Ⅱ.3.（1）のとおり、スポンサーから派遣されている SPAC の役員が、スポン

サーの他の投資業務にも関与している場合において、SPAC と他の投資ビークルの

いずれにとっても適切な投資機会が存在する場合には、その投資機会を SPAC で検

討するか否かの決定にあたり、当該役員には SPAC の役員としての地位と利益相反

が生じることになります。 

日本においては、株式会社の役員（SPAC の役員）は、会社法上、当該株式会社

（実質的には SPAC の株主）に対して忠実義務及び善管注意義務を負いますが、こ

れらが当該役員の他の地位に基づく義務と対立した場合において、どのようなケー

スで当該株式会社の利益を優先することが求められるのか、明確な議論はありませ

ん。スポンサーに過度な義務を課す場合には SPAC の利用に委縮的効果が生じ得る

ことから、一般投資家保護とのバランスの取れた対応が必要となります26。 

また、仮に SPAC がスポンサーの関連会社を買収する場合にも、スポンサーから

の派遣役員において利益相反の状況が生じることになりますが、このような場合に

は、SPAC において、取引の公正性を担保するための一定の措置（利害関係を有する

取締役の審議・議決への不参加等）を講じることになると思われます。 

 

Ⅴ．おわりに 

 

世界最大の資本市場である米国において投資マネーが SPAC に集まっている以上、日

本の事業会社・投資家への影響は経済的に不可避であり、米国 SPAC による日本企業の

買収の検討も現に進んでおり、その対応は急務です。 

 
24 なお、株主に残余財産を分配し、その後 SPAC が倒産した場合、当該残余財産の分配が他の債権者と

の関係で偏頗行為や詐害行為に該当し、否認権の対象とならないかについては検討が必要です。 
25 募集株式の払込金を信託で管理することについて、理論上は仮装払込み（会社法 213 条の 2、213条

の 3）への該当性も論点となり得ますが、かかる信託の目的や仮装払込みに関する規制の制度趣旨に鑑

みると、実質的な問題となるものではないように思われます。 
26 この点の検討に際しては、例えば PE ファンドの運営会社が GP 等として複数のファンドの運営に関

与することは、ファンド契約上の一定の制約に服しつつも、日本において実務上一般に行われているこ

とも参考になると思われます。 
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また、SPAC のスキームや制度は、日本における伝統的な IPO と相容れないイシュー

もありますが、イノベーションや世界規模の感染症の蔓延等経済情勢・経営環境が急激

かつ劇的に変化する現在において、伝統的な IPO では有力なベンチャーや投資家のニ

ーズを満たせない状況があることも意味しており、日本版 SPAC の導入は、日本の資本

市場がリスクマネーの供給機能を適切に果たしていくためには、真摯に向き合わざるを

得ない重要な課題であると思われます。当事務所は資本市場関係者との議論を通じ、日

本の新興企業の成長や資本市場の健全な発展に資するよう、日本版 SPAC の実現と発展

に貢献していきたいと考えており、本ニュースレターに対する読者からの幅広いご意見

をお待ちしております。 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『上場インフラファンドの実務～風力発電設備の組入れに向けて～』 

開催日時  1 回目：2020 年 3 月 25 日（木）13:00～15:00 

  2 回目：2021 年 3 月 30 日（火）18:00～20:00 

  ※両日ともに同じ内容 

講師    岡谷 茂樹、佐伯 優仁 

主催    株式会社プロネクサス 

 

NEWS 

➢ Chambers Global 2021 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2021 で、当事務所は日本における 8 つの分野で上位グルー

プにランキングされ、Capital Markets 分野で、以下の弁護士が日本を代表する

弁護士に選ばれました。当事務所のバンコクオフィス、ヤンゴンオフィス、お

よび北京オフィスにおいても複数の分野で上位グループにランキングされ、各

オフィスに所属する弁護士がそれぞれの分野で高い評価を得ております。 

 

・Capital Markets: Domestic 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光 

 

・Capital Markets: Domestic: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 

・Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


