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Abstract

　　 The European Court of Justice (ECJ) has handed down a number of 
judgments regarding ‘golden shares’.  The cases are brought against the 
background of liberalisation of the economy of the member states which 
results in the creation of privatised companies from formerly state-owned 
enterprises.  In these cases, so-called ‘golden shares’ accompanied by 
special powers including the rights to limit general shareholders’ voting 
rights, approval rights and vetoes vested with shareholders are issued to 
the authority, including the relevant ministers and government officials, via 
the articles of association of the company under the special act of the 
member state, which may authorise the company to adopt such company 
articles, or under laws and regulations of the member state.  Obviously, the 
purpose of the issuance is to maintain State control over the company even 
after its privatisation.  The cases are, without exception, brought by the 
European Commission (Commission) against the member state.  The 
plaintiff, the Commission, argues that the issuance of ‘golden shares’ 
infringes the obligations under the Treaty Establishing the European 
Community (EC)/ Treaty on the Functioning of the European Union 
(TFEU) provisions of the defendant, the member state.  The relevant 
provisions of the EC/TFEU are the free movement of capital or/and 
freedom of establishment.  This article thoroughly examines the 13 
relevant cases (including one joined cases) before the ECJ which have been 
reported or posted at the EU official website to date, the final judgments of 
which were made between 1999 and 2010, and reflects upon the theoretical 
points raised by these cases.
　　 The article is divided into three parts.  The first part overviews the 
facts and judgment of each case.  Prior to the cases coming up, the 
Commission published its Communication entitled ‘Communication of the 
Commission on certain aspects concerning intra-EU investment’ in 1997, 
where it interprets that special shares of a discriminatory nature could 
violate Treaty provisions of the free movement of capital and freedom of 
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　「黄金株」1  事件は、欧州における1980年代からの官－民間／民－民間の
企業再編のいわば副産物として、1990年代から欧州司法裁判所（以下、ECJ

という）に多数係属している2。「黄金株」とは、一般的には、拒否権等の
「特権」が付与された種類株式のことを指す3  が、ECJに係属した一連の事

はじめに

establishment.  It allows the exceptions of justification under Treaty 
provisions (such as Articles 52 and 65 of TFEU).  Also non-discriminatory/
indistinctly applicable golden shares could be justified under the ‘imperative 
requirements’ on the condition that the minimum standards for the excise 
of the special powers are known in advance in a precise, objective and 
stable manner and at any event the principle of proportionality is respected.  
The leading cases of the ECJ may be those handed down on the same day, 4 
June 2002; namely, the Commission against Portugal, France and Belgium.  
Out of the 13 cases, only in the Belgian case, the member state’s defense 
was admitted by the ECJ.  A veto in lieu of a prior approval and limitation of 
the exercise of special powers with clear wording may be the dividing line 
between the cases.
　　The second part classifies the ‘golden shares’ at issue picked up from 
the cases in the first part and discusses a desirable model of governance, 
using ‘golden shares’, for the industries, of which any threat to the 
undertaking may jeopardise a ‘fundamental interest of society’.
　　 The concluding part of the article highlights the theoretical issues, 
including the definition of the free movement of capital, the relationship 
between the free movement of capital and freedom of establishment, the 
applicability of free movement Treaty provisions to ‘golden shares’ as State 
measures and the applicability of the Keck standards, the practice of 
applying the principle of proportionality in the ‘golden share’ cases and the 
applicability of Article 345 of TFEU.

　　　　　　　　　　　　
1  欧州委員会は、公式には special rights（特殊な権利）という語を用いている。

European Commission （Staff Working Document）, Special Rights in Privatised 
Companies in the Enlarged Union—A Decade Full of Developments （Brussels, 22 July 
2005）。ECJの英語版判決文においては、「黄金株（golden shares）」という語も散見
されるが、このような特殊な権利が付与された株式の総称・俗称である。本稿が、
「黄金株」と表記するのはこのような考慮に基づいている。なお、用語については、
小塚荘一郎「公益を理由とした株主の権利の制約 ― 黄金株に関する欧州裁判所判
決の教訓 ― 」上法52巻１・２号（2008年）12頁注（4）。
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案は、少なくとも欧州裁判所判例集（以下、ECRという）や公式データ
ベースにおいて公表されたものを見る限り、すべて、従前の国営会社にお
いて、法令や定款により、主務大臣等に黄金株を保有させ、当該会社にお
ける政府の安定的支配権を民営化後も維持させるものであり、その発行
は、直接的外資規制への代替措置とみることもできる。かかる事案の特徴
から、原告は欧州委員会、他方、被告は加盟国であり、いずれも義務不履
行訴訟4  として提起されている。
　政府持株に付与される「特権」は、後述するように、事案毎に異なり、
また同一事案においても異なる権利が複合されていることが多く、多様で
ある。従来の事例研究では、ECJは政府等の持株への「特権」付与の根拠
規定について個別に判断を加えているにもかかわらず、政府等の持株に付
与された「特権」のこの多様性とかかる多様性が ECJの資本の自由移動と
の抵触の有無および抵触があると判断される場合の正当化の可否の判断に
もたらす影響についての分析は必ずしも精緻ではなかったように思われ
る5。折から、わが国においても、2011年３月の東日本一円における大震災

　　　　　　　　　　　　
2  わが国においてもそれらを巡る事例研究はすでに複数公刊されている。たとえ
ば、池田良一「欧州司法裁判所におけるフランス・ポルトガルの「黄金株」の EU
法抵触判決」際商30巻11号（2002年）1494頁、今野裕之「ECにおける資本移動の
自由の原則といわゆる『黄金株』」際商32巻１号（2004年）80頁（以下、今野ａ）、
由布節子「黄金株付与と資本の自由移動の制限」貿易と関税54巻４号（2006年）75
頁、上田廣美「域内市場における企業再編 ― 資本の自由移動と開業の自由の原則
との関係 ― 」日本 EU学会年報27号（2007年）148頁、小塚・同上９頁、今野裕之
「いわゆる「黄金株」に基づく権利の行使と資本移動の自由の原則」際商38巻12号
（2010年）1730頁（以下、今野ｂ）。
3  日欧における黄金株の概念の相違に積極的意味づけをするものとして、由布・同
上72頁。
4  TFEU258条、参照。
5  とはいえ、小塚・前掲注（1）14頁、今野 b・1730頁はこの相違に着目した分析を
行っている。小塚論文では、政府が株主の構成や議決権の割合に介入するものを
「株主規制型」、政府が経営上の意思決定について承認権または拒否権をもつものを
「経営事項型」と呼んでいる。後者については、株式の移転自体が妨げられるわけで
はないので、そもそも資本の自由移動との抵触の問題は生じないようにもみえる。
後者の類型をも資本の自由移動の枠のなかで捉えようとする欧州司法裁判所の論法
は、後述するように、他の一般株主とは異なり、政府系持株は会社法における持株
比例平等原則の枠外にあり、投資とのバランスを欠くというものである（今野 b・
1732頁、参照）。
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を機として、危機時の電力産業の管理のありかたが問われており、細かな
類型化の下に今一度 ECJ判例に現れた一連の「黄金株」とそれに対する判
決とを見直すことにより、一国の公共の安全や公益に直結する産業の特殊
性を一株式会社のカバナンスにいかに反映すべきかについて、一定の示唆
を得ることができるのではないかと思われる。
　本稿では上記関心に基づき、第１節では、「黄金株」に関する一連の ECJ

判決を概観する。第２節では、認定事実の細かな相違に配慮しつつ、「黄金
株」の類型化と判決内容の対比、および、その背後にある論理を検討する
とともに、結びに代えて、一連の判例から抽出されうる個別論点を整理す
る。これらの個別論点は多岐にわたるため、本稿では整理を試みるに留め
ざるをえないが、別稿において、論点を絞り、掘り下げることを予定して
いる。
　なお、以下、TFEUとは、欧州連合運営条約（Treaty on the Functioning 

of the European Union）の略記である。

１．欧州司法裁判所における一連の「黄金株」事件

　本節では、第２節および結びにおける検討に先立ち、筆者が渉猟しえた、
「黄金株」に関連する13事案（併合事案１件を含む）につき、事実の概要と
判旨をまとめることとする。

1－1． 対イタリア事件  Case C-58/99 Commission v. Italy 6（以下、イタリ
ア第一事件）

　一連の「黄金株」事件の嚆矢となったのは、1999年に欧州委員会から提
訴された対イタリア事件である。もっとも、本件では、被告イタリア政府
は、欧州委員会から指摘された EC条約違反を自認し、それを前提とした
主張を繰り広げ、しかも、ECJはかかる主張を手続的に採用することがで
きなかったため、欧州委員会の主張がそのまま認められた。したがって、
本件に、黄金株判例としての実質的意義はないといってよい。

6  ［2000］ ECR I-3811.
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［事実の概要］
　イタリアの1994年デクレ第332号は、その後1994年法律第474号となり、
会社における国や公共部門の持株の売却を促進する目的で制定され、その
１条は、当該持株の売却について詳細な定めを置いていた。たとえば、主
務官庁は、株式の引受けの準備および履行の目的のため、企業年数や操業
能力のある内国または外国会社や、専門家としての登録年数が５年以上の
専門家に、所定の職務（調査、助言、評価等）を課すことができる旨を、
また、２条は、（イタリア国内の）閣僚理事会議長は、デクレにより、国
防、運輸、通信、エネルギー資源、その他公共部門に携わる会社のうちど
の会社を国が直接・間接に支配するかを決めることができ、かかる会社に
あっては、定款において、会社の意思決定により国が支配権を失う措置が
採択される前に、臨時株主総会の決議により、財務大臣に特殊な権限を付
与する規定が挿入されなければならない旨を、それぞれ定めていた。財務
大臣の特殊な権限には、所定の割合の議決権保有への承認権、所定の員数
の取締役や監査役員の選任権、および、所定の事項に対する拒否権が含ま
れていた。かかる定めに基づき、1995年に閣僚理事会議長デクレにより、
エネルギー・石油事業を営むENI SpAの定款規定にかかる特殊な権限が導
入されたほか、1997年に２つのデクレにより、Telecom Italia SpAの定款に
同様の規定が挿入された。２つのデクレのうち一方は特殊な権限の内容を
定め、他方は３パーセント以上の議決権の取得について財務大臣の承認権
を付与するものであった。
　欧州委員会は、以下の見地から1998年８月10日付で２箇月以内に是正措
置をとる旨およびその理由を付した意見書をイタリア政府に宛てて送付
し、イタリア政府は、是正措置をとる方向で、その後関連規定の改正を
行ったが、期限内に国会への改正法案の提出がなされなかったため、欧州
委員会は、ECJへの提訴に踏み切った。
　欧州委員会は、かかる特殊な権限を定める措置は、①非差別的措置でな
ければならず、②一般的利益保護にかかる不可避的要請により正当化さ
れ、③かかる措置の目的の達成のため適切でなければならず、および、④
かかる措置の目的の達成のため必要な範囲を超えてはならない、との４基
準を定立したうえで、イタリアの関連規定は、恣意的差別を構成する可能
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性があり、EC条約52条（TFEU49条；域内開業の自由の保障）、59条
（TFEU56条；域内サービスの自由移動の保障）、および73b条（TFEU63
条；域内資本の自由移動の保障）に違反すると主張した。イタリア政府は、
EC条約違反については争わず、欧州委員会の通知に従う意思がある旨を
表明したのみであった。EC条約違反の可能性を指摘されたデクレ規定は、
本訴手続中の1999年５月４日に同日付閣僚理事会議長デクレとして改正さ
れ、さらに、1999年12月23日に法律第488号として財務法66条を構成するこ
ととなった。イタリア政府は本件審理に際して、当該改正内容と改正の趣
旨を提示し、その後の一連のデクレの改正および改正デクレの法律化によ
り、欧州委員会からの指摘事項はすべて是正された旨を主張した。

［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　義務不履行訴訟における加盟国の義務不履行は、欧州委員会の理由を付
した意見書に記載された是正期限の満了時における加盟国の状況によって
判断され、裁判所は、それ以降の変更を考慮することができない。した
がって、イタリア政府は、ENI SpAおよび Telecom Italia SpAの民営化に際
し財務大臣に特殊な権限を付与することにより、EC条約52条（TFEU49
条）、59条（TFEU56条）、および73b条（TFEU63条）に規定された義務を
履行していないと結論する。

1－2．対ポルトガル、フランス、およびベルギー事件
　1－1でみたイタリア第一事件は、「黄金株」に付与された特殊な権利とEC

条約上の基本的自由との関係について全く判断していないため、実際に
は、次の2002年の３判決7  でもって「黄金株」に関する ECJの立場が固め
られたということができよう。これらの３判決は、同一裁判官構成により
同一日になされていることから、ここでまとめて概観することとする。

7  判決日は、2002年６月４日。　
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1－2－1．Case C-367/98 Commission v. Portugal 8 （以下、ポルトガル第
一事件）

［事実の概要］
　EC条約73b条（判決時56条；TFEU63条）１項および73d条（判決時58
条；TFEU65条）１項は、次のような定めを置いていた。「本章の規定の枠
組みにおいて、加盟国間および加盟国と第三国間の資本の自由移動へのあ
らゆる制限は禁止される。73b条の規定は、加盟国の以下の権利を侵害す
るものであってはならない。…b）とりわけ、租税・金融機関に対するプ
ルーデンス監督分野における加盟国法規則違反を防止すべく必要なあらゆ
る措置をとる権利、行政的もしくは統計的情報目的で、資本の移動の宣言
手続を措定する権利、または、公序もしくは公共の安全の見地から正当化
される措置をとる権利。…」
　派生法として、EC条約67条9 の履行に関する1988年６月24日付第361号
指令は、その附属書において、資本の移動を構成しうる具体的行為を掲げ、
それには直接投資や非居住者による上場・非上場の証券取得などが含まれ
ていた（この点については、後述、結びに代えてａ）、参照）。
　ポルトガルは、国営会社の再民営化（もともと民営会社が1974年４月25
日のクーデターにより国営会社となり、再び民間資本に返還されたもの）
に関し、1990年の法律、ならびに、1993年および1994年のデクレを定めた。
1990年法により、民営化会社においては、外国会社または会社の資本金の
過半が外国会社の出資による内国会社の持株比率には制限が課せられる
旨、および、かかる制限を超える部分については、超過部分の株式の強制
売却、議決権の剥奪、または譲渡および引受けの無効の定めがなされ、さ
らに、1993年デクレによりかかる持株比率の上限は原則として25パーセン
トとする旨が、1994年デクレでは、自然人もしくは法人単体での保有割合

8  ［2002］ ECR I-4731.
9  旧 EEC条約67条（判決時はすでに削除されていた）は、１項において、移行期
中、かつ、共同市場の適切な機能を確保するために必要な範囲で、加盟国は加盟国
の居住者に帰属する資本の移動への制限、および国籍、当事者の居住地、または投
資地を理由とする差別を進んで廃止しなければならない、と、また、２項において、
加盟国間の資本の移動に関連する現時の支払いは、第一段階終了後はあらゆる制約
から解放されなければならない、と定めていた。
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が10パーセントを超えることとなる民営化発効後の株式の取得には、財務
大臣の事前の承認が必要である旨が、それぞれ定められた。
　欧州委員会は、1997年のコミュニケーション10 において、公的機関によ
る承認手続や拒否権行使などにより、他の加盟国投資家による域内投資に
対し制限的性質を有する措置は、EC条約73b条および52条に違反する差別
的措置であって、EC条約内の資本の自由移動および開業の自由に関する
諸制度が定める除外事由に該当しない限り正当化されえず、他方、非差別
措置については、不可避的要請（imperative requirements）11  により正当化
されうるが、公的機関による権利の裁量的行使を最低限に留めるべき正
確、客観的、かつ、安定的基準が適用会社に事前に知悉されていなければ
ならず12、さらに、差別措置・非差別措置を問わず、比例性原則が尊重さ
れる旨を明らかにしており、ポルトガルの1990年法およびその細則を定め
る1993年および1994年デクレはいずれも、コミュニケーション基準に抵触
すると主張した。これに対し、ポルトガル政府は、①政策判断により1994
年以降関連規定上の権限を行使していないことに加え、共同体法の直接効
果と至上性により、国内関連規定はもっぱら域外投資家に対して適用され
る、②関連規定は、内外差別なく適用される、および、③いずれにせよ、
関連規定は民営化後の企業体における市場競争力強化、生産手段の効率化
の要請により、正当化される、と争った。なお、ポルトガル政府は、EC条
約222条（判決時295条；TFEU345条）の生産財保有制度に関する加盟国規
制への EC条約の不介入をも反論の論拠としており（この点については、
後述 Colomer法務官意見参照）、同様の主張は、後述の1－2－2および1－2－3
事件でも加盟国政府からなされている。

　　　　　　　　　　　　
10  Communication of the Commission on certain legal aspects concerning intra-EU 

investment ［1997］ OJ C 220/06 （1997年６月19日付）。
11  次のフランス事件では、overriding requirementsとの用語で表現されているが、こ
れらや mandatory requirementsは同義であると考えられる。

12  Para. 27 of the judgment.
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1－2－2．Case C-483/99 Commission v. France13（以下、フランス事件）
［事実の概要］
　フランスの1993年第1298号デクレは、２条１項において、Société National 

Elf-Aquitaine社における政府持株に次のような権利（条件）を付与してい
た。①自然人または法人による株式総数または総議決権の10分の１、５分
の１、３分の１超の単独または共同での直接・間接保有に経済大臣の承認
を要し、かかる承認は、他者との共同取得、支配権の移転、または、保有
者集団の個々の構成員の変動の際には常に必要であり（たとえば、10分の１
超過時に承認を受け、さらに５分の１超過時にも承認を受けなければなら
ないということ）、さらに、保有者集団における個々の構成員の前記保有比
率の超過に際しては事前承認でなければならず、②経済大臣およびエネル
ギー大臣からの選任議案に基づき、政府代表者２名を取締役会での議決権
のない取締役に選任し、かつ、③附則に列挙する４つの子会社の資産の過半
数の譲渡または担保権の設定の決定への異議申立てをすることができる。
　欧州委員会は、フランスの当該デクレ規定につき、上記1997年コミュニ
ケーション基準に悖り、かつ、EC条約52条（判決時43条；TFEU49条）な
いし58条（判決時48条；TFEU54条）、および、73b条（判決時56条；TFEU63
条）に違反すること、および、55条（判決時45条；TFEU51条）、56条（判
決時46条；TFEU52条）、73d条（判決時58条；TFEU65条）の除外事由に
該当せず、また不可避的要請や政府裁量権の範囲に関する周知の基準に
よっても正当化できない旨を主張した。フランス政府は、これに対し、当
該措置は、第一に、EC条約56条（判決時46条；TFEU52条）および73d条
（判決時58条；TFEU65条）１項 bの除外事由のうち公共の安全保護（国外
の原油貯留施設からの調達と国内の経営意思決定機関からの授権手続によ
る石油危機の際の供給維持は、公共の安全の保護に関わる）から、第二に、
一般的利益保護に関する不可避的要請（overriding requirements）から、正
当化される（内外無差別の措置である）とともに、比例性原則を満たす（石
油危機に際し国内供給をこれ以上効果的に維持する手段はない）と答弁し
た。

　　　　　　　　　　　　
13  ［2002］ ECR I-4781.
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1－2－3．Case C-503/99 Commission v. Belgium14（以下、ベルギー事件）
［事実の概要］
　ベルギーの1994年６月10日デクレは、Société nationale de transport par 

canalisations （SNTC）社の政府持株について、以下の権利が付与される旨
を定めていた。①エネルギーの国内輸送の重要な幹線・支線（いわゆるパ
イプライン）における譲渡、担保権の設定、または変更には、主務大臣（エ
ネルギー大臣）への事前の通知が要求され、主務大臣は、かかる行為が国
のエネルギー部門へ不利益をもたらすとの判断のもとに、かかる行為に対
し通知受領後21日以内に異議を申し立てることができる。②主務大臣は、
会社の議決権のない取締役に連邦政府の代表２名を選任することができ
る。当該２名の取締役は、国のエネルギー政策指針に反する取締役会決定
の取消しを主務大臣に諮ることができる（取消しの付議は、政府代表取締
役が取締役会に出席していれば、当該取締役会決議日から起算して、他方、
政府代表取締役が欠席した場合には、当該取締役のいずれかが気づいた日
から起算して、４営業日以内になされなければならず、主務大臣が政府代
表取締役の付議の日から８営業日以内にかかる取締役会決議を取消さなけ
れば、当該決議は確定する。もっとも、政府代表取締役が主務大臣に付議
した場合、主務大臣の取消権行使にかかる期間計算は中断する）。さらに、
1994年６月16日デクレは、Distrigaz社における政府持株についても、ほぼ
同様の権利を付与した。
　欧州委員会は、次のように主張した。ベルギーのデクレにおける、エネ
ルギー大臣に付与されたガス幹線等の譲渡等の行為への異議申立権、およ
び、国のエネルギー政策に反する取締役会決議の取消権は、内外無差別措
置であるとしても、他の加盟国市民の開業の自由や資本の自由移動への障
害となり、1997年のコミュニケーション基準に合致しないため、EC条約52
条（判決時43条；TFEU49条）および73b条（判決時56条；TFEU63条）に
違反する。かかる違反が、正当化されうるのは、EC条約55条（判決時45
条；TFEU51条）、56条（判決時46条；TFEU52条）、および73d条（判決時
58条；TFEU65条）の除外事由に該当するか、または、一般的利益保護の観

　　　　　　　　　　　　
14  ［2002］ ECR I-4809.
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点から不可避的に要請され、かつ、かかる措置が当局の裁量を最低限に制
限する安定的かつ客観的な周知基準を有していることが必要である。国の
継続的天然ガス供給は確かに一般的利益保護の観点からは不可避的要請と
いえるが、比例性原則を満たさない（異議申立権のような否定的措置は長
期的供給計画や供給源の多元化の模索のような積極的措置に比べ、天然ガ
スの適切な供給の確保に資するとはいえない）。欧州委員会は、さらに、天
然ガスに関する1998年第30号指令の趣旨から、天然ガス事業分野における
企業間の競争と供給確保の目的とのバランスが必要である旨を付言した。
　これに対し、ベルギー政府は、デクレの規定が EC条約上の開業の自由
および資本の自由移動を制限するとしても、次の諸点から正当化されると
争った。関連規定は、① EC条約56条（判決時46条；TFEU52条）および
73d条（判決時58条；TFEU65条）１項 bの除外事由のうち公共の安全の保
障に該当する、②一般的利益保護のための不可避的要請がある、さらに、
③当該措置によって達成されようとする目的に鑑みて当該措置の手段は均
衡であり適正である。①について、国のエネルギー供給の保障は、不可避
的要請であり、② SNTC社と Distrigaz社は、他国のエネルギー資源に依存
せざるをえないベルギーにおける戦略的地位を保持し、両社に対するデク
レを通じたエネルギー当局の統括はやむをえない。また、手続的にも、エ
ネルギー大臣への事前通知には期間計算の中断効果はなく、単に大臣に対
する情報提供の意味を有するにすぎず、大臣の権限行使は、客観的・安定
的基準でもって、所定の場合に所定の期間に限って認められ、大臣の決定
には書面での理由が併せて通知されなければならない。したがって、デク
レ規定は、実体・手続の双方において、規制の目的に比し均衡である。さ
らに、かかる措置は、EC条約56条（判決時46条；TFEU52条）および73d
条（判決時58条；TFEU65条）１項 bの除外事由に該当する。ベルギー政
府は、付加的に、当該措置は競争規定の適用除外を定める EC条約90条（判
決時86条；TFEU106条）２項によっても正当化されうる旨を主張した。

［判旨］
　ポルトガル事件　欧州委員会の請求認容
　フランス事件　欧州委員会の請求認容
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　ベルギー事件　欧州委員会の請求棄却
　ポルトガル事件では、ECJは、他の加盟国の投資家に所定の割合を超え
る株式保有を認めない措置は、それ自体で EC条約73b条（判決時56条；
TFEU63条）に違反するとした。所定の割合を超える株式保有に政府の事
前の承認を要する措置は、仮に非差別措置であるとしても、他の加盟国か
らの投資を委縮させ、資本の自由移動を「幻想」に帰せしめる15 というの
が、その論拠である。
　ECJは、ポルトガルの1990年法およびデクレ規定のすべてにつき必ずし
も差別措置と断じてはいない16。73d条（判決時58条；TFEU65条）１項の
除外事由にあたるか否かのみならず、不可避的要請があるか否かの判断の
必要性をも選択的に示したうえで、さらに、これらの基準を満たしたとし
ても比例性テストを満たさなければならない旨に言及したのも、あからさ
まな外資規制とはいえないデクレ規定に配慮したものと考えられる。
　ECJは、上記デクレ規定のうち、①については、否定し、②については、
明言せず、③については、一加盟国の財政上の利益の保護は、73d条（判
決時58条；TFEU65条）１項の除外事由にあたらず、また、ECJの先例か
らも正当化されえない（不可避的要請からも正当化されえない）、とした。
欧州委員会が主張していた開業の自由の諸規定との関係については、開業
の自由に関する諸規定への違反は資本の自由移動への制限の直接的帰結と
してもたらされるものであり、73b条（判決時56条；TFEU63条）違反が認
定されることでもって足りるとされた。
　フランス事件では、ECJは、まず、フランスのデクレが形式的には非差
別措置ではあっても他の加盟国からの投資を委縮させる効果を有する以
上、資本の自由移動の規定に抵触するとの解釈を示したうえで17、にもか
かわらず当該措置が正当化されうる規範として、除外事由にあたる場合ま
たは不可避的要請がある場合であって、比例性原則を満たしかつ当該事業
に知悉される非差別的・客観的基準と当該措置から不利益を受ける者すべ

　　　　　　　　　　　　
15  Para. 44 of the judgment.
16  池田・前掲注（2）1497頁、上田・前掲注（2）160頁は、本件デクレ規定は差別的
措置にあたり、そもそも例外規定適用の前提条件を満たしていないとする。
17  Paras. 40-42 of the judgment.
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てに法的救済措置が用意されているか否か、を定立した18。そのうえで、非
差別措置である1993年第1298号デクレ２条１項について、①国家の危急存
亡時の石油供給の確保は不可避的要請としての正当な公益保護にあたり、
また、73d条（判決時58条；TFEU65条）１項 bの除外事由をも構成する、
②資本の自由移動を凌駕しうる「公共の安全」は厳格に解釈されなければ
ならず、共同体諸機関の介入なく加盟国が一方的に定めうる性格のもので
はなく、社会の基本的利益への「真の（genuine）」「十分に重大な
（sufficiently serious）」危険があるときに限り援用され19、かつ、③比例性原
則を満たさなければならない。ECJは、比例性原則の具体的適用について、
必要性テストと狭義の比例性テストとを区別せず20、先例に従い、同一目
的がより制限的でない手段により達成されうるか否か、の判断であると客
観化した21。
　ECJは結論的に、フランスのデクレ規定は、比例性を有しないと判示し
たが、その論拠は、かかる規定は承認基準を設定しておらず経済大臣は自
由に裁量権を行使でき、その結果、投資家は、承認が得られるか否かにつ
いての見通しを持つことができず、このことは、経済大臣の事前承認権で
あろうと、異議申立権であろうと変わるところはない22、というもので
あった。欧州委員会は、当該措置の開業自由規定への違反をも主張してい
たが、ポルトガル事件におけると同様の理由から、審理されていない。
　ベルギー事件では、ベルギー政府は、デクレ規定が資本の自由移動を制
限する効果を有することについて争っていないため、ECJは当該措置の正
当化の可否について前置きなく判断した。加盟国におけるエネルギー供給
安定化は、不可避的要請にあたり、かつ、資本の自由移動違反の除外事由
のひとつ、公共の安全（EC条約73d条（判決時58条；TFEU65条）１項 b）
にも該当しうることを確認し、さらに、資本の自由移動違反の除外事由で
ある公共の安全は「真の、かつ重大な危険時の最低限のエネルギー確保」

　　　　　　　　　　　　
18  Paras. 45 and 46 of the judgment.
19  Para. 48 of the judgment.
20  Para. 49 of the judgment.
21  Para. 46 of the judgment.
22  Para. 52 of the judgment.
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であること、および、当該目的に必要な範囲を超えて規制していないこと
（上記フランス事件判旨、参照）を満たす必要があるとの規範定立を行っ
た。そのうえで、①主務大臣のイニシアティヴに基づいて異議申立手続が
開始されるわけではない、②事前承認ではなく、事後の異議申立権の付与
のみである、③エネルギー大臣が介入できるのは国のエネルギー政策に重
大な危険が迫ったときのみである、④エネルギー大臣は自己の決定につい
て書面により理由書を作成し、SNRC社および Distrigaz社の取締役会に通
告しなければならず、かつ、かかるエネルギー大臣の決定は司法審査に服
しうる点を掲げ、比例性原則にも抵触せず、正当化しうると結論づけた。
なお、ベルギー政府は、加盟国における一般的経済的利益のための事業の
優越性に関する EC条約90条（判決時86条；TFEU106条）２項も引用して
いたが、本件措置は同条による保護の対象とはなりえず、さらに、欧州委
員会が主張していた EC条約52条（判決時43条；TFEU49条）（開業の自由）
違反については、資本の自由移動におけるとほぼ同様の除外事由が定めら
れており、同様の理由で正当化されるとして、欧州委員会の請求を棄却し
た。
　ECJは、ポルトガルないしフランス事件で加盟国側から主張された、加
盟国の生産財保有制度への条約の不可侵性・中立性に関する EC条約222
条（判決時295条；TFEU345条）を根拠とする正当化につき、222条（判決
時295条；TFEU345条）は、条約上の基本的自由への違反から加盟国措置
を免除させる効果を有しないと一蹴した。

［法務官意見］
　後掲する各事案とは異なり、上記 ECJ３判決は、ポルトガル事件の一部
主張を除き欧州委員会の請求を棄却すべき、とする Colomer法務官意見23 

に従っていない。したがって、上記３判決に限って、法務官意見をも紹介
することとする。
　上記 ECJ３判決では、加盟国における生産財所有制度への条約の不介入
に関する EC条約222条（判決時295条；TFEU345条）は、本件の論点には

　　　　　　　　　　　　
23  Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 3 July 2001.
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適用されないとしてほとんど言及されていないが、法務官意見では、同条
が規定する条約の中立性から、企業を官営とするか民営とするかの選択は
100パーセント加盟国権限に委ねられており、非差別措置に関する限り、
EC条約222条（判決時295条；TFEU345条）の適用の可否を探ることによ
る、EC条約上の基本的自由に抵触する措置の正当化の可能性が検討され
ている。法務官意見は、EC条約222条（判決時295条；TFEU345条）につ
いて、同条の文理解釈は不毛であって、史的・目的論的解釈から各事案へ
の適用の可否を論じるべきとし、その「生い立ち」、および、立法者意思解
釈の必要性と同条の経済的意義・事実上の効果について考察している。法
務官意見は、欧州委員会の主張を、ポルトガル事件については、ポルトガ
ル政府の措置が差別的であるという点について部分的に、フランスおよび
ベルギー事件については、すべて棄却すべきであるとした。上記から明ら
かなように、判決はベルギー事件以外は法務官意見に従っておらず、また、
同事件についても、法務官意見とは異なる論理構成によっている。詳言は
避けるが、法務官意見の結論は、222条（判決時295条；TFEU345条）の射
程に関する詳細な考察に基づいており、① EC条約第６編の総則規定とし
て置かれており、無条件の規範である、② EC条約222条（判決時295条；
TFEU345条）の所有権とは厳密に法律的な意味での所有権ではなく、客体
に対し何らかの影響を与えうるという程度の経済的実態に即した概念であ
る、③加えて、私的所有権のみを捕捉するものでもない、④３事案におけ
る件の措置は、いずれも、形式的には株主の権利行使として会社の意思決
定に関与するものの、実体としては公的監督と何ら変わるところがない
（いわゆる官民混合形態）、⑤３事案に共通の官民混合措置は、EC条約222
条（判決時295条；TFEU345条）により100パーセント加盟国権限に属し、
加盟国による企業の経営管理またはそのような権限の専有には強い適法性
の推定が働く、⑥政府持株に特権を付与することにより、特定の企業経営
に政府が介入する規整は、EC条約222条（判決時295条；TFEU345条）に
よって加盟国権限とされる企業組織の生産財保有制度にほかならず、した
がって、かかる規整は、EC条約222条（判決時295条；TFEU345条）によっ
て保護され、EC条約上の基本的自由には抵触しない24。
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1－3．対スペイン事件　Case C-463/00 Commission v. Spain25 （以下、ス
ペイン事件）

［事実の概要］
　スペインの公共部門における事業の民営化に関する1995年の法律は、①
所定の条件を満たし、国が直接・間接に総株式数の25パーセント超を保有
し、商事立法に規定される方法により閣僚に支配される事業であって、か
つ、②単発または数個の取引において、総株式数の10パーセント以上にあ
たる閣僚保有株式の処分行為（処分後の国の直接・間接保有割合が50パー
セント未満となる場合を除く）、または、行為もしくは取引の直接的もしく
は間接的結果として、閣僚保有株式数が総株式数の15パーセント未満にま
で減少する場合に適用され、かかる場合には、③会社の所定の経営意思決
定や取引に行政の事前承認が必要である。所定の意思決定事項として、ａ）
任意清算、分割、または、合併、ｂ）名称の如何を問わず、事業目的にか
かるあらゆる資産もしくは株式の所有またはそれらへの担保設定であっ
て、かく定義されるもの、および、ｃ）事業組織の目的の変更、また、所
定の取引として、ａ）単発または数個の株式取引によって国の株式保有割
合が10パーセント以上減少する場合、および、ｂ）株式その他証券の直接・
間接の引受け・取得により総資本の10パーセント以上を保有することとな
る場合が列挙されていた。デクレはさらに事前承認について、承認権の内
容、事前承認に服する取引、承認権を有する機関、および、事前承認期間
について定めを置き、1990年代後半には、相次ぐデクレの発布により、石
油、通信、銀行、タバコ、電力の各産業が事前承認手続に服する旨が定め
られた。
　欧州委員会は、「所定の会社支配株式の取得、議決権の無制限の行使、ま
たは、事業組織の運営に事前承認を要求するスペインのデクレ規定は、直
接投資およびポートフォリオ投資の双方を抑制し、1997年のコミュニケー
ションの趣旨に合致せず、したがって、EC条約43条（TFEU49条）および
56条（TFEU63条）に違反する。公序、公共の安全、公衆衛生などの一般

　　　　　　　　　　　　
24  Para. 91 of the Opinion.
25  ［2003］ ECR I-4581.
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的利益保護に基づく公的権力行使の正当化は、厳格な解釈のもとにのみ認
められうる。そもそも、タバコや銀行のように純粋に経済的・行政的性質
を有する事業は、正当化の前提を欠き、また、一般利益保護の要請がある
としても、Telefónica de Espaňa SAや Telefónica Servicios Móviles SAのよう
に当該会社が国境を越えて企業活動している場合には、そもそも加盟国経
済の戦略的役務保持に貢献しないゆえ、加盟国の一般的利益保護の要請は
ない。いずれにせよ、関連デクレ規定は政府に無条件の裁量権行使を保障
するもので比例性原則を満たさない。」と主張した。
　他方、スペイン政府は、①1995年デクレ前文では、EC条約上の資本の
自由移動と開業の自由の諸規定に従う旨が謳われている、②関連規定は、
EC条約295条（TFEU345条）から正当化される、③事前承認が必要な経営
の意思決定は、事業または資産の継続・維持に関わるもので、事業の存続
確保の観点から正当化される、④民営化会社に投資する者を国籍により差
別するものではない、⑤デクレ関連規定は、供給の保障、経済・社会の安
定、および消費者利益の保護のための国の介入を認めるものであり、いず
れにせよ、不可避的要請により正当化されうる、⑥かかる規定は、行使条
件等の基準を兼備しており、比例性原則を満たす、および、⑦関連規定は、
EC条約86条（TFEU106条）２項からも基本的自由に関する規定からの乖
離が正当化される。なお、本件被告側に訴訟参加していた英国は、スペイ
ンの非差別措置については、市場アクセスを阻害せず、Keck基準から EC

条約56条（TFEU63条）１項の射程外と判断されうると主張した（この点
については、英国が次に掲げる事件において詳細に展開しており、この点
に関する ECJの判断も同事件において明確に示されているので、割愛す
る）。

［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　ECJは、スペイン政府の非差別措置であるという主張に対しては、EC条
約56条（TFEU63条）は単に国籍による不平等取扱いをしないということ
を要求するにとどまらず、したがって、非差別措置であるということのみ
をもって56条（TFEU63条）１項違反を構成しないということはできない
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とし、むしろ、①株式取得割合に制限を設ける規定は、資本の自由移動に
対する制限を構成する、② EC条約295条（TFEU345条）は、基本的自由へ
の例外措置として加盟国の生産財所有制度を保護しているわけではない、
③事前承認制度は、同等の目的がより制限的でない他の手段により達成さ
れてはならないことに加え、当該制度は客観的、非差別的で、かつ、あら
かじめ知悉されており、また、当該制度の影響を受けうるすべての者に救
済が用意されていなければならない。スペインの事前承認制度は、タバコ
や銀行を含む広範な分野で措定されており、まず、これらの分野すべてに
一般的利益保護の要請が働くのかが疑われる。タバコと銀行については、
かつて国営産業であったとしても、事業自体の性質から公的役務提供を目
的とするとはいえない。その他の石油、通信、電力についていえば、一般
的利益保護の要請から正当化されうる余地はある。もっとも、EC条約上
の基本的自由に例外的に優位する一般的利益は厳格に解釈されなければな
らず、社会の基本的利益に対して真の、十分重大な危険が存在する場合で
なければならない。まず、スペインの1995年法における事前承認が必要な
事項のうち、「名称の如何を問わず、事業目的にかかるあらゆる資産もしく
は株式の所有またはそれらへの担保設定であって、かく定義されるもの」
の正確な定義づけを行っているデクレは限られている。次に、デクレ規定
についてみると、閣僚等の権限行使は無条件に認められ、承認の可否につ
いて投資家等に予見できる何らの具体的・客観的手がかりも用意されてい
ない。以上から、石油、通信、電力については、EC法の一般原則である
法的安定性の原則に反し、また、当該措置は当該措置が達成しようとする
目的に必要な範囲を超えている。EC条約86条（TFEU106条）２項による
正当化の可能性については、スペイン政府が当該規定の適用によって正当
化されうるとする根拠について十分立証を尽くしていないことから否定さ
れ、欧州委員会が主張していた EC条約43条（TFEU49条）違反について
は、他の事案におけると同様に、独立別個の判断を要しないとして審理さ
れていない。
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1－4．対英国事件　Case C-98/01 Commission v. The United Kingdom26

　　　（以下、英国事件）
［事実の概要］
　英国航空局（British Airports Authority）は、英国の７つの国際空港の所
有と管理を行っていたが、1987年に BAAという民営化会社に承継された。
主務大臣は BAA社の額面１ポンドの特殊株式１株を保有し、BAA社の附
属定款10条には、特殊株式について、①他の国務大臣等のみへの譲渡、②
所定の事項への特殊株主の書面による同意権、が規定されていた。所定の
事項には、所定の定款規定の変更、指定空港を保有する子会社の総議決権
の過半数を行使する権利の放棄、会社または指定空港を保有する子会社の
再建・再生（これにより、会社または他の子会社が当該指定空港の操業体
となるもの）以外の任意清算・解散の提案、会社または子会社が指定空港
を処分する（これにより、会社または子会社が当該指定空港の操業体でな
くなるもの）合意の締結が列挙されていた。もっとも、主務大臣の特殊株
式には、株主総会および種類株主総会の通知受領権、出席権、および、発
言権はあるものの、議決権はない。優先的残余財産分配請求権を有するほ
か、書面での通知と株券の提出をもっていつでも会社に対して額面での株
式の償還を請求することができるとされた。さらに、附属定款40条は、BAA

社の定款の目的が、所定の者以外の者による総議決権の15パーセント超の
議決権保有の防止にあることを明確に規定していた。
　欧州委員会は、BAA社の附属定款40条および10条が1997年コミュニケー
ションおよび EC条約43条（TFEU49条）および56条（TFEU63条）に違反
すると主張し、他方、英国政府は、次の２点を主張して争った。①会社法
上種類株式の発行は可能であり、特殊株式は種類株式のひとつにすぎな
い。また、実務上も無議決権株式は種類株式としてよく用いられている。
②あらゆる加盟国市民を国籍により差別せず、市場アクセスを制限するも
のではない。したがって、BAA社附属定款規定の EC条約違反はなく、正
当化事由や比例性原則への適合の判断は必要ない。

　　　　　　　　　　　　
26  ［2003］ ECR I-4641.
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［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　ECJは、①加盟国市民間の非差別措置であっても、資本の自由移動規定
に違反しうる。②物の自由移動に関する Keck基準（販売条件（selling 

arrangements）に関する措置は市場アクセスを阻害せず EC条約28条
（TFEU34条）違反とならない）27  は、本件にはあてはまらない。本件英国会
社法に基づく定款規定は、居住者にも非居住者にも同等に適用されるが、
株式を取得しようとする他の加盟国の投資家の行動を委縮させ、したがっ
て、市場アクセスに影響を与えうるといえる。③国内会社法のメカニズム
に単に従うのみであるという英国の主張も首肯できない。BAAの定款規定
は特別法により主務大臣の承認を要し、このような場合には、私法上のメ
カニズムではなく、公的監督機序に服するといえるからである。
　結論として、英国の BAA社の定款規定は、資本の自由移動を制限する。
英国政府は、正当化事由に依拠する必要性はないと主張しているので、ECJ

は他の事件とは異なり正当化の可否に関する判断を行っていない。なお、
欧州委員会が主張していた開業の自由への抵触の判断については、1－2の各
事例におけると同様に、開業の自由への制限が資本の自由移動への制限の
直接的帰結としてもたらされる以上、独立の判断は不要とされている。

1－5．対イタリア事件　Case C-174/04 Commission v. Italy28 （イタリア
第二事件）

［事実の概要］
　イタリアの2001年第192号デクレは、「電力およびガス部門の市場開放が
完了するまでは、当時進行中であった自由化と民営化のプロセスを保障す
るため、当該部門の事業会社の資本の２パーセントを超えて保有し、政府ま
たは公共部門が支配し、国内市場で圧倒的地位を有し、かつ、公認取引所で
株式を公募していない会社にあっては、事業の承認または認可の付与もし
くは譲渡はデクレに定める条件に従う。…上記２パーセントの上限を超えた
　　　　　　　　　　　　
27  Joined Cases C-267/91 and 268/91 Criminal Proceedings against Keck and Mithouard 
［1993］ ECR I-6097, ［1995］ 1 CMLR 101（Keck）. 
28  ［2005］ ECR I-4933.
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場合には、承認または認可の付与もしくは譲渡のときから、上限を超えた部
分の株式の議決権は停止し、株主総会等の定足数に算入されない。また、２
パーセントを超える新株予約権も行使できない。」との定めを置いていた。
　欧州委員会は、上記デクレ規定について、特定の類型の投資家の投資に対
してのみ制限的な扱いを導入することは、他の加盟国の公的企業によるイ
タリアの電力・ガス部門の株式保有を抑制するため、共同体内の資本の自
由移動を阻害する、と主張した。イタリア政府は、これに対し、関連デクレ
規定は、①内国公共企業と他の加盟国の公共企業とを差別するものではな
い、②新規上場や金融商品取引等に関連する指令によっても、議決権制限株
式の発行は認められている、③加盟国の電力・ガス部門の市場開放は指令29 

の策定により加速したが、各加盟国に上方裁量が認められたため、加盟国間
で規整格差が生じ、イタリアのデクレ策定は、イタリア市場が他の加盟国の
公共企業から投機的で反競争的な妨害を受けないための唯一の手段であっ
た、④イタリアの本件デクレは、他の「黄金株」先例とは異なり、国家の介
入を排除するものであり、しかも、時限措置である、と反論した。

［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　所定の要件を満たす公共企業はイタリアの電力・ガス事業の経営および
支配に効果的に関与することができず、イタリア政府が主張するデクレの
目的が他の加盟国の同業の公共事業からの反競争的攻撃を回避するという
ことにあるならば、イタリア政府は、当該措置によって他の加盟国の公共
事業のイタリアにおける株式取得が抑制されることを認めているに等し
い。したがって、本件デクレは、EC条約56条（TFEU63条）に抵触する。
なお、イタリア政府が参照した指令は議決権制限株式を認めてはいるもの
の、法律上の開示義務等に違反した場合の制裁として認めているにすぎ
　　　　　　　　　　　　
29  Directive 96/92/EC concerning common rules for the internal market in electricity 
［1997］ OJ L 27/20; Directive 98/30/EC concerning common rules for the internal market 
in natural gas ［1998］ OJ L 204/1; Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity and repealing directive 96/92/EC ［2003］ OJ L 176/37; 
Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas 
and repealing directive 98/30/EC ［2003］ OJ L 176/57.
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ず、本件には該当しない。最後に、上記違反が正当化されるか否かについ
て、ECJは、「一般的に市場の競争構造を強化するというのみでは、基本的
自由に優越する一般的利益とは認められない。エネルギー供給の確保が、
資本の自由移動の阻害を正当化しうる一般的利益にあたるとしても、イタ
リア政府は、特定の類型の公共事業体の議決権制限が当該エネルギー供給
確保の目的のため必要であること（逆に、私人や取引所で公募している公
共企業体の無制限の株式保有が当該目的のため必要であること）の立証を
していない。以上から、イタリアの関連デクレ規定の EC条約56条
（TFEU63条）違反は正当化できず、確定する。」とした。

1－6．対オランダ事件　Joined Cases C-282/04 and C-283/04 

　　   Commission v. The Netherlands30 （以下、オランダ事件）
［事実の概要］
　1989年、オランダの国営電信電話・郵政会社が民営化され、Koninklijke 

PTT Nederland NV （PTT）社となった。その後1998年に PTT社はさらにそ
の電信電話部門と郵政部門とが分割され、Koninklijke KPN NV （KPN）と
TNT Post Groep NV （TPG）の２社になった。附属定款上、オランダ政府が
保有する両社の株式には、次の事項に関する会社の意思決定への事前同意
権が付与されていた。すなわち、①新株の発行、②普通株主の優先権の制
限または剥奪、③普通株式の１パーセント超の取得または処分、④特殊株
式の消却、⑤会社の解散等に関し両社の持株会社が保有する株式の議決権
行使、⑥ KPNの総資産の30パーセントまたは TPGの総資産の15パーセン
ト未満にあたる株式投資、⑦株式配当および／または準備金を財源とする
配当、⑧合併または分割、⑨解散、および、⑩会社の目的等にかかる定款
変更、である。加えて、KPNおよび TPGとオランダ政府との協定により、
政府は、①大株主として KPNの利益に合致すると認めるとき、②大株主
として TPGの利益に合致すると認めるとき、または、郵便サービスの保障
の確保のため必要なとき、のみ特殊株式の権利を行使でき、敵対的買収へ
の防衛策としてかかる権利を行使してはならない旨が合意されていた。

　　　　　　　　　　　　
30  ［2006］ I-9141.
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1998年以降、欧州委員会からオランダ政府に宛てて条約違反の疑義の意見
書が送付され、かかる意見書に記載された是正期限までの間、両社におけ
る政府持株割合は急激に減少した。KPNと TPGにおける EC条約56条
（TFEU63条）１項違反を理由とする「黄金株」事件と43条（TFEU49条）
を理由とするそれとは、ECJにおいて併合審理に付された。
　欧州委員会は、両社定款によりオランダ政府に同意権等の特権を付与す
ることは、EC条約56条（TFEU63条）１項および43条（TFEU49条）に違
反し、仮に一般的利益の保護の趣旨からの措置であるとしても、比例性原
則を到底満たさないと主張し、他方、オランダ政府は、①関連定款規定は、
EC条約56条（TFEU63条）１項の射程が及ぶ国の措置ではない（一会社の
定款にすぎない）、②分割民営化２社の定款上の措置により、両社への株式
投資が抑制される効果はない。仮に、特殊株式と他の投資家の投資に関す
る意思決定との間に関係があるとしても、あいまいかつ間接的であり、資
本の自由移動への障壁を構成するとみなすことはできない、および、③仮
に EC条約56条（TFEU63条）１項違反が成立するとしても、一般利益保護
の要請から正当化される、と争った。

［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　ECJは、① KPNおよび TPG両社の定款規定は、民営化の過程でオラン
ダ政府の決定により導入されたものであるから、EC条約56条（TFEU63条）
１項の射程内にある、②会社の基本的意思決定にかかるオランダ政府の事
前同意権は、その投資額（の低さ）により正当化できず、他方、付与され
る権限は、普通株主が通常保持する権限に比べはるかに大きいゆえ、他の
株主の KPNおよび TPGの株式保有への影響を制限する、③特殊株式はオ
ランダ政府の同意がなければ消却することができない、④オランダ政府の
「黄金株」の保有は、他の株式の価値を下落させ、両社への株式投資の魅力
を減殺する、として、オランダ政府の特殊株式に関する両社の定款規定の
EC56条（TFEU63条）１項違反を認めた。そのうえで、かかる措置は、自
由移動を阻害しうる正当な利益保護のための共同体法がない場合、資本の
自由移動に関しては EC条約58条（TFEU65条）、または、一般的利益保護
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の要請から正当化される余地はあるとの規範を定立し、オランダ政府は、
① KPN社については一般的利益保護の目的を主張立証しておらず、KPN

社の定款規定については EC条約56条（TFEU63条）１項違反が維持され
る、② TPG社については、郵便事業サービスの普遍性確保と TPGの財務
の健全性および継続性という不可避的要請はあるといえるが、比例性原則
を満たさない（政府の事前同意権は、厳密な行使要件を欠き、同意しない
場合の理由説明などもなされない）、とした。なお、欧州委員会が主張して
いた EC条約43条（TFEU49条）違反については、上述の各事件におけると
同様の理由により判断の必要なしとされている。

1－7． 対ドイツ事件　Case C-112/05 Commission v. Germany31 （以下、
 ドイツ事件）
［事実の概要］
　ドイツのフォルクスワーゲンヴェルク社の民営化に関する法（Gesetz 

über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkeswagenwerk Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung in private Hand32;  以下、VW法という）は、1960
年に有限会社 Volkswagenwerk社を公開株式会社 Volkswagen社に改組する
目的で立法された。VW法は、総株式数の５分の１を超える額面株式を保
有する株主の議決権は、総株式数の５分の１に等しい額面株式に認められ
る議決権数とする旨、何人も総株式数の５分の１超に等しい額面株式に認
められる議決権を行使することはできない旨、連邦および下ザクセン州
は、資格株式を保有する監査役員（株主代表監査役員）を各２名（合計４
名）選任することができる旨、および、株式法により総株式数の４分の３
以上の賛成を要する特別決議は VW社では５分の４超の賛成を要するもの
とする旨が定められていた。
　欧州委員会は、VW法上の議決権行使制限規定については、株式法上の
特別決議成立に関する75パーセント以上要件は、一般株主に賛否の選択の
余地を残しているが、VW法の80パーセント超要件は、主要株主が20パー

　　　　　　　　　　　　
31  ［2007］ ECR I-8995.
32  BGBI, 1960 I, p. 585 and BGBI, 1960 III, p. 641-1-1.
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セントまでの議決権行使により、常にブロッキング・マイノリティとなり
うることを意味すると主張した。また、連邦および下ザクセン州の監査役
員選任権については、株主代表監査役員は監査役員の２分の１、すなわち、
Volkeswagen社の場合は10名のみであり、そのうちの４名が連邦および下
ザクセン州の選任にかかることになれば、一般株主の監査役員選任権は著
しく制約されることとなり、したがって、かかる規定は EC条約上保障さ
れるべき資本の自由移動を阻害する。これに対し、ドイツ政府は、まず、
VW法は EC条約56条（TFEU63条）１項の意味する加盟国措置ではないと
主張した。すなわち、VW法は Volkswagenwerk社の労働組合および労働者
が会社に対する自己の請求権を放棄する代償として支配株主からの安定的
保護を受ける趣旨で1959年に締結された連邦と下ザクセン州との協定
（Staatsvertrag）に端を発し、それが1960年５月に「Volkeswagenwerk社の
法的地位に関する法律」となり、同年７月に Volkeswagen社の定款が策定
され、かかる定款規定を VW法として同年同月に形式的に法律にしたまで
であり、EC条約56条（TFEU63条）１項との関係が問題となる加盟国措置
にはあたらない。次に、上述の議決権行使制限規定にかかる欧州委員会の
主張に対しては、20パーセントの議決権制限は、もともとは一般株主の議
決権行使が0.01パーセントまでに制限されていたところ、連邦と下ザクセ
ン州の持株にのみ認められていたものが他の株主にも平等に開放されるよ
うになったとの歴史的経緯によるもので、国や州に特別な権限を付与する
ものではない旨、また、株式法上の規定より厳格な決議要件を各会社の定
款により設けることはできる旨、特定の会社に関し加盟国は原則として自
由に特別法上の定めを置くことができる旨、および、実際に Volkeswagen

社の株式は欧州市場で最も取引高が大きい人気銘柄のひとつであり、他の
加盟国からの投資も多い旨を主張した。連邦および下ザクセン州の監査役
員選任権と EC条約規定との関係に関しては、監査役会は経営意思決定機
関ではなく、また、その選任員数も、連邦の場合は持株割合にほぼ比例し、
下ザクセン州については持株割合からは少ないくらいであり、VW法の関
連規定は出資の多寡とは無関係である。なお、ドイツ政府は、予備的にVW

法関連規定の正当化事由についても主張している。すなわち、先述の歴史
的経緯から明らかなように、VW法は、もともと労働者および少数株主保
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護の観点から設けられたものであり、かかる立法には社会経済政策上の不
可避的要請がある。

［判旨］　
　欧州委員会の請求一部認容（欧州委員会は、行政的段階においては、EC

条約43条（TFEU49条）違反をも主張していたが、提訴段階では同条違反
の議論を展開していないため、ECJは EC条約56条（TFEU63条）１項違反
のみを認定した）
　ECJは、VW法が加盟国措置ではないとのドイツ政府の主張については、
VW法が現実に法律として施行され、当事者の意思のみで変更できない以
上、受容できないとしたうえで、VW法上の議決権行使制限と EC条約56
条（TFEU63条）１項との関係については、①ドイツ株式法上の特別決議
要件の引き上げのための定款変更であれば一般株主は賛否の選択ができる
が、VW法により当該要件が所与とされている本事例の場合には根本的に
異なる。すなわち、欧州委員会が主張するように、20パーセントの議決権
行使により、決議は常にブロックされる。1960年に VW法が制定されて以
来、連邦と下ザクセン州は各々恒常的に20パーセント程度の株式を保有す
る Volkeswagen社の２大株主である。②本件は、ポートフォリオ投資とい
うよりむしろ VW社への直接投資の事例であり、上記 VW法規定は
Volkeswagen社の経営および支配への関与を可能とする継続的直接的経済
関係を確立・維持する目的で Volkeswagen社への直接投資を行おうとする
者の投資意欲に明らかに負に影響する、として、 EC条約56条（TFEU63条）
１項違反を認定した。VW法上の連邦および下ザクセン州の監査役員選任
権については、株式法上の持株比例平等原則からいえば、両者の選任員数
は最大３名までとすべきであり、VW法上の選任権規定は、明らかに連邦
および下ザクセン州に優先的権利を付与するものである。監査役会は、取
締役の選解任権をもつほか、一定の重要な取引の承認権などを保持するた
め、ドイツ政府が主張するように単なる監督機関にすぎないとはいえず、
Volkeswagen社の経営または支配のための継続的直接的経済関係を確立・
維持しようとする（とりわけ他の加盟国の投資家の）意思に影響を与えう
ることは明らかである。かくして、VW法の関連規定すべての EC条約56
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条（TFEU63条）１項違反を認定したうえで、ECJは、当該規定の正当化
の可能性について次のように判示した。労働者保護および少数株主保護が
一般的利益を構成しうることは否定しないが、①ドイツ政府は、
Volkeswagen社の株主としての連邦および下ザクセン州の地位を強化する
ことによって、同社労働者保護が実現できるとする根拠を説明できていな
い。そもそも、共同決定制度に基づく労働者の機関参加により労働者の保
護は図られているはずである。②少数株主保護についても同様のことがい
える。ドイツ政府は、連邦および州への優先権付与と少数株主保護との関
係を立証できていない。Volkeswagen社規模の会社では社会的公器として
の役割が期待され、一般株主の利己的行動から会社を保護する動機づけが
働くとしても、ドイツ政府は VW法上の関連規定のかかる目的との適合
性・必要性を立証できていない。

1－8．対イタリア事件　Case C-326/07 Commission v. Italy33 （以下、イ
タリア第三事件）

［事実の概要］
　イタリアの1994年第332号デクレは、防衛、運輸、通信、エネルギー資源
等の分野の事業を営み、国に直接・間接に支配されている会社について、
国の支配権が喪失することとなる措置の採択に際し、事前に、経済・財務
大臣が生産大臣へ諮問のうえ行使することができる所定の特別な権限を臨
時株主総会の決議でもって附属定款に挿入するものとする旨を、所定の手
続を経たうえで経済・財務大臣の提案により採択されるデクレにより決定
しなければならないとしていた。所定の特別権限は当該デクレに列挙され
ており、①ある者による、かかる会社における総議決権の５パーセントま
たは経済・財務大臣デクレにより規定されるそれより少ない割合の取得へ
の異議申立て、②かかる会社における総議決権の５パーセントまたは経
済・財務大臣デクレにより規定されるそれより少ない割合の保有を目的と
する株主間契約締結への異議申立て、③かかる会社の解散、事業譲渡、合
併、分割、会社の本店の外国への移転、会社の目的の変更、および特別権

　　　　　　　　　　　　
33  ［2009］ ECR I-2291.
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限の剥奪または修正にかかる決議への拒否権行使、ならびに、④取締役会
において議決権を有しない取締役の選任権行使、であった。これらの権限
行使の相手方は、かかる権限行使を争うことが可能である旨も規定されて
いた。後に定められた2003年の財務法は、当該法の施行日から90日以内に、
国家の存亡に関わる利益を害する場合に限り上記特別権限行使を認める旨
の制限的行使基準を定めるものとする旨を規定していた。
　2004年デクレは、上記特別権限は、公序、公共の安全、公衆衛生、防衛
などの公益に根差したやむをえない事由により正当化される場合にのみ行
使され、適切な期間内に、国内法・共同体法原則、とりわけ無差別原則を
遵守しつつ、それらの公益保護に適切かつ均衡な措置の形をとるものと
し、さらに、特別権限行使事由として、たとえば、国のエネルギー・石油
製品最低供給への真のかつ重大な危険などを列挙していた。ちなみに、
1994年デクレを補足する2003年財務法および2004年デクレは、欧州委員会
が1994年デクレについて EC条約43条（TFEU49条）および56条（TFEU63
条）に違反する疑いがあるとの意見書をイタリア政府に送付した後に採択
されたものである。
　欧州委員会は、次のように主張した。すなわち、2004年デクレが経済・
財務大臣の特別権限行使条件が十分明確に規定されていないことから
（「真のかつ重大な危険」に該当する場合は無数にあって、あいまいであり、
結果的に、かかる会社の経営に影響を行使する目的で投資先をイタリアに
向かわせる意思を挫折させる）、EC条約43条（TFEU49条）および56条
（TFEU63条）違反を構成する。かかる違反は、EC条約46条（TFEU52条）
および58条（TFEU65条）の除外事由により、または、一般的利益保護の
要請から正当化されうる。問題となっている公益分野の規制は一般的利益
保護にあたりうるが、このうち、電力、天然ガス、および電子通信ネット
ワークに関しては指令があり、イタリア政府はこれら関連指令に則った規
定ではなぜ最小限の国内供給が保障されないのか、また、このような共同
体法がない分野については、なぜかかるイタリア基準が必要なのかを主
張・立証していない。そのため、比例性原則を満たさない。
　それに対し、イタリア政府は、①欧州委員会の主張はほとんどが特別権
限の導入に関する1994年デクレにかかるものであるにもかかわらず、EC条



EU「黄金株」事件・再考　（29）

約43条（TFEU49条）および56条（TFEU63条）違反とされているのは、特
別権限行使に関する2004年デクレである、②開業の自由に関する争点を資
本の自由移動の規定に照らして審理することはできない、③国家の基幹部
門について指令の規定以上の保護規定を策定することに何ら支障はない、
④補完性原則から、加盟国のほうが国の存亡に関わるリスクを適切・適時
に評価しえ、また、共同体法がない分野に関しては、共有財に重大な侵害
が及ぶ可能性がある場合に加盟国は独自の措置をとりうる、⑤1994年デク
レが具体的に適用可能となる場合は予見できず、1994年デクレ以上に特別
権限行使の条件を正確に画定することはできない、と手続・実体の両側面
から反論を展開した。

［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　ECJは、イタリア政府が喚起した手続的な議論を採用せず、本案につい
て、まず、資本の自由移動の規定との関係につき、本件のような会社の意
思決定に決定的影響を及ぼしうるものの、ポートフォリオ投資に影響しう
る持株割合とは無関係に適用される措置は EC条約56条（TFEU63条）の射
程内にあるとの前提を確認し、上記規定のうち、会社の意思決定に決定的
影響力を有する拒否権行使に関する①②については、EC条約56条
（TFEU63条）のみならず43条（TFEU49条）をも重畳的に適用する必要が
あり（株式が分散保有されている場合は、少ない割合の株式でも会社の意
思決定に決定的影響力をもてるため、資本の自由移動を制約しうる措置で
あると同時に開業の自由を制約しうる措置でもある）34、③については、
もっぱら、EC条約43条（TFEU49条）との関係のみが問題となる（EC条
約56条（TFEU63条）違反は EC条約43条（TFEU49条）違反の結果として
不可避である）35との解釈を示した。
　そうして、上記関連デクレ規定のうち、①ないし③のすべてに関わるEC

条約56条との関係については、当該規定との抵触を前提に、エネルギー資

　　　　　　　　　　　　
34  Paras. 36-38 of the judgment.
35  Para. 39 of the judgment.
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源の最低供給の確保、国防や公序のためといった一般的利益に関わる措置
として正当化事由を有するが、比例性原則を満たさないと判断した。すな
わち、2004年デクレは、当該行使条件と行使権限との間に相関性がないた
め、比例性原則適用過程における第一テストである、当該措置が当該措置
の達成目的に適合的であるかどうか、の審査を通過しえない。さまざまな
公益保護に関わる規定であるとしても、一般的かつあいまいであって、経
済・財務大臣に広範な裁量権行使を認めており、かかる広範性は、当該措
置の目的に照らし、不均衡である。権限行使の相手方は、当該特別権限行
使に関し司法審査を求めうるとしても、それのみで、EC条約違反が治癒
されるわけではない。したがって、①②③のすべてについて、EC条約56
条（TFEU63条）違反の義務不履行がある（もっとも、③については、もっ
ぱら EC条約43条（TFEU49条）が適用されるとの前提に立っている関係か
ら、結論的に EC条約56条（TFEU63条）違反の宣言がなされたのは、上記
デクレ規定のうち①②のみである）。さらに、①②については、EC条約56
条（TFEU63条）との適合性に関して提示した理由が同様にあてはまり、EC

条約43条（TFEU49条）違反が重畳する。
　③と EC条約43条（TFEU49条）との関係については、行使条件と特別権
限との間の関連性はあるものの、行使事由があいまいであり（列挙された
公益保護の要請が具体的にいかなる場合に生ずるかは投資家に予見できな
い）、比例性原則を満たさない。指令が存在する石油、電信電話、および、
電力部門についても、基本的自由の除外事由にあたるか否かの判断は、き
わめて厳格になされるべきである。
　
1－9．2010年の２つの対ポルトガル事件判決　
1－9－1．Case C-171/08 Commission v. Portugal36 （以下、ポルトガル

第二事件）
　2010年にはポルトガル政府に対し欧州委員会から提起されていた義務不
履行訴訟２件に対する判決が下された。Portugal Telecom SGPS SAおよび
Energias de Portugalは異なる社史を有するものの、いずれも再民営化会社

　　　　　　　　　　　　
36  CELEX: 62008J0171（ECR未登載）.
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である37。なお、事案の詳細は不明であるが、2009年６月11日付で、欧州
委員会からポルトガル政府に対し、石油・ガス会社の政府黄金株に関する
義務不履行訴訟が提起されており、現在 ECJに係属中である38。

［事実の概要］
　ポルトガルの1990年民営化基本法は、民営化後の会社における「黄金株」
創設の可能性について次のように規定していた。すなわち、民営化により
公開株式会社に組織変更された会社の附属定款において、国益保護の要請
により、例外的に、附属定款に定めることにより定款変更および他の特定
の決定について国の拒否権を付与した「黄金株」を創設することができる。
1995年の同国デクレは、Portugal Telecom SGPS SA社（以下、PTという）
の配当優先権以外の特殊な株式上の権利が付与された株式の過半数は、国
または他の公共部門により保有されなければならない（したがって、一般
株主への譲渡は不可）と定め、これを受け、PTの附属定款は、A種類株式
の過半数は国または公共部門の保有に属し、A種類株式には以下のような
特殊な権利が付与される旨を定めていた。①取締役（取締役会議長を含む）
の３分の１以上は、A種類株主総会の総議決権の過半数の賛成をもって選
任される、②取締役会委員会である５名もしくは７名で構成される経営委
員会のうち１名（５名の場合）もしくは２名（７名の場合）は A種類株主
総会の総議決権の過半数の賛成をもって選任される、③業務執行取締役の
指名は A種類株主の総議決権の過半数の同意でもってなされる、④定款変
更や優先的権利の制限・廃止などの株主総会決議には、A種類株主の総議
決権の過半数が賛成しなければならない、さらに、⑤④に掲げられた事項
以外の株主による事前の授権が必要な事項（会社の目的の変更、会社また
は関連会社株式の取得や処分に関する基本方針の策定など）の決定に際し
ては、A種類株式の総議決権の過半数の同意を必要とした。
　ポルトガル政府は、まず、手続的論点として、① EC条約への適合性が

　　　　　　　　　　　　
37  再民営化という語は、1974年のクーデター（Revoluçăo dos Cravos）によって国営
化された企業に対して用いられており、民営化という語とは使い分けられているよ
うである。

38  Case C-212/09 Commission v. Portugal, ［2009］ OJ C 180/36.
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争われている PTの定款規定が提示されておらず、欧州委員会は立証を尽
くしていない、②欧州委員会は、本訴において、司法手続に前置される行
政的段階における意見書に記載されていない請求をしており、本訴は訴訟
要件を満たさず、却下されるべきであるとした。ECJは、①については、
立証責任は欧州委員会にあるが、行政的段階において、欧州委員会は関連
規定を提示しており、また、ポルトガル政府はかかる規定の存在を争って
いない、②については、行政的段階で欧州委員会から送付される通知と義
務不履行訴訟の争点は同一である必要があるが、通知に示された請求内容
が提訴許可命令請求書の内容と同一である必要まではなく、この点におい
て欧州委員会の逸脱はない、として本案審理を行った。
　実質的論点として、欧州委員会は、①ポルトガル政府の黄金株は、PT社
の附属定款によって割り当てられるものの、民営化基本法およびデクレに
基づいて策定された附属定款規定によるものであり、配当優先株式などと
は異なり純然たる私的性質を有する株式とは考えられない。したがって、
EC条約295条（TFEU345条）における加盟国生産財保有制度が問題となる
場合にはあたらず、当該「黄金株」の存在および権限行使により、保有株
式の割合に応じた株主の経営参画・支配権の確立の可能性は狭められ、基
本的意思決定に関与する権利は剥奪され、他の加盟国の株主による支配株
式の取得が妨害されるゆえ、EC条約56条（TFEU63条）および43条
（TFEU49条）に違反する。56条（TFEU63条）および43条（TFEU49条）違
反の正当化の可否について、欧州委員会は、「①ポルトガル政府は、「社会
の基本的利益への真の、十分重大な危険」の存在を立証していない。② PT

における国の特殊な権利は、市場におけるある程度の競争（a certain 

degree of competition）を維持するために必要であるとするポルトガル政府
の主張は、EC条約上の基本的自由への制限のうえに共同体競争法との抵
触を正当化するもので自己矛盾を来たしている。いずれにせよ、ECJの先
例は、経済的事由を根拠に正当化を認めていない。③ PTにおける A種類
株式発行は、比例性原則を満たしていない。A種類株式における特殊な権
利の行使は、『国益保護の要請がある場合』という条件はあるにせよ、この
ような条件はあってないに等しく、事実上無制限である。かかる政府また
は公共部門への裁量権の付与は、当該措置の目的に照らし必要な範囲を超
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えている。」と主張し、他方、ポルトガル政府は、「①デクレは、PTにおけ
る特殊な権利が付いた株式発行の可能性を規定しているのみである（附属
定款により当該株式発行を規定したのは会社の意思に基づく）。②かかる
株式は純然たる私的性質を有しており、EC条約295条（TFEU345条）によ
り国や公共部門による保有は保護される39。③本件措置は非差別措置であ
り、通商を規制する加盟国措置そのものではないため、EC条約56条
（TFEU63条）および43条（TFEU49条）の射程外である。④仮に EC条約
56条（TFEU63条）および43条（TFEU49条）違反であるとしても、国家が
危殆に瀕した際の通信サービスの確保という公共の安全および公序の要請
から正当化される。さらに、通信市場におけるある程度の競争の確保とい
う観点からも正当化される。」と反論した。

［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　ECJは、大要、次のように判示した。①ポルトガルのデクレは黄金株発
行の可能性をとどめているのみであり、実際に黄金株に関する定款規定導
入を決定したのは PTであるが、民営化と同時に当該定款規定を導入した
際 PTの株式の過半数を制していたのはポルトガル政府であり、民営化基
本法やデクレにより、PTにおける「黄金株」の導入と国への「黄金株」の
付与、および特殊な権利の画定は、ポルトガル政府自身によりなされたも
のと同視しうる。したがって、本件「黄金株」の創設は、国によるもので
あり、EC条約56条（TFEU63条）１項の射程にある。②ポルトガル政府が
保有する「黄金株」は、その株式保有の大きさゆえに正当化されない限り、
持株割合に応じて経営・支配に参画する他の株主の直接投資を妨げる40。
また、会社の利益に合致する会社の意思決定にポルトガル政府の承認を要
することは、株式の価値を低め、ポートフォリオ投資の魅力を減殺するこ
とになる41。したがって、PTにおけるポルトガル政府への「黄金株」付与
は、EC条約56条（TFEU63条）１項に違反する。かかる違反は、EC条約
　　　　　　　　　　　　
39  Para. 42 of the judgment.
40  Para. 60 of the judgment.
41  Para. 61 of the judgment.
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295条（TFEU345条）の適用により治癒することができず、また、ポルトガ
ル政府が援用するKeck基準の適用にも服しない。EC条約295条（TFEU345
条）は、基本的自由への侵害を免除する効果を有せず、また、非差別措置
であるとはいえ、他の加盟国の投資家の投資行動を抑制する、すなわち、市
場アクセスを自国民以上に制限するゆえ、そもそもKeck基準の適用基盤を
有していない。③経済的事由は不可避的要請たる一般的利益とは解されな
いが、国家が危殆に瀕した際の通信サービスの確保は公共の安全に資し、
EC条約58条（TFEU65条）の除外事由を構成する。もっとも、公共の安全
は、「社会の基本的利益に真の、十分に重大な危険」が存在するときにのみ
依拠されうる。ポルトガル政府は、国への「黄金株」の付与が社会の基本
的利益への侵害を防止することができるとする理由を説明できていない。
さらに、ポルトガル政府の特殊な権利の行使条件は、「国益保護の要請」と
いうほかは、基本法や定款によっても規定されておらず、当該権利行使に
つき無制限の裁量権を国に付与するに等しく、当該措置はその達成すべき
目的に必要な範囲を超える手段といえ、比例性原則を満たさない。なお、欧
州委員会が主張していた EC条約43条（TFEU49条）違反については、欧州
委員会が EC条約43条（TFEU49条）違反をも主張していた上記の他の事件
におけると同様の理由から、独立別個の判断はなされていない。

1－9－2．Case C-543/08 Commission v. Portugal42（以下、ポルトガル
第三事件）

［事実の概要］
　ポルトガルの電力会社 Energias de Portugal （以下、EDPという）は、も
ともとは民営企業であったが、1974年のクーデター後の1976年にデクレに
よって公営企業となった（ポルトガルの再民営化の経緯については、上述
ポルトガル第一事件、参照）。ポルトガルにおける1990年代初頭からの電力
産業再編により、同社は1991年から公開株式会社として段階的に再民営化
された。
　ポルトガルの1990年民営化基本法には、公的競争入札、証券取引所にお

　　　　　　　　　　　　
42  CELEX: 62008J0543（ECR未登載）.　
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ける取引、または公募による再民営化においては、いかなる者も所定の割
合を超えて株式を取得しまたは引き受けてはならず、違反した場合には、
超過株式の強制売却、取得または引受株式にかかる議決権の剥奪、もしく
は、取得または引受けの無効の制裁がある旨が規定されていた。第四次再
民営化に際して制定されたデクレは、何人にもEDPの総株式の５パーセン
ト超を保有することを禁じ、５パーセント超の取得提案は、５パーセント
の取得にまで減じられる旨が規定された。また、同法には、上述のポルト
ガル第二事件で紹介したように、民営化会社の定款によって「黄金株」の
創設の可能性を認めうる旨の規定があり、EDP社の場合も、2000年第141
号デクレにより、①定款変更、②グループ会社の構成および支配に関する
契約の締結、③資本増加に際してなされる株式の優先的権利の廃止または
制限について、国による賛成議決権の行使が要件とされた。さらに、民営
化基本法により、再民営化会社の附属定款の策定に関し、公益保護のため、
特定の事項の決定には国によって選任される取締役の承認を要する旨を規
定することができるとされた。これに基づく、上述の2000年デクレは、選
任決議が否決された取締役候補者について、国に選任権を留保し、得票数
が最も少ない選出取締役と交代させることができ、当該規定は商事会社法
の規定に優位する旨が定められた。さらに、EDPの附属定款には、次のよ
うな規定が置かれた。①原則的な規定として、１株１議決権である旨が定
められていたものの、B種類株式の株主は、１株１議決権等の議決権制限
に服しないとされ、② A種類株式については、総議決権の５パーセントを
超える議決権は、本人行使であろうが代理行使であろうが、数に入れない、
③会社またはその従属会社の戦略的計画の採択や所定の事項の決定には監
査役会の承認が必要であるとして、所定の事項には、ａ）資産、権利、ま
たは株式の取得や処分、ｂ）多額の借財、ｃ）営業所の全部もしくは大部
分の開設・閉鎖、または営業活動の拡大・縮小、ｄ）金銭的または戦略的
価値が高い営業または取引、ｅ）戦略的協業関係の構築または廃止、ｆ）
分割、合併または組織変更、および、ｇ）附属定款の変更が列挙されてい
た。
　ポルトガル政府は、上記ポルトガル第二事件におけると同様に、欧州委
員会の手続違反（提訴後新たな主張を追加）をも争ったが、ECJはこれを
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認めず本案審理に入った。　
　欧州委員会は、①ポルトガル政府の「黄金株」は、立法により付与され
るものであり、私的措置とはいえず、したがって、EC条約56条（TFEU63
条）１項、43条（TFEU49条）１項の射程にある、②政府による拒否権発
動により、他の一般株主の持株に応じた意思決定や支配権変動への発言権
が封じられる43、また、拒否権付株式の発行は、投資行動へ明らかに影響
し、他の加盟国からの投資を委縮させる44、③ポルトガル政府への拒否権
付与は、認可制をとるに等しく、開業の自由を阻害し、また、民営化基本
法は、客観的かつ事前に関連会社に周知された拒否権行使要件を規定して
いない、と主張した。他方、ポルトガル政府は、① EDPの政府黄金株付与
は、EC条約43条（TFEU49条）および56条（TFEU63条）が問題とする加
盟国措置とはいえない、②非差別措置が制限措置にあたるのは、他の加盟
国の投資家の市場アクセスを自国投資家のそれ以上に阻害する場合に限る
（Keck基準）、③政府の拒否権は、国家の安全が危殆に瀕している場合に例
外的に行使されるのみであり、したがって、他の株主の戦略的経営に関す
る意思決定権を剥奪するものではない、④取締役選任権については、2006
年の商事会社法改正以降45 は監査役員選任権として理解されており、自国
にせよ他の加盟国からにせよ、EDPへの投資に対しいかなる影響ももたな
い。また、本件については、一定割合の持株により会社の経営・支配に決
定的影響を与えうる株主に関する措置であるので、仮に EC条約との抵触
があるとすればもっぱら43条（TFEU49条）との関連においてであり、56
条（TFEU63条）は無関係である。さらに、仮に EC条約上の基本的自由へ
の抵触があったとしても、当該措置には公共の安全確保の目的があり、一
般的利益または58条（TFEU65条）１項 bまたは46条（TFEU52条）１項の
除外事由にあたり、あるいは、一般的経済的利益を有する自国事業の保護
のための加盟国措置を認めうる EC条約86条（TFEU106条）２項から、正
当化されうる。

　　　　　　　　　　　　
43  Para. 27 of the judgment.
44  Paras. 27-30 of the judgment.
45  もっとも、いかなる改正がなされ、当該改正が政府黄金株に付与された取締役選
任権の解釈にどのような影響を与えるのかは判旨からは不明である。
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［判旨］
　欧州委員会の請求認容
　ECJは、本案について、まず、本件は、EC56条（TFEU63条）の問題な
のか、43条（TFEU49条）の問題なのかを判断した。基本的自由のいずれ
に関するのかは、立法目的に照らして判断されるべきとしつつ、資本の自
由移動と開業自由との関係について論じた。会社への出資により出資者間
に経済活動のための継続的・直接的関係を構築・維持する目的でなされる
投資は EC条約56条（TFEU63条）の問題ともなる。本件ポルトガルの措置
は、EDPの経営および支配に決定的影響を及ぼそうとする意図を有する株
主のみに影響するわけではなく、株式保有の大きさに関わらずまた潜在的
株主をも含むすべての株主に影響するので、EC43条（TFEU49条）のみな
らず56条（TFEU63条）の問題でもある46。
　A種類株式における議決権行使の５パーセント制限規定は、再民営化第
一段階終了前に政府の支配的持株を背景にEDPの附属定款に導入され、さ
らに、その後政府持株割合が減少すると再民営化法が立法され当該立法規
定により EDPにおける政府持株に特殊な権利が付与されることとなった
ものである。かくして、５パーセント制限規定は、政府の同意なく廃止で
きなくなった。続いて、上述のポルトガル第二事件におけると同様の議論
を展開し、ECJは、かかる措置は加盟国措置であるとしている。この点に
ついて、ECJは、政府「黄金株」が政府の独占的保有にかかり、譲渡不能
であることをも補強論拠としている。政府「黄金株」の拒否権について、
ポルトガル第二事件におけると同様の論理を用い、EC条約56条（TFEU63
条）１項違反にあたるとした47。５パーセントの議決権制限についても、議
決権は株主が会社の経営・支配に参画する手段であり、議決権行使を阻止
ないし条件付きとするような措置は他の加盟国の投資家の投資を委縮さ
せ、資本の自由移動に対する制限を構成する。直接投資を阻害することも
また明らかである。政府「黄金株」の取締役選任権については、ECJは、
ポルトガル政府の主張する商事会社法の解釈として「取締役」ではなく

　　　　　　　　　　　　
46  Paras. 41-44 of the judgment.
47  Paras. 56-57 of the judgment.



（38）　EUIJ-Kyushu Review Issue 1-2011

「監査役員」の選任権であるという主張は証拠がなく採用できず、取締役の
選任権はすべての株主に保障されるべきであって国がそれを覆してはなら
ない。かかる措置は、会社の経営・支配への参画のような会社との継続
的・直接的関係構築を国以外の株主が行う機会を狭める。本事例では、他
の加盟国の投資家の市場へのアクセスは自国投資家の市場アクセス以上に
阻害され、したがって、Keck基準の適用前提を欠く。
　次に、ECJは、EDPにおける政府への「黄金株」付与が、一般利益保護
の要請から正当化されうるか否か、さらに、比例性原則を満たすか否かに
ついて次のように判示した。① EC条約56条（TFEU63条）違反は、同58条
（TFEU65条）の除外事由に該当する場合、または、公益上の不可避的要請
に基づく場合には、当該措置の手段が当該措置の目的に必要な範囲におい
て、正当化されうる。②公共の安全の要件は、「社会の基本的利益に真の、
十分重大な危険」がなければ満たされない、③ポルトガル政府は、突発か
つ予見できないエネルギー危機に、当該措置を用いていかに迅速かつ効果
的に対応し供給を確保するかのメカニズムを明らかにし、黄金株付与とエ
ネルギー供給確保との関係を立証すべきである。また、本件ポルトガルの
立法および EDPの定款規定の目的は、EDPの事業を保護するために特殊
または独占的権利を付与するという点になく、本件と EC条約86条
（TFEU106条）２項とは無関係である、④政府持株の特殊な権利の行使要
件は、いずれも、法律および EDPの定款において、「国益の要請」との一
般的かつ緩やかな文言以上に何ら規定されておらず、比例性原則に反す
る。なお、欧州委員会が主張していた EC条約43条（TFEU49条）違反の点
については、上述の先例におけると同様に、56条（TFEU63条）違反の結
果として不可分にもたらされるので審理の必要なしとされている。

２．「黄金株」と公共の安全ないし公益の保護

　「黄金株」は、英国においてサッチャー政権時に国営会社の民営化が積極
的に進められ、その過程で民営化後も政府支配を確保すべく考案されたも
のといわれている48。上記英国事件では英国航空局の民営化をめぐる争点
が浮き彫りにされた。同事案における BAA社の附属定款にもあったよう
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に、額面１ポンドの名目株式の保有により、政府は民営化後も当該企業に
自在に介入することができた49。欧州委員会が1997年にコミュニケーショ
ンを公表して以降は、欧州委員会と加盟国との協議や上記のような相次ぐ
義務不履行訴訟の提起を背景に、政府等への「黄金株」付与の事例は著し
く減少した50 ものの、EUの拡大に伴い、新規加盟諸国における国営企業の
民営化の過程で、黄金株を付与する動きは再び顕著となった51。もっとも、
これらの後発加盟国に対して提起された義務不履行訴訟は未だないよう
である。本節では、上記の一連の事案において問題となった「黄金株」を
類型化しつつ、「黄金株」の内容の相違が判旨論理に及ぼす影響を検討
する。　　　

2－1．対象となりうる産業
　まず、法令上の根拠に基づく（強制的な）「黄金株」の発行は、冒頭で述
べたように、民営化会社にほぼ限定されている。ECJの認定事実によれば、
業種としては、電力、ガス、石油等のエネルギー産業（イタリア第一、フ
ランス、ベルギー、スペイン、イタリア第二、イタリア第三、ポルトガル
第三）、電信電話・郵政（スペイン、オランダ、イタリア第三、ポルトガル
第二）、銀行（スペイン）、タバコ（スペイン）、国際空港管理（英国）、自
動車（ドイツ）、防衛（イタリア第三）、および、運輸（イタリア第三）な
どの基幹部門に関する。
　ECJは、純然たる経済的・行政的性質の事業については、EC条約上の
基本的自由への制限を正当化しうる一般的利益を有しないとの解釈を示し
ている52。したがって、エネルギーや通信に関わる産業などとは異なり、タ
バコや銀行などの産業については、そもそも正当化の前提となる一般的利
益保護の要請がないということになる53。また、エネルギーや通信などの

　　　　　　　　　　　　
48  欧州における黄金株創成の過程については、小塚・前掲注（1）11頁。
49  野村宗訓「イギリス民営化企業に対する政府介入 ― 「黄金株」の問題を中心とし
て ― 」名学 28巻１号（1991年）31頁。
50  European Commission, supra note 1, pp. 16ff.
51  たとえば、欧州委員会の2004年の調査では、域内141社が政府黄金株を有している
実態が明らかになった。Ibid., p. 19 and Annex 3.

52  たとえば、Case C-463/00 Commission v. Spain, supra note 25, para. 70.
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国家のインフラに関わる基盤産業であったとしても、かかる民営化会社
が、単体または子会社やグループ会社等を通じていわゆる多国籍企業化し
ている場合にも、加盟国経済に関する戦略的役務提供の維持に関わらない
ので、正当化の前提を欠く54。

2－2．一連の事件における「黄金株」上の優先的権利
　次に、問題となった「黄金株」をみてみると、明らかな内外差別を伴う
ものはポルトガル第一事件のみであるが、イタリア第二事件も、他の「黄
金株」事件とは逆に、公共部門に対し議決権取得制限を課すものであり、
自国への外国公共投資の抑制を図るものといえる。他の事案ではいずれも
形式的には内外差別を伴わない。その優先的権利は、大きく、ａ）株式譲
渡および議決権取得に関するもの、ｂ）役員の選任に関するもの、ならび
に、ｃ）ｂ）以外の会社の基本的意思決定に関するもの、の３つに分けら
れるように思われる。ａ）はある加盟国の支配権市場への投資家の参画そ
のものをブロックするものであり、資本の自由移動の文脈からは、ｂ）お
よびｃ）とは決定的に異なる。ａ）ないしｃ）は複合的に用いられている
ことが多いが、ECJは、その権利内容に応じて個別に検討を加えており、
基本的自由への抵触を導く論理は各々若干異なるといえる。そこで、ａ）
ないしｃ）について、さらに細分化を試みる。

ａ）株式譲渡および議決権取得に関するもの
　事前措置として、所定の割合を超える株式譲渡や議決権の取得や処分、
または、所定の議決権取得を目的とする株主間契約の締結に政府等（「黄金
株」保有者）の事前承認（実態としては許認可）を要するとするもの（イ
タリア第一、ポルトガル第一、フランス、スペイン、イタリア第三、オラ
ンダ）、および、閣僚保有株式等による単発または複数の株式処分であって
所定の持株割合の減少に帰結する場合に政府等の事前承認を要するもの
（スペイン）がある。また、「黄金株」に関する譲渡制限（譲渡の相手方を

　　　　　　　　　　　　
53  Ibid.
54  Ibid.
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国務大臣等に限るなど）の規定（英国、ポルトガル第二）も、事前措置の
ひとつに数えられよう。　
　事後措置としては、所定の割合を超える議決権取得への政府等の異議申
立て（イタリア第三）、所定の割合を超える株式の強制売却（ポルトガル第
一、ポルトガル第三）、所定の割合を超える議決権の剥奪（同）、所定の割
合を超える議決権の不算入（ドイツ）、所定の割合を超える株式譲渡または
引受けの無効（ポルトガル第一、ポルトガル第三）を定める例がある。もっ
とも、所定の割合を超える取得や行使に関する事後措置の多くは、法令上
いわば実効措置として強制されるものであって、必ずしも黄金株の権利内
容として措定されているわけではない。なお、「黄金株」を随意償還条項
（取得請求権）付無議決権優先株式とする例があり（英国）、自益権に関し
ても特殊な権利が付与されていることが実際には多いと思われる。

ｂ）役員の選任に関するもの
　「黄金株」には役員の選任権が付与されていることが多い。所定の員数の
議決権のない取締役の選任権（フランス、ベルギー、イタリア第三）、議決
権のある取締役の選任権（ポルトガル第二）、監査役員の選任（ドイツ）、
取締役・監査役員の選任権（イタリア第一）、経営委員会委員の選任権（ポ
ルトガル第二）、取締役の事後的差替選任権（ポルトガル第三）、業務執行
取締役の指名同意権（ポルトガル第二）などである。さらに、ベルギー事
件のように、「黄金株」の権利行使により選任された取締役に、取締役会の
議決権は付与せず主務大臣に対する取締役会決議取消しの付議を認めるも
のもある。「黄金株」によって選任された取締役に議決権を認めず、あるい
は、監査役員の選任権に留めるのは、一民間企業体としての経営裁量を尊
重しつつ、公的な監視を及ぼす趣旨であろう。

ｃ）その他の会社の基本的意思決定に関するもの
　「黄金株」による会社の意思決定への政府等の介入は、最もよくみられる
ものであり、対象となる意思決定事項も多岐にわたる。まず、一般的な会
社の基本的意思決定への介入として、所定の割合を超える議決権行使の制
限（ドイツ）や所定の事項（解散）に関する持株会社の議決権行使の制限
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（オランダ）、あるいは、特別決議要件の加重（ドイツ）などが挙げられよ
う。また、投資と支配に関する制約を可能とすべく、新株発行（オランダ）、
会社または関連会社による株式取得や処分に関する基本方針（ポルトガル
第二）、普通株主の優先権の制限または剥奪（オランダ）、「黄金株」の消却
（オランダ）、「黄金株」の優先的権利の制限・廃止（ポルトガル第二、ポル
トガル第三）などの意思決定に政府等の事前承認や同意を要するとするも
のなどがある。そのほか、一連の事案では、会社または子会社の所定の割
合を超える資産取引（譲渡、担保権設定・変更等）（フランス、ベルギー、
スペイン）、会社または子会社の任意清算（スペイン、英国）、解散（スペ
イン、オランダ）、事業譲渡（スペイン）、合併（スペイン、オランダ）、分
割（スペイン、オランダ）、本店の外国への移転（イタリア第三）、会社ま
たは子会社の再建（英国）、グループ会社化に関する契約の締結（ポルトガ
ル第三）、会社の目的の変更（スペイン、英国、イタリア第三、オランダ、
ポルトガル第二）、所定の定款規定の変更（英国、ポルトガル第二、ポルト
ガル第三）、所定の株式投資（オランダ）、株式配当・無償割当て（オラン
ダ）への事前承認または当該決定への異議申立ての権利が付与されてい
る。なお、主務大臣への取締役会決議取消付議権を認める「黄金株」につ
いては上述した。

ｄ）「黄金株」に随伴する権利行使の条件
　閣僚等が「黄金株」上の権利行使をする際には、行使条件が定められて
いる場合が多い。行使条件の有無、その内容は比例性テストを通過するか
否かの判断を左右する（この点については、後述、結びに代えてｅ）、参
照）。少なくとも、2002年の３判決以降、閣僚等に無制限の裁量権を付与す
れば、違反措置は、たとえ除外事由を有していたとしても比例性テストを
通過しえないとの判例基準が定着し、加盟国において自主的に行使条件を
定める例が多くなったものと思われる。もっとも、「国家の危急存亡時」
（オランダ、ポルトガル第三）、「国のエネルギー・石油製品最低供給への真
のかつ重大な危険（が存するとき）」（イタリア第三）、あるいは、「国益保
護の要請がある場合」（ポルトガル第二）というような抽象的行使条件のみ
の措定では足りず、具体的かつ詳細な行使条件が定められる必要がある。
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たとえば、スペイン事件では、法律上事前承認事項のひとつとして列挙さ
れている「名称の如何を問わず、事業目的にかかるあらゆる資産もしくは
株式の所有またはそれらへの担保設定であって、かく定義されるもの」の
正確な定義が、限られたデクレに盛られているにすぎないこと（権利行使
事由の抽象性）を挙げ、他方、「黄金株」の行使に関し、法律により、事前
承認権の内容、事前承認の対象取引、承認機関、および承認期間の定めを
デクレに委任していたものの、かかる点に何ら言及せずに比例性原則違反
が帰結されていることから、かかる委任規定が存在するのみでは、比例性
テストを通過しえないことが含意されているものと思われる。一連の判決
において唯一加盟国が勝訴したベルギー事件では、「黄金株」上の権利行使
によって選任された取締役の付議に従い国のエネルギー政策に反する取締
役会決定への主務大臣の事後の異議申立てが認められるに留まり、かかる
権限は所定の場合に所定の期間に限って行使でき、決定理由が取締役会に
通告され、取締役会はかかる決定を争うことができる点が評価された。事
後の異議申立ては、事前承認に比べより制限的でないとの ECJの先例55 が
あり、かかる先例を前提とする限り、閣僚等へ事前承認権を付与するタイ
プの黄金株が比例性テストを通過することは困難である。また、事後措置
であっても、会社の意思決定の効力発生に「黄金株」保有者の同意を条件
とする場合（拒否権付の「黄金株」）は、あくまでもかかる意思決定が有効
であることを前提として（おそらくは謙抑的に）行使される異議申立権と
は異なり、比例性原則の適用にあたっては事前承認権が付される場合と同
視しうるのではないかと思われる。

2－3．普遍化と示唆
　「黄金株」に関する一連の ECJ判決は、主に、EC条約上の基本的自由と
の適合性の文脈において争われているため、当該産業分野に関する派生法
の存否に特段影響されることなく、加盟国法令に基づく「黄金株」付与は、
加盟国措置のひとつとして、条約上の除外事由の解釈や EU法の一般原則

　　　　　　　　　　　　
55  Case C-515/99, C-519/99 to C-524/99 and C-526/99 to Case C-540/99 Reich and Others 
［2002］ ECR I-2157, para. 37.　
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等の適用を通じた正当化に関する先例群を形成するに留まり、それ以上の
意義はないようにもみえる。にもかかわらず、ここでは EU固有の事情か
ら離れて、それ以上の意義を見出すことに意を注ぐのである。その普遍化
には自ずと限界はあろうから、以下では、国家の基幹産業を担う株式会社
のガバナンスの点に絞って、EU「黄金株」事件を眺めることとしたい。
　上記において整理した各種「黄金株」は、いずれも ― たとえ、その根
拠が会社の定款の一規定にあるにすぎないとしても、かかる定款規定の挿
入が法律等によって強制される限り ― 各会社の定款自治を超え、加盟国
措置を通じ、株主の地位を利用して行う特殊な権利の付与とみることがで
きる（この点につき、後述、結びに代えてｃ）、参照）。財務基盤や既得権
益の帰趨を私的自治に委ねることにより経営の効率化を図りつつ、なお国
家の基盤維持のため最小限の公的監督を及ぼすことは、国営会社から民営
会社への過渡期のみならず、基幹産業の危機時には考えられて然るべきガ
バナンス・モデルのひとつであるように思われる。これは、業種を問わず
適用される一般会社法における裁判所56 や国務大臣等57 の監視とは異なり、
保護されるべき社会の基本的利益が存在し、かつ、それが「真に、十分重
大な危険」に瀕したときになされる監視である。したがって、一般会社規
制には馴染まず、須らく業種に依存する。一連の判旨では、2－1で整理した
ように、純然たる経済的・行政的性質を有する産業というのみでは足ら
ず、その命脈が断たれれば国民の生命・身体の安全に関わる産業である必
要があるとされている。この点は、EU域内の自由移動の要請とのバラン
スを図った判断であるので、どこまで一般化しうるのかという問題はあ
る。いずれにせよ、エネルギー産業は、EUの文脈においても、自由移動

　　　　　　　　　　　　
56  たとえば、わが国の会社法についていえば、明文上の制度として、裁判所による
株主総会の招集（307条）、裁判所による検査役の選任（33条、207条、284条、306条
２項、325条、358条）、一時役員等ならびに取締役・代表取締役の職務代行者の選任
（346条、352条）、所定の場合の清算人の選解任（478条、479条）、特別清算（510条）、
および、個別の非訟・訴訟事件を通じた事後的な関与などが挙げられる。
57  わが国の会社法においては、法務大臣による解散命令申立て（824条）、外国会社
の取引継続禁止・営業所閉鎖命令の申立て（827条）、登記（907条以下）などのほ
か、会社の機関である会計参与や会計監査人に一定の国家資格を有する者のみの選
任を認める（333条１項、337条１項）ことによって、直接・間接に行政的関与の機
会が与えられている。
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の阻害を正当化しうる国家の基本的利益に関わるとされている。
　2－2において、一連の事案から「黄金株」の多様な設計をみた。そこから
は、完全なる国有化への次善策として、経営判断を尊重しうる形で、電力
会社等の定款を変更し、政府「黄金株」を導入することが示唆されるよう
に思われる。「黄金株」保有者による無議決権取締役や監査役（員）の選任
権、あるいは、経営の意思決定への異議申立権を、行使条件を明示したう
えで付与するガバナンス・モデルは、奇しくも ECJ判決においても支持さ
れたわけであるが、最小限の公的監督のありかたとして、わが国において
も参照されてよい。
　政府がまとまった割合の議決権付株式を常に保有するならば、一定の割
合の議決権取得等を「黄金株」により阻止する旨の定款規定に代え、政府
持株の譲渡に何らかの制限58 を課すことでもって足りる。国有化を選択し
ない場合には、政府の議決権は常に過半数に及ばないため、外資規制に代
え、かかる定款規定を置くことを考えざるをなくなる。直接的な外資規
制59 とかかる枠組みとのいずれが望ましいかは、実際の運用如何とも絡み、
非常に悩ましい問題である。この点については、別途考察の機会を探りた
い。

結びに代えて ― 抽出される論点 ―

　以上、本稿では、ECJの「黄金株」判決をもとに、社会の基本的利益を
維持すべく、かかる利益に直結する産業におけるガバナンスのありかたを
検討してきた。最後に、EU立法との関係で一連の判決が提示する論点を
取り上げ、本稿の結びに代えることとしたい。なお、ここでは論点整理に
　　　　　　　　　　　　
58  譲渡前の会社への承認請求（譲渡の相手方は政府等または政府等が指定する者に
限る）を譲渡要件とすることや譲渡の相手方（たとえば、政府等、政府等が指定す
る者、または会社）を定款で定めることが考えられる。前者を採る場合には、承認
機関としては、株主総会（譲渡人の議決権行使を認めるか否かの問題はある）、取締
役会、または、代表機関等が考えられる。

59  たとえば、わが国において、2008年４月16日に、「外国為替及び外国貿易法」に基
づき、経済産業大臣が関税・外国為替等審議会の答申を慎重に考慮したうえ、英国
投資ファンドによる電源開発株式会社株式の買い増しに中止勧告命令を出した例は
記憶に新しい。
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留めることとし、個別論点の深化については別の機会に譲る。

＜規範化の前提となる概念・定義または条件等に関する論点＞
ａ）資本の自由移動の意味

　TFEU63条１項は、「加盟国間および加盟国と第三国間の資本の移動への
あらゆる制限は禁止される」と、また、同65条１項は、かかる禁止規定の除
外事由を定め、域内自由移動を尊重しつつも、加盟国の以下の権利を侵害し
てはならないとされる。すなわち、①居住地または投資地の相違により納税
者を区別する租税法規定を適用する権利、②とりわけ、租税・金融機関のプ
ルーデンス監督分野における加盟国法規則への違反を防止すべく必要なあ
らゆる措置をとる権利、行政的もしくは統計的情報目的で、資本の移動の宣
言手続を措定する権利、または、公序もしくは公共の安全の見地から正当化
される措置をとる権利、である。問題となっている措置がこれらの除外事由
に該当する場合も、同条３項により、資本の自由移動に関する恣意的差別ま
たは偽装制限に該当してはならないとされる。
　資本の自由移動は、EC条約または TFEU上の基本的自由のうち、最も後
発に、共同市場の機能に必要な範囲で段階的に推進されてきた60。資本の自
由移動を性急に進めれば、加盟国の経済政策や通貨政策を却って損なうこ
ととなり、国際収支の不均衡を招くおそれがあったからといわれる61。
　上記事案において触れられているように、TFEU58条（EC条約56条）1
項は「資本の移動（movement of capital）」という文言を有していながら、
その定義を行っていない。ECJは、当時の EC条約67条（アムステルダム
条約により削除）の履行に関して採択された1988年第361号指令の第一附
属書62 をよりどころに、「資本の移動」には、経営支配権の取得を直接の目
的とした投資とポートフォリオの運用を目的とした投資とを含むと解釈し
てきた。前者は、投資先の会社の経営・支配への関与の明確な意図をもっ
て株式等を保有するものであり63、後者はそのような意図を欠く財の投資

　　　　　　　　　　　　
60  旧 EEC条約67条１項。今野ａ・82頁。
61  今野ａ・同上。
62  Annex I to Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of 

Article 67 of the Treaty.
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である64。
　資本の移動について以上のように概念づけるとき、なぜ「黄金株」は資
本の域内自由移動を阻害しうるのか。投資家は、たとえ個別企業に「黄金
株」が存在していたとしても、なお当該企業に投資するか否かの選択権を
有している。したがって、ある企業が「黄金株」を政府等の特定の者に付
与していることが、ただちに資本移動の自由の制約に帰結しうるのかとの
疑問は当然ありうるであろう65。この点におけるECJの論理は、直接投資に
関しては、「その持株割合の多寡に関わらず国に対し当該会社の経営への影
響力を付与すれば、他の一般投資家は株式価値に比例した会社への経営・
支配への参画ができない」66 ことを、他方、ポートフォリオ投資に関しても、
会社の重要な意思決定について会社の利益に合致すると当の会社の意思決
定機関が判断しているにもかかわらず、国が当該判断に対し拒否権を行使
する可能性があるならば、当該会社の株式の価値は低く評価される可能性
があり、かかる株式への投資の魅力は減殺される」67  として、いずれにせよ、
「黄金株」の存在および黄金株に付与された特殊な権利の行使の可能性によ
り、他の加盟国の投資行動が抑制される可能性があることに資本の自由移
動との抵触の根拠を見出している。欧州委員会は、上記一連の「黄金株」事
件のなかで、たびたびこのような主張を繰り返しており68、その立場は、2005
年の欧州委員会職員作業部会文書に凝縮されている69。TFEU63条は、単に加

　　　　　　　　　　　　
63  1988年第361号指令第一附属書末尾の注記（explanatory notes）によれば、直接投
資とは「自然人、または、商工業もしくは金融業によるあらゆる種類の投資であっ
て、資本を拠出する者と経済活動を遂行するための資本を保有する企業家もしくは
事業組織との間に継続的・直接的関係を確立または維持するもの」とされ、また、
資本市場における証券取引（市場取引と市場外取引の双方を含む）も資本の移動に
含むとされている。

64  See, e.g., Joined Cases C-282/04 and 283/04 Commission v. Netherlands, supra note 30, 
para. 19 and cited cases therein. なお、池田・前掲注（2）1496頁が邦語で詳細に紹介
している。

65  小塚・前掲注（1）19頁。
66  たとえば、Case C-112/05 Commission v. Germany, supra note 31, paras. 50-52.
67  たとえば、Joined Cases C-282/04 and 283/04 Commission v. Netherlands, supra note 
30, para. 27; Case C-171/08 Commission v. Portugal, supra note 36, para. 61; Case 
C-543/08 Commission v. Portugal, supra note 42, para. 57.

68  たとえば、Case C-543/08 Commission v. Portugal, ibid., paras. 27-30. 
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盟国市民間、および加盟国と第三国の市民間の平等性を担保するに留まら
ないというのが ECJ判例法であり70、かかる立場を前提とする限り、外国か
らの投資を正面から排除しない、いわゆる間接差別にあたりうる上記事案
の多くにおいて、同条違反が認定されたことは驚くに値しない。もっとも、
間接差別にあたりうるか否かの評価は容易でなく、上記事案の多くが真に
間接差別にあたるといえるのかこそが、疑われるべきである。

ｂ）資本の自由移動と開業の自由との関係
　上記事案において、資本の自由移動単独の問題とされたのは、イタリア
第二事件およびドイツ事件のみであり、他の事案では、すべて資本の自由
移動および開業の自由の両者を阻害しうるとされている。
　両者の切り分けについて、ECJは、非居住者による投資のうち、投資先会
社の経営や支配に影響を及ぼしうる投資か否かをよりどころとしてきた。た
とえば、イタリア第三事件では、いくつかのデクレ関連規定の EC条約との整
合性が問題とされたが、資本の自由移動に関する規定と開業の自由に関する
規定とが重畳的に適用されうるとされたものと開業の自由との関係のみが問
題となるとされたものとがある。その適用基準について、判旨は、政府持株
により政府支配を維持する目的で、政府等が、一般投資家の所定の割合の議
決権取得への異議申立権および所定の議決権割合の保有を目的とする株主間
契約の締結への異議申立権を定款で定めうるとするデクレ規定については、
資本の自由移動と開業の自由との両者を制約しうるとし、他方、会社の重要
かつ基本的意思決定に対する拒否権を定款で定めうるとするデクレ規定につ
いては、もっぱら開業の自由との関連でのみ判断されるべきとした71。前者に
ついては、「小資本の糾合によって会社の資本が形成されている場合、少ない
議決権割合であっても当該会社の経営に決定的影響を与え、会社の諸活動を
決定しうる」72  ため、資本の自由移動を阻害しうることはもちろんであるが、
　　　　　　　　　　　　
69  European Commission, supra note 1. なお、Case C-171/08 Commission v. Portugal, 

supra note 36, para. 34.
70  たとえば、Case C-367/98 Commission v. Portugal, supra note 8, para. 44; Case C-483/99 

Commission v. France, supra note 13, para. 40; Case C-463/00 Commission v. Spain, 
supra note 25, para. 56.
71  Case C-326/07 Commission v. Italy, supra note 33, paras. 38-39.
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TFEU49条の開業の自由との抵触もまた問題となる。他方、会社の所定の意思
決定事項に対する政府の拒否権については、議決権割合とは無関係であり、
政府による一方的な会社への経営・支配への介入として、TFEU49条の開業の
自由との抵触のみを検討すれば足りる73。むろん、かかる措置についても、資
本の自由移動を制限しうる効果はないわけではない。ECJは、当該効果を認
めつつも、かかる効果は開業の自由への制約の結果もたらされる副次的効
果にすぎないとして、TFEU63条単独の問題とみないのである74。この副次
的効果として現れる域内ポートフォリオ投資抑制効果は、先述した2005年
の欧州委員会の文書やそれを踏襲する ECJの判旨によれば、かかる拒否権
付株式の発行によって、一般株主の株式価値の歪曲が生じ、投資家の投資
行動を抑制する点に求められるのであろうが、少なくとも、イタリア第三
事件では、ECJはかかる効果の存否についてそれ以上の詳細な分析を行っ
ていない。他方、より最近のポルトガル第三事件においては、イタリア第
三事件におけると同様に、ECJは、関連規定が、会社の経営および支配に
決定的影響を及ぼそうとする意図を有する投資家にのみ影響するわけでは
ない点を挙げ、開業の自由および資本の自由移動の双方の観点からの判断
を進めた75。イタリア第三事件と異なるのは、ECJは、ポルトガル政府の拒
否権付株式について、もっぱら TFEU63条との整合性を判断している点で
あり76、この文脈において、上記の拒否権付株式と資本の自由移動の抑制
効果との関係に関する欧州委員会の主張を採用している77。両判決に関す
る筆者のこのような読み方を前提とすれば、少なくとも、所定の重要かつ
基本的な会社の意思決定への政府介入を、議決権割合に関わらず認めるタ
イプの「黄金株」に関しては、ECJの判断にも振れがあるということにな
ろう78。実務的には、いずれかの基本的自由との抵触を明らかにすれば、加
盟国の義務不履行の結論は導かれうるということなのかもしれないが、論

　　　　　　　　　　　　
72  Ibid., para. 38.
73  Ibid., para. 39. 
74  Ibid. なお、Case C-196/04 Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas v. 

Commissioners of Inland Revenue ［2008］ ECR II-3643, para. 33.
75  Case C-543/08 Commission v. Portugal, supra note 42, paras. 41-44.
76  Ibid., para. 72.
77  Ibid., paras. 56-57.
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理の詰めにやや欠けるきらいがある。

ｃ）State measureとしての「黄金株」
　一連の黄金株事件は、民営化の過程で導入されたものであり、多くは国
家の基幹産業に関わり、公共性がきわめて高い事業を保護する目的で創設
されたものである。他方、黄金株の根拠規定は、形式的には会社の定款上
に見出され、上記の多くの事案で、TFEU63条を適用する窓口の議論とし
て、黄金株は加盟国措置とはいえないとの主張が加盟国により展開されて
いる。確かに、上述したように、資本の自由移動をも含め、TFEU上の基
本的自由に関する諸規定は、いずれも加盟国措置との関係で自由を保障す
るものである。実態としては、ECJが指摘するように、政府主導でなされ
た定款規定の導入であり、加盟国措置に等しい。形式的には会社の定款上
の措置であったとしても、民営化会社についてのみ特別にかかる定款規定
を置く旨の立法的措置が背後にあってのことである。この点については、
異論はないものの、そもそも、EC条約上の資本の自由移動に関する規定
は、垂直的（国家対私人）のみならず水平的（私人間）関係においても直
接効果を有すると解釈されてきた79。仮に、諸事件で問題となった定款等
の規定について純然たる私的措置と捉えたとしても、かかる私的措置の資
本の自由移動との抵触はやはり問題になるようにも思われる。もっとも、
各企業が任意に導入した定款等の規定であり、加盟国措置ではないと捉え
ると、欧州委員会の強権的介入による、EU諸条約および派生法上の義務
の履行確保の対象外となる。義務の名宛人は、あくまでも加盟国である。
私人による ECJへの自発的提訴を待つほかなくなるとすれば、仮に政府等
への黄金株の付与が望ましくないという価値判断に立つならば、かかる解

　　　　　　　　　　　　
78  もっぱら、開業の自由の問題とする判断、または、開業の自由と資本の自由移動
の双方の適用があるとする判断の双方の可能性において、ポートフォリオ投資への
抑制効果を明らかにし、それを直視するならば、後者の判断に辿り着く。後者を前
提とすれば、上記の多くの事案で採用されているように、実務的には、もっぱら資
本の自由移動との抵触のみを判断し、開業の自由との関係については、判断の必要
はないとして判断しないこととなる。
79  M. Andenas and F. Wooldridge, European Comparative Company Law （Cambridge: 

Cambridge UP, 2009）, p. 20．
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釈には、実効性に欠けるという問題が残ることとなる。

＜規範の適用を巡る論点＞
ｄ）「黄金株」と Keck基準との関係
　EC条約上の物の自由移動に関しては、EC条約上の基本的自由のなかで
最も規定が整備されており、すでに相当量の ECJの判例の蓄積がある80。
ECJは、加盟国における数量制限同等措置の物の自由移動への制約を定め
る TFEU34条およびその除外事由を定める同36条に関し、いくつかの注目
すべき規範を定立してきた81。そのうち、1993年にECJがKeckとMithouard

の両名に対する刑事訴訟に関する先決裁定において示したいわゆる Keck

基準とは、次のようなものである。
　「…かかる立法［フランスの不当廉売に関する罰則－筆者注］は、商人か
ら販売促進の手段を奪う限り、売上高、したがって、他の加盟国からの商
品の売上高を抑制する…他の加盟国からの商品に販売条件82 を制限しまた
は禁止する国内立法規定を適用することは、ダッソンヴィル判決の意味に
おける加盟国間の通商を直接的・間接的、または、明示的・黙示的に阻害
するものではない…ただし、かかる規定は、内国商品市場と他の加盟国由
来の商品市場とに同等に影響しなければならない…かかる条件が充足され
る場合、かかる規定は他の加盟国由来の商品の市場アクセスを阻害せず、
または、内国商品の市場アクセス以上に阻害するものとはいえない。かか

　　　　　　　　　　　　
80  EC条約上、基本的自由は、「物の自由移動（TFEU28 ～ 37条）」「人の自由移動
（TFEU45条～ 48条）」「開業の自由（TFEU49条～ 55条）」「サービスの自由移動
（TFEU56条～ 62条）」および「資本の自由移動（TFEU63条～ 66条、75条）」の５つ
ある。基本的自由間の制度比較として、たとえば、J. Snell, Goods and Services in EC 
Law: A Study of the Relationship Between the Freedoms （Oxford: Oxford UP, 2002）. 
81  たとえば、Case 8/74 Procureur du Roi v. Benoît and Gustave Dassonville ［1974］ ECR 
837, ［1974］ 2 CMLR 436 （Dassonville）; Case 120/78 Rewe- Zentrale AG v. 
Bundesmonopolverwaltung fűr Branntwein ［1979］ ECR 649, ［1979］ 3 CMLR 494 
（Cassis）; Joined Cases C-267/91 and 268/91 Keck and Mithouard, supra note 27.
82  「販売条件」については、学説により、その概念の明確化が検討されてきた。たと
えば、営業時間、労働条件、あるいは、店舗規制などは、「静的販売条件」に、広
告、あるいは、おまけの提供などは「動的販売条件」にあたり、後者は TFEU34条
の射程内にあるとの見解が提示されている。E.g., P. Craig and de Búrca, EU Law, 4th 
Edition （Oxford: Oxford UP, 2008）, pp. 686-687.
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る規定は、EC条約30条（TFEU34条）の適用を受けない…。」83

　異なる株式の権利内容を特定の者にのみ認めることが、いわば Keck判
決のいう「販売条件」に相当する投資条件とみることもできるとすれば、
Keck基準が資本の自由移動の阻害の局面にも適用できる可能性はある。
　英国事件およびポルトガル第三事件において、加盟国は、Keck基準に依
拠した議論を展開している。両事件における関連規定は、少なくとも形式
的には、他の加盟国からの投資（家）を別異に扱うものではなかった。もっ
とも、英国事件では、問題となった BAA社附属定款規定のうち、40条は、
所定の割合を超える公的機関以外の議決権保有を排除するという定款の策
定目的を明示したものであり、そのような規定には、他の加盟国からの投
資を抑制しようとする明らかな目的と効果があるといえる。ただ、それが
Keck基準に照らしたとき、自国投資家の市場アクセス以上に他の加盟国
の投資家の市場アクセスを阻害するといいうるのかについては、疑問なし
としない。仮に、上記イタリア第二事件のように、株式保有の制限を受け
るのが公的組織に限られるような場合であれば、他の加盟国の投資家の市
場アクセスは自国投資家以上に阻害されるともいいえよう。
　ECJは、関連規定に他の加盟国からの投資を抑制しうる効果があるとい
うことと他の加盟国からの投資家の市場アクセスが阻害される（あるい
は、内国投資家の市場アクセス以上に他の加盟国投資家の市場アクセスを
阻害する）こととを同視して、Keck基準の適用を否定している。そもそも
両者を同視しうるのか。事実認定および事実に関する法的評価の問題なの
かもしれないが、そうであるとするならば、詳細な事案の分析が加えられ
るべきである。

ｅ）「黄金株」事件と比例性原則
　比例性原則は、欧州連合条約（以下、TEUという）５条４項および「補
完性原則および比例性原則の適用に関するアムステルダム条約議定書
（Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and 

Proportionality）」を根拠とする。TEU４条は、３項において補完性原則を、

　　　　　　　　　　　　
83  Cases 267/91 and 268/91 Keck and Mithouard, supra note 27, paras. 13-16.
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続く４項において、「比例性原則の下では、連合の行為の内容と形式は、本
条約および TFEUの目的の達成に必要な範囲を超えてはならない。連合の
諸機関は、補完性原則および比例性原則の適用に関する議定書の規定に従
い、比例性原則を適用しなければならない。」として比例性原則を定めてい
る。ECJは、これまで、EC条約上の基本的自由との抵触が問題となった多
くの判例においてこの一般条項である比例性原則を適用してきた84。
　比例性原則との整合性の判断は次の３つの段階を経なければならないと
される85。第一段階は、いわゆる適合性（suitability）の審査に関わり、そ
こでは、問題とされる措置がその目的の達成のため適切であるか否かが判
断される。第二段階は、いわゆる必要性（necessity）の審査に関し、当該
措置が達成しようとする目的に鑑みて必要であるか否かが判断される。第
三段階では、いわゆる狭義の比例性（Proportionality Stricto Sensu）の審査
がなされ、当該措置の負の影響と負の影響の回避可能性、および、当該措
置の重要性とを衡量して、その目的の達成に比例的であるか否かが判断さ
れる。
　ECJの裁判実務においては、第二段階と第三段階とを厳密には区別して
おらず、当該措置の目的との適合性と必要性のみを、あるいは、必要性と
比例性とを互換的概念と捉え、適用してきた86。また、現実の適用に際し
ては、狭義の比例性テストは、同等の効果を達成しうるより制限的でない
手段であるか否かの判断基準として客観化されてきた87。

　　　　　　　　　　　　
84  もともとは、古代ギリシアの法格言に端を発し、加盟国における法の基本原則に
発展したのち、加盟国法との相互作用を通じて EU法上の一般原則として明文化さ
れるに至ったとされる。See, e.g., T. Tridimas, The General Principles of EC Law 
（Oxford: Oxford UP, 1999）, p. 89.
85  E.g., G. de Búrca, ‘The Principle of Proportionality and Its Application in EC Law’, 
（1993） 13 Yearbook of European Law 109.なお、警察比例に関心を置く研究ではある
が、ドイツを中心とする欧州における比例性原則を巡る議論状況については、須藤
陽子『比例原則の現代的意義と機能』法律文化社（2010年）第６章。

86  M. P. Maduro, We, The Court: The European Court of Justice and European Economic 
Constitution （Oxford: Hart, 1999）, p. 57; T. Tridimas, ‘Proportionality in Community 
Law: Searching for the Appropriate Standard of Scrutiny’, in E. Ellis （ed.）, The Principle 
of Proportionality in the Laws of Europe （Oxford: Hart, 1999）, p. 68. なお、Case C-483/99 
Commission v. France, supra note 13, para. 46. 

87  Case C-483/99 Commission v. France, ibid.
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　ECJは、前述の通り唯一加盟国の主張を認めたベルギー事件について
も、資本の自由移動への抵触を前提としたうえで（ベルギー政府が当該抵
触を争わなかったからでもあるが）、あくまでも、正当化の過程で比例性原
則のフィルターを通すことによって、当該措置が護ろうとしている一般的
利益とのバランスにおいて例外を許容しているにすぎない。ECJの立場を
前提とする限り、黄金株に付与された権利は多様ではあっても、かかる権
利行使の可能性は、域内における直接投資または／およびポートフォリオ
投資に制限的効果を有し、いずれも、資本の自由移動または／および開業
の自由に抵触する。したがって、かかる措置がその達成しようとする目的
に鑑みて比例的でない限り、TFEU上の基本的自由への侵害は確定する。
ベルギー事件では、問題となった「黄金株」が異議申立権を付与するもの
であったことが ECJの結論に影響しているが88、事後的措置であるという
ことは比例性原則の適用に際しての考慮要素のひとつにすぎず、その裁量
権が抽象的に画定されるのみで事実上無制限に政府等に付与される場合に
は、比例性原則を満たさず、基本的自由への侵害が確定することはいうま
でもない（この点について、前述、2－2d）、参照）89。

ｆ）「黄金株」に対する TFEU345条の適用の可否
　1－2の各事案に関する法務官意見は、TFEU345条からの正当化を試みた。
TFEU345条は、「本条約および TEUは、財産所有制度を司る加盟国の諸規
則を侵害してはならない。」と定めるのみである。上記の各事案において加
盟国が本条に依拠したのは、問題とされた加盟国の諸規定が、「財産所有制
度を司る加盟国の諸規則」にあたりうるとの判断からである。ECJは、こ
こでの加盟国における財産所有制度規整は、あくまでも私的所有に関わる
ものとの解釈を一貫して保持してきた。ｃ）でみたように、一連の政府等
への「黄金株」の付与を、State measureと解する以上、ECJとしては、
TFEU345条は私的所有制度に関わる保護にのみ関し、各事案への適用はな

　　　　　　　　　　　　
88  On this point, see, Joined Cases C-515/99 and 519/99 to 524/99 and 526/99 to 540/99 

Reisch and Others, supra note 55, para. 37; Case C-463/00 Commission v. Spain, supra 
note 25, para. 78.
89  Case C-503/99 Commission v. Belgium, supra note 14, para. 52.
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いとしなければ、論理破綻を来たすこととなる。他方、1－2において表明さ
れた法務官意見では、一連の政府等への「黄金株」付与の諸制度について、
いわば官民混合の中間的な企業所有形態に関わるものとみているようであ
る。TFEU345条が適用される「財産所有制度」について、私的所有制度の
みを捕捉するものではないとの法務官解釈は、このような中間的な企業所
有形態への同条の適用の布石として提示されているようにも読める。ｃ）
での議論にも関わるが、仮に黄金株付与について各会社の定款を通じた純
然たる私的措置と捉えられ、その前提に立っても、資本の自由移動への抵
触が認められる可能性があるとすると、TFEU345条に関する上述の ECJの
解釈を通じてまさに同条の射程が及ぶこととなる。ポルトガル第二事件に
おいては、ポルトガル政府はまさにこの点を自国措置の正当化の論拠のひ
とつとした90。このような解釈の可能性は、従来、ECJが一貫して提示して
きた、非差別措置における一般的利益保護による不可避的要請と差別措置
における条約上の除外事由の適用に加え、TFEU345 条による正当化の可能
性の途が開けることを意味する。

原稿受理：2011年５月13日　

掲載承認：2011年６月15日　

　　　　　　　　　　　　
90  Case C-171/08 Commission v. Portugal, supra note 36, para. 42.


