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４．ドイツの外資規制 
 

（１）対内直接投資に関する基本政策 

 

１）基本政策 

 

ドイツの対外経済取引は、独自の経済政策「社会的市場経済（Soziale Markt Wirtschaft）」

の理念の中に求められる。それは、ドイツの通貨マルクの安定と自国経済市場の対外開放

である。第二次世界大戦までの厳重な為替管理、自国市場の閉鎖がもたらす弊害について

反省し、エアハルト経済相(後に首相)の主導で、戦後、(西)ドイツ市場の開放が実行された

のである。対外経常取引に原則として制限を課さないという理念は、ヨーロッパの市場統

合・経済通貨同盟成立の過程を経て、今日に至るまでドイツの不変の思想となっている。 

IMF体制下では、資本取引については制限を加えてもよいとされていたが、80年代以降、

国際資本取引が活発化すると、ドイツもそれまでの抑制方針を転換した。フランクフルト

資本市場を米・英市場に伍して活性化させることにより、マルク価値安定性が持続可能と

なると考えられたのである。104 

 

 

（２）対内直接投資に対する規制 

 

１）分野横断的規制 

 

 外資規制に関しては、まずＥＵの共通政策に従うことが原則であり、原則自由である。

根拠法令の対外経済法（Aussenwirtschaftsgesets略称 AWG）は、その第 1条基本原則で対外

経済取引は原則として自由であると謳っており、外資に対して国内資本と区別すること

なく、自由な企業活動ができることが明示されており、分野横断的な規制はない。105 唯

一の例外として武器製造分野での規制が認められている。 

 
（ａ）所轄官庁 

 

 外資規制に関係する事項を所轄する官庁は、以下の二つである。 

 

連邦経済技術省 対外経済法所管 

                                                        
104 株式会社東京リサーチインターナショナル「主要国における対外取引規制」平成 12年 3
月 
105 UFJ銀行「海外投資ガイドシリーズ：ドイツ」平成 12年 1月 
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連邦経済労働省 対外経済法第 7条第 2項 No.5に基づき非居住者によるドイツ国内で

武器を製造する企業あるいはドイツ情報安全庁が許可した政府の機

密情報送信用の暗号システムを製造する企業の買収に関する届出の

審査所管 

  

（ｂ）根拠法 

 

対外経済法（Aussenwirtschaftsgesets：略称ＡＷＧ）及び 

対外経済法施行令（Aussenwirtschaftsverordnung：略称ＡＷＶ） 

 

（ｃ）対外経済法（Aussenwirtschaftsgesets）概要106 

 

 基本原則は以下のとおりである。 

・ 対外経済取引は原則として自由である。 

・ 一般的あるいは特定の前提の下における商取引について  

a．許可を要する 

b．禁止する と 

規制することができる。 

・ 対外経済取引における商取引は 

a．ドイツ連邦共和国の安全を維持するため 

b．国民の平和的生活の障害を防止するため、あるいは 

c．ドイツ連邦共和国の対外関係が著しく阻害されるのを防止するため、 

制限することができる。 

 

基本原則に係わる関連条文は以下の通りである。 

(ⅰ)対外経済取引は原則として自由である。 

第１章 一般条項 

（第１条）基本原則 

（１） 外国経済領域との財、サービス、資本、支払、その他の経済取引および居住者間の

外国資産、金その他の取引（対外経済取引）は原則として自由である。対外経済取

引は、本法に含まれるあるいは本法に基づく法令により規定される制限の下にある。

 

(ⅱ)一般的あるいは特定の前提の下における商取引について  

                                                        
106 翻訳に関しては株式会社東京リサーチインターナショナル「主要国における対外取引規
制」平成 12年 3月を参照。 
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１． 許可を要する  

２． 禁止する と 

規制することができる。 

（第２条）制限・行動義務の態様と範囲 

（１） 本法において制限を行うことが認められる限りにおいて、法令により一般的あるい

は特定の前提の下における法律および商取引について 

１．許可を要する 

２．禁止する 

と規制することができる。 

 

(ⅲ)商取引が、許可を要する場合、商行為の実行に際して、商行為の目的により害が生じる

場合に、その害よりも国民経済の利益が上回る場合に許可が与えられる。 

（第３条）許可の交付 

（１） 法律行為や商取引が、本法および本法に基づき施行される法令による許可を要する

場合、法律行為や商取引の実行によっても本法の目的を害しないあるいはほとんど

害しないと期待される場合に許可が交付される。その他の場合、法律行為あるいは

商行為の実行に際して、それらの法律行為や商行為の目的により害が生じる場合に、

その害よりも国民経済の利益が上回る場合に許可が与えられる。 

 

(ⅳ)対外経済取引における害を与えるような商取引は制限することができる。 

第 2章 一般的制限留保 

（第６条）害を与えるような外国経済領域からの影響の防止 

（１） 以下の場合には対外経済取引における法律行為と商取引は制限することができる。

経済あるいは経済領域における個別の経済分野に害を与えることを防止するため

に、外国経済領域における行為が競争を制限し、品質を粗悪化させ、競争を阻害し、

あるいは経済領域との経済取引を制限する恐れがあり、あるいは発生する場合、あ

るいは 

（２） 対外経済取引における法律行為と商取引は、外国経済領域で発生した結果がドイツ

連邦共和国の自由な秩序と調和しないような経済領域に対する関係が生じるのを防

止するために、制限することができる。 

（第６条 a）外国経済領域からの害をおよぼすような資金および資本の流入の防止 

外国経済領域からの資金と資本の流入が、外国為替および経済政策の実現において

経済全般の均衡を害する恐れがある場合に、立法によって、居住者は非居住者から
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直接または間接に受入れた借入金その他の信用の債務の一定比率をドイツ連邦銀行

に一定の期間、ドイツマルクでもって無利息にて預け入れなければならない107 

第 1 文における信用の意味として、経済的な受信として表現されるすべての法律行為

および商取引が含まれる。居住者が非居住者に対して手形を振出し、引受け、ある

いは裏書を行えば、それは非居住者との関係において、手形の満期までの期間の信

用ということになる。 

 

 (ⅴ)対外経済取引における商取引は 

１．ドイツ連邦共和国の安全を維持するため 

２．国民の平和的生活の障害を防止するため、あるいは 

３．ドイツ連邦共和国の対外関係が著しく阻害されるのを防止するため、 

制限することができる。 

（第７条）安全保障および対外的利益の擁護 

（１） 対外経済取引における法律行為と商取引は 

１．ドイツ連邦共和国の安全を維持するため 

２．国民の平和的生活の障害を防止するため、あるいは 

３．ドイツ連邦共和国の対外関係が著しく阻害されるのを防止するため、制限す

ることができる。 

（２） 第１項により、特に、以下について制限することができる 

１．以下の輸出および輸入 

a）武器、弾薬、戦争資材 

b）武器、弾薬、戦争資材の開発、製造、配置に必要な資材 

c）a、b項に示された資材の組立図、その他の完成用資材、特に国際的に合意さ

れた輸出の管理を貫徹させることの制限となる場合； 

    ２．軍事的行動の貫徹と指定されるような資材の輸出： 

    ３．武器、弾薬、戦争資材の輸入； 

    ４．上記１．の財その他の物に関する特許、発明、製造、訓練についての法律行

為。 

 

 

２）例外としての武器製造業に関する規制 

 

2004年 7月に対外経済法（AWG）と施行令（AWV）の改正により新たに導入された。 

対外経済法第 7条第 2項に No.5を追加し、施行令第 52条を新たに制定した。 

 
                                                        
107 1972年 3月～1974年 9月の期間、本条項の預託義務が実際に適用された。 
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（ａ） 武器製造業への外資出資規制の背景 

 

対外経済取引第 7 条は、ⅰ）ドイツ連邦共和国の安全を維持するため、ⅱ）国民の平和

的生活の障害を防止するため、ⅲ）ドイツ連邦共和国の対外関係が著しく阻害されるのを

防止するために商取引を制限することができるとし、第１項で特に武器、弾薬、戦争資材

に関する規制を定めているが、ドイツ政府は武器製造業を慎重を要する分野とし、外資に

よる買収に関し、事前に投資家に規制に関する情報を提供し、投資家と事前相談、交渉し、

国の安全維持に必要な場合は、投資を禁止することができる体制を構築するとの考えが背

景になっている。 

 

（ｂ） 規制の対象となるもの 

 

非居住者及び非居住者の議決権の比率が 25％以上の居住者企業。非居住者買収者の議決

権の計算に当たっては、他の企業に議決権を有する場合は、他の企業の持分も加算される。 

 

（ｃ） 規制対象取引 

 

武器製造企業(含、政府機密情報暗号システム製造)の買収あるいは外資 25％超の直接的、

間接的な資本参加。25％の根拠はドイツ会社法では 25％超の議決権は保有者に大きな影響

力を与えるからとされている。 

 

（ｄ） 規制対象業種 

 

武器製造業(含、政府機密情報暗号システム製造)。対象の武器は戦争兵器コントロール

法第 1条第１項付表Ｂに明記されたもの。対象の武器を製造する対象企業約 20数社がリス

トアップされている。 

 

（ｅ） 規制方法 

 

買収者は経済労働省に事前届出が必要。審査期間 1 ヶ月以内に、国の安全を維持するの

に必要な場合、政府は買収を禁止することができる。審査期間 1 ヶ月が経過するまで、買

収契約は法的に有効にならない。 

対象の武器、製造企業が限定されており、運用は限定的である。これまで事前相談の結

果、取引内容を変更したケースはあるが、取引を禁止したケースはない。外国企業による

武器製造会社の買収事例は、ドイツ弾薬製造会社のスイス企業による買収、Ship yard の米

国会社による買収がある。(ただし Ship yardの買収は規制導入以前) 
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（３）今後の方向 

 

現在は対象が限定的だが、今後、他の武器や軍事、民生両用(dual use)製品の製造企業や民

生用製品と軍需品の両方を 1社で製造している企業への対象拡大の可否が議論されている。

(例えばダイムラーは軍需用トラックを製造、輸出している)。拡大により対象が数百社から

数千社になる可能性がある。2004 年の改正の際、議会で多くの議論があり、産業界からは

対象が広範囲に及ぶことに反対があった。 

 

規制に係わる関連条文は以下の通りである。 
対外経済法 

第 7条「安全保障および対外利益の擁護」 

第 2項 

第 1項に基づき、特に、以下について制限することができる。 

５．以下を行う居住者企業の買収に係る法律行為 

a）武器、その他の戦争資材を製造あるいは開発する あるいは 

b）情報安全技術庁が許可した政府機密情報送信用の暗号システムを製造する 

あるいはそれら企業の株式買入に関する法律行為 

 すなわちドイツ連邦共和国の安全を維持するために制限することができる。買収の結果、

特にドイツ連邦共和国の政治的並びに安全保障上の利益あるいは軍事安全上の警戒が危

険にさらされる場合に適用される。 

 

対外経済法施行令 

第 52条「対外経済法第 7条第 1項、第 2項 No.5に基づく制限」 

(１)以下を行う居住者企業の買収あるいは直接的、間接的な資本参加は 

・戦争兵器コントロール法第 1条第１項付表Ｂに明記された製品(戦争兵器リスト)の製造

あるいは開発する 

・情報安全技術庁が許可した政府機密情報送信用の暗号システムを製造する 

それが非居住者あるいは非居住者が少なくとも 25％の議決権を有する居住者企業による

場合、買収者により連邦経済労働省に報告されねばならない。 

これは買収後の非居住者買収者の議決権の直接的、間接的割合が 25％に達しない場合は

適用されない。非居住者買収者の議決権の計算に当たっては、もし買収企業の割合が 25％

未満であっても、他の企業に議決権を有する場合は、他の企業の持分も加算される。 

(２)連邦経済労働省は、ドイツ連邦共和国の安全を維持するために必要な場合、買収に関

する完全な書類を受領後 1ヶ月以内に、その買収を禁止することができる。 
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2004年 8月 27日付対外経済指令通達 No.13/2004 

「対外経済法施行令第 52条第 2項に準拠する事前申告の範囲」 

2004年 7月 23日付の対外経済法(ＡＷＧ)と施行令(ＡＷＶ)の改正並びに、2004年 7月 29

日実施により、対外経済法第 7条第 2項 No.5は非居住者によるドイツ国内で武器を製造

する企業あるいはドイツ情報安全庁が許可した政府の機密情報送信用の暗号システムを

製造する企業の買収を制限する。施行令第 52条は買収者は所管官庁たる連邦経済労働省

に事前に報告し、完全な書類を提出することを要求する。報告は関与する企業あるいは

自然人について、つまり買収者と被買収者について以下の情報を含んでいなければなら

ない。 

① 買収者と被買収企業の名称と法的居住地、支店住所、代表者名、登記簿抜粋、買収契

約書、売却企業が政府の機密書類の保護を義務付けられているかどうかの情報 

② 被買収企業の事業並びに武器リストに基づき製造する武器あるいは暗号システムの

説明 

③ 買収企業とそのグループ(他社に出資ある場合)過去 3期の年次決算書 

④ 部分的買収の場合、報告時点の持分全体と議決権の直接的、間接的持分に関する情報

⑤ 非居住者による買収の場合、関係居住者の連絡先 

⑥ 買収企業の利害関係者の議決権の割合が 25％以上の場合、その利害関係者に対する直

接的、間接的な出資状況 

 

EU法関連条文は以下の通りである。 

第 56条 

加盟国間および加盟国と第三国との間の資本移動に係わる制限を禁止する 

 

第 58条第 1項 b 

加盟国は、特に税法の分野、金融機関の監督における法律、規制の違反を阻止するのに

必要な措置をとること、行政上、統計上の情報の目的で資本移動の申告手続きを制定す

ること、あるいは公共政策や公共の安全上正当化される措置を取ることができる。 

 

第 296条 

 この条約の規定は次の法律の適用を妨げない。 

 (ｂ)どの加盟国も武器、弾薬および戦争物資の貿易手続きに関連する安全上、必要不可欠

な利益を保護するのに必要と考える場合、次の措置、すなわち軍事目的外の製品の共

通市場の競争条件を阻害しない措置を取ることができる。 

 

 




