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第 1  はじめに 

 
1. 本件調査の背景、目的 

 

 近年、海外に拠点を構える日系企業の数は増加しており、我が国の対外直接投資も増加

傾向にある。このように我が国から海外への投資が進むと同時に、新興国を中心とした世

界の市場が拡大する中、日本は貿易投資立国としての発展を目指して、投資協定等(以下、

投資協定及び自由貿易協定(FTA)又は経済連携協定(EPA)の投資章を併せて「投資関連協

定」という。)を通じ、国内及び世界でのビジネス環境を整備している。 

 こうした中、日本政府は 2016 年 5 月に「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向け

たアクションプラン」(以下、「アクションプラン」という。)を公表している。。 

 この点、アクションプランに定められている、高いレベルの投資関連協定の質を確保

し、投資関連協定のあるべき姿を不断に見直すためにも、本件調査では、経済産業省の方

針に従って、投資協定を締結・改正するべき国・地域、企業の利益となる投資協定の規

定、既存の投資関連協定の改正候補国の選定、企業の進出方法等の情報収集及び分析を

行った。 

 

2. 本件調査の手法 

 

 本件調査にあたっては、以下の 4 点について、文献調査及び企業ヒアリングを実施し、

さらに、経済産業省政策担当者とも協議をし、検討を行った。企業ヒアリングについて

は、エネルギー・インフラ分野及び小売業を中心とする国内企業 18 社に対して行った。 

 

① 投資協定を締結するべき国・地域及び業種に関する情報収集等 

・ 投資協定を締結する産業界の要望及び相手国の政治・経済情勢等に関する情報収

集及び分析を行った。 

・ 国・地域については、主に中南米及びアフリカを想定し、業種はエネルギー・イ

ンフラ及び小売業等を中心に情報収集及び分析を実施した。 

② 投資関連協定を改正するべき国・地域及び業種に関する情報収集等 

・ 既存の投資関連協定を改正する必要のある国・地域及び業種を中心にして、情報

収集及び分析を行った。 

③ 企業の求める投資協定の具体的規定の調査分析 

・ 今後新たに締結する投資協定に含めるべき規定について、情報収集及び分析を

行った。 

・ ①及び②で情報収集及び分析を行った国・地域における緩和すべき規制等の情報

収集及び分析を行った。 
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④ 第三国における投資協定の規定等の調査 

・ 日本以外の国が締結する投資協定の規定について、日本企業が活用している有益

な規定・条項が存在するか否かについて調査した。 

・ 第三国の投資協定を活用して、企業が中南米又はアフリカに第三国経由で投資し

ている事例等について調査した。 

 

第 2  投資協定を締結するべき国・地域及び業種 

 
 アクションプランでは、投資関連協定の締結に向けた交渉相手となる具体的な国及び地

域の選択においては、次の 4 つの事情を総合的に考慮することとされている。 

 

① 我が国から相手国・地域への投資実績と投資拡大の見通し 

② 我が国産業界の要望 

③ 我が国外交方針との整合性 

④ 相手国・地域のニーズや事情等 

 

 本件調査においては、上記のうち、特に②及び④について、調査、検討を実施した(④に

ついては、特に相手国・地域の政治情勢や外交方針を重点的な調査対象とした)。当該調査

におけるヒアリング等からの検討結果からは、我が国がまだ投資関連協定を締結していな

い国・地域が多い中南米及びアフリカ地域について、投資協定の締結に対するニーズが高

いことが判明した。 

 また業種別にみると、投資環境の整備されていない途上国での投資を多く行う必要性の

あるエネルギー・インフラ系の企業や商社については、一般的に投資協定に対する認知度

が高く、投資協定締結に対するニーズも高かった。また、他国で原料等の調達・加工を行

う食料品製造業や、食料関連事業を行う商社についても、投資協定の締結に対するニーズ

が高いことが判明した。これに対して、小売業については、投資受入国の投資環境がすで

にある程度整備されていることが投資判断の前提となっていることが多く、投資協定締結

の必要性が認識されていない傾向にあった。 

 以下では、2020 年 3 月現在、我が国として投資関連協定を締結していない各国のうち、

特に投資協定の締結に対する企業からのニーズが高かった 15 カ国について、まだ投資協定

の締結に向けた交渉を開始していない新規締結候補国(後記 1.)と既に投資協定の締結に向

けた交渉を開始している既存の投資協定交渉国(後記 2.)に分けて、検討結果を記載する。 
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1. 新規締結候補国 

 

(1) ブラジル 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果では、ブラジルについて、南米のメインの市場でもあり、資源も存在す

ることから、特に日本企業の投資案件が多く、投資協定の締結に対するニーズが高いとの

回答が多く寄せられた。加えて、ブラジルも入る MERCOSUR との協定締結のニーズや、

制度的には、ビザの申請・取得手続や、課税制度等の改善のニーズがあることも判明し

た。 

 ブラジルは、約 2 億 947 万人の人口と 1 兆 8,686 億ドルの GDP を誇る巨大な市場であ

る。日本企業の進出も多く、2019 年の進出日系企業拠点数は 699 であった。しかしなが

ら、金融業(銀行、保険、再保険)、鉱業、医療等の分野で外資の参入規制があるほか、自

動車、電気電子、石油掘削、建設、造船等の主要分野におけるローカルコンテント要求を

はじめ、現地人雇用義務、ロイヤルティ比率の上限規制(最大 5%、業種によっては 5%以

下)、ライセンス契約期間の上限規制などの特定措置の履行要求が厳しいとの指摘がある。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 ブラジルは、1994 年から 1999 年までの間に 14 本の投資協定に署名したが、今日に至る

まで 1 つも批准していない。これは、ブラジルにおいては投資協定に含まれる ISDS 条項

が、同国の主権を侵害することになりかねず、憲法に反すると言われているためである。 

 そのため、ブラジルは ISDS条項を含む伝統的な投資協定の代替協定モデルとして、オン

ブズマン制度を含む投資協力円滑化協定(ACIF、以下「ブラジルモデル BIT」という。)を

提唱しており、すでにいくつかの国との間で締結に至っている(ブラジルモデル BIT につい

ては、後記第 5 の 1.において検討する)。 

 我が国との間では、協定に基づかないビジネス環境整備に関する枠組みとして、2009 年

から日伯貿易投資促進合同委員会が設置されている。 

 
(2) エクアドル 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、エクアドルについては、資源国としての投資ニーズがあることが判明

した。また、立地条件について、アメリカに対する輸出の拠点とするのに便利であるとの
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指摘もあった。エクアドルは、鉱産物生産に関して特筆するものはなく、小規模採掘によ

る年間少量の金の生産が報告されている程度である。もっとも、ペルーから同国に続くア

ンデス山脈地帯は、ポーフィリーカッパー鉱床などのポテンシャルが高く、銅の生産地と

しても期待されている。現在、日本企業は 18 社(卸・小売業 10 社、サービス業 5 社、農

業・漁業・林業 3 社。)進出しており、今後、投資が増える可能性があるとの指摘もあっ

た。 

 また、実際に政府とのトラブルが生じた事例もあるようであり、投資協定の必要性が高

いといえる。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 前政権であるコレア政権は、投資保護協定の ISDS 規定に懸念を示し、2009 年 12 月に

ICSID を脱退し、また、過去に同国が締結した投資協定を 11 本破棄した。もっとも、2017

年 5 月に就任したモレノ新大統領の政権は、自由主義的な傾向があるため、投資協定締結

に積極的になっており、2018 年には、エクアドルから日本に対して、投資協定交渉の要望

があった。 

 
(3) ボリビア 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、ボリビアについては、リチウムやニッケルなどの鉱物資源の産出国と

しての投資ニーズがあることが判明した。 

 ボリビアは、リチウム、ニッケル、鉄鉱石等の鉱物資源の埋蔵量が豊富であり、特にリ

チウムは世界埋蔵量の約 50%を占める。現在、日本企業は 52 社(卸・小売業 16 社、宿泊業

10 社、サービス業 6 社)進出し、日本企業の活動も盛んであることから、投資協定締結の必

要性が相当程度ある。 

 また、後記イのとおり直近で大統領選挙が行われることから、政治状況にも注目が集

まっているとの指摘もあった。 

 

 

イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 ボリビアでは、2019 年 10 月の大統領選挙で前職のモラレス大統領が再選を決めた。し

かし、開票結果が不正に操作されたとの指摘を受けて、同氏は翌 11 月に大統領を辞任、そ

の後は暫定政権による統治が続いている。2020 年 5 月 3 日に大統領選挙が実施されること
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が決定している。 

 ボリビアはこれまでに 20 本強の投資協定を締結してきた。しかし、2007 年には、ISDS

に対する懸念から ICSID を脱退している。そして、2009 年に制定した新憲法では既存の国

際協定を見直すこととしており、同規定に基づき、これまでに締結してきた投資協定のう

ち、11 本の投資協定を破棄した。その後、このような政策方針に変更があったとの情報は

ない。 

 
(4) 南アフリカ 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 南アフリカについては、アフリカ地域における特に有望な市場として、投資ニーズが特

に高く、本件調査でも投資協定の締結を求める声が多くみられた。 

 南アフリカはアフリカにおける日本企業の拠点であるほか、老朽化したインフラの更新

需要などの投資機会が多く、日本貿易振興機構アフリカ進出日系企業実態調査では、5 年

連続で「今後の注目国」第 3 位に選ばれている。アフリカの中では、比較的ガバナンスが

しっかりしているとの指摘もある一方で、事業許認可や公共調達への過度な規制やローカ

ルコンテント要求等が投資障壁となっている。加えて、後記イの政策的な理由から、通常

の投資とは異なる形で投資せざるを得ないとの指摘もあった。 

 このように、南アフリカは、投資協定の締結による投資家保護の企業ニーズが特に高い

国の 1 つであるといえる。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 南アフリカは、投資協定の締結が、ブラック・エコノミック・エンパワーメント政策(以

下「BEE政策」という。)と整合性がとれないことが指摘されており、他国との間での投資

協定に慎重になっているとも考えられる。 

 BEE 政策とは、アパルトヘイト時代に差別の対象となっていた黒人の地位回復を目的と

したアファーマティブ・アクション的取り組みの総称であるが、その中には、黒人の経済

的地位向上に向けた企業の取り組みや貢献度を、①所有権、②経営支配、③技能開発、④

企業及びサプライヤーの発展、⑤社会経済の発展の 5 つの要素に分類し、通商産業大臣が

定める適正実施基準(Code of Good Practice)に基づいてスコア化する制度が存在する。当該

スコアは、外資系企業の南アフリカへの参入そのものの要件とはなっていないものの、企

業が政府機関及び国有企業の公共調達への入札参加や、採鉱許可などの許認可の取得・更

新の際に一定のスコアを取得していることが要件となっており、外資系企業に対する負担

や障壁となっている。このような BEE 政策は、投資協定上の無差別待遇等の規律と相容れ
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ない。 

 
(5) コンゴ民主共和国 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、コンゴ民主共和国については、コバルトやニッケル等の鉱物資源の産

出国としての投資ニーズがあることが判明した。 

 コンゴ民主共和国では、リチウムイオン電池の原材料であるコバルト資源が豊富に産出

し、世界埋蔵量の 49%、生産量の 54%を占めている。現在、日本企業は 4 社(鉱業 3 社、

卸・小売業 1 社)進出している。一方で、外貨規制等の法制度の整備が進んでおらず、民間

企業単独での投融資等に関連する事業を行うことが困難であるため、改善を求める声が聞

かれた。 

 

イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 コンゴ民主共和国では、2001 年に第 2 次コンゴ戦争が終結し、カビラ氏が大統領に就任

した。カビラ大統領は、2016 年 12 月に憲法で規定された連続 2 期の任期が満了した後も退

陣せず、大統領選挙の実施を先延ばしにしてきたが、2018 年 12 月 30 日に大統領選挙が実

施され、翌年 1 月 20 日に現職のチセケディ大統領の就任が確定した。もっとも、事前の世

論や出口調査と選挙結果があまりにも乖離していたため、選挙結果の不正を疑う声が続出

し、2019 年 8 月末時点で組閣がされていない。 

 投資関連協定の締結実績については、2011 年に中国との間で投資協定締結(未発効)以

降、実績がない。 

 

(6) モーリシャス 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、東アフリカの国の多くと投資協定を締結しているモーリシャスを経由

し、東アフリカへの間接投資をしている日本企業が多く、東アフリカ諸国への投資拡大の

ために、モーリシャスと投資協定を結ぶニーズが高いことが判明した。とりわけ金融関連

投資に関しては、ロンドンやパリ等に加え、モーリシャスを経由した第三国投資が検討さ

れていることが判明した。 

 モーリシャスは国内法制も安定していて、外資送金も滞りなく行われる。一方、外資規

制が厳しく履行されることもあるため、投資協定の締結により、円滑な投資及び投資活動
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の確保が望まれている。 

 

イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 モーリシャスは、これまで 48 の投資協定を締結していて、うち 29 の投資協定が発効済

みであり、投資協定を意欲的に締結している。最新の投資協定は、2017 年に締結された

カーボベルデとの投資協定であるが、未発効である。 

 一方、紛争解決条項に関しては、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)において、EU と

ともに、投資裁判所制度を推進している点に留意が必要である。もっとも、かかるスタン

スが自国の投資協定政策にも反映しているかは不明である。 

 

(7) ジンバブエ 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、現状日系企業のジンバブエに対する投資は限定的であるものの、銅、

クロム、プラチナ等の多種多様な鉱物資源を有しているため、今後の日系企業の進出が見

込まれ、投資協定締結の一定のニーズが見られた。 

 ジンバブエは、政情があまり安定してないものの、旧宗主国である英国の影響を受け、

比較的事業が行いやすい国家であると日系企業からは捉えられている。また、南アフリカ

と投資協定を締結しているため、南アに進出した日本企業は、南アからジンバブエの市場

を注視している状況であり、日系企業からの関心も高い。 

 一方、外資規制や外貨送金規制が厳しいため、投資協定締結の際には、外資規制や外貨

送金規制に関する対応が必要である。また、正規の手続を経ない対外送金が多く、外貨送

金手続に関する透明性確保のニーズもある。 

 なお、現在の日本への主な輸出品は、鉱物資源である。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 現在ジンバブエでは、36 本の投資協定が署名されているが、発効に至った協定は、9 本

のみである。直近で締結された投資協定は、2018 年の UAE との投資協定であるが、未発

効である。 

 1980 年の独立以降、ムガベ大統領が政権の座にあり、独裁的な政治が行われていたもの

の、2017年 11月大統領後継の座を大統領夫人と争っていたムナンガグワ第一副大統領がム

ガベ大統領を罷免し、ムナンガグワ氏が与党の指名を受け、大統領に就任した。この政権

交代により、近年は相対的に政治的安定が保たれている。 
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 鉱物資源関係を除き、外国投資家の株式比率制限が 2017 年に撤廃される等、外国投資の

自由化傾向がみられる。 

 

(8) ギニア 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、ギニアは、ボーキサイトや金等の希少鉱物資源を産出しており、今後

の日系企業の進出が見込まれ、投資協定締結の一定のニーズが見られた。 

 一方、現状我が国からの民間投資はなく、現在進出している日系企業は、いずれも ODA

無償資金協力に基づく公共事業を実施する企業に限定されることが判明した。このように

日本企業の鉱物資源関連の投資は少ないものの、既に中国はボーキサイトの 50%をギニア

からから輸入しており、鉱物資源関連投資について注目している日本企業もある。 

 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 ギニアは、フランス、ドイツ、中国を含む主要国 25 カ国と投資協定を締結し、うち 10

カ国との投資協定が発効済である。最新の投資協定は、2015 年に署名され、2017 年に発効

したカナダとの自由化型協定である。また、2007 年に署名されたフランスとの協定も 2017

年に発効に至った。 

 政情に関しては、2018 年 5 月にユラ内閣が総辞職し、フォファナ新内閣が発足した。同

内閣は、新たに The first Trade Court of Guinea (March 20, 2018)を設置することからも示唆さ

れるように、前政権からの外資促進政策は継続されると思われる。 

 
(9) ルワンダ 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、ルワンダについては、現在、各業種の日本企業が既に進出しており、

錫やタングステン、タンタル等の鉱物資源が産出されることや、政府が ICT 事業に注力し

ていることに鑑みると、今後更なる日系企業の進出が見込まれることが判明した。 

 とりわけ、ICT 分野に関しては、インドでの ICT 分野における人材雇用のコスト向上に

伴い、ルワンダを始めたとしたアフリカ諸国に ICT 分野の投資を行うことに関心が生じて

いる。 
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イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 ルワンダは、これまで 11 本の投資協定を締結しており、うち 4 本が発効済である。近年

積極的に投資協定を締結しており、2016 年以降に 4 本の投資協定に署名をしている(モロッ

コ、トルコ、UAE、カタール)。このうち、2017 年の UAE との投資協定は、ISDS 条項を含

む保護型協定である(MFN は自由化型)。 

 政情に関しては、1964 年のベルギーからの独立以降、ツチ族とフツ族の紛争が発生し、

1980 年代後半にルワンダ紛争が発生したが、1994 年にビジムング大統領(フツ)、カガメ副

大統領(ツチ)による新政権が成立し、収束した。2000 年以降、急激に経済成長が進み、ICT

の普及・整備に注力している。2017 年 8 月の大統領選挙では、カガメ大統領が再選してい

る。 

 

2 既存の投資協定交渉国 1 

 

(1) ナイジェリア 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、ナイジェリアについては、アフリカ地域の中でも特に市場規模が大き

く、投資ニーズが高いことが判明した。 

 ナイジェリアは、サブサハラ最大の人口を有し、3,973 億米ドル(2018 年:世界銀行)と高

い名目 GDP を誇るため、市場としてのポテンシャルは高いと言える。アフリカ最大規模の

石油天然ガスの埋蔵国であり、資源開発のニーズが特に高い。日本貿易振興機構アフリカ

進出日系企業実態調査では、5 年連続で「今後の注目国」の第 2 位に選ばれており、全体

として企業からの期待の大きい国である。 

 しかしながら、ナイジェリアについては、収用、争乱、契約遵守等に関するリスクが指

摘されている。また、インフラ事業、プラント建設等において、外資制限があるほか、

ローカルコンテント要求、ロイヤリティの送金制限が課されている。加えて、スタート

アップ企業に投資することで進出するケースが多いにも関わらず、外国人投資家によるス

タートアップへの投資にはローカルコンテント要求が課されるとの指摘もあり、投資協定

の締結によりこのような状況を改善することを要望する声もみられた。 

 

                             
1  以下では、特にニーズが高いことが判明したアフリカ各国について記載しているが、本件調査では

他にも、主にエネルギー系の企業から、産油国であるカタールとの投資協定の締結を求める声が多

く挙がった。 
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イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 ナイジェリアの現在の国家元首は、2015 年 3 月の大統領選挙で初選出されたムハンマ

ド・ブハリ氏である。同氏は、2019 年 2 月の大統領選挙で再選され、国内の治安対策及び

経済対策を優先課題として位置づけている。 

 ナイジェリアは 30 本の投資協定を締結しており、そのうち 15 本が発効済みである。最

新の投資協定は、2016 年に締結されたモロッコとの投資協定であるが、未発効である。

2017 年 12 月には、我が国とナイジェリアとの間の投資協定交渉第 1 回が実施された。 

 
(2) アルジェリア 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、アルジェリアについては、市場が大きく、平均所得も高いため、日本

企業の進出のインセンティブ高いことから、投資協定の締結を要望する声が寄せられた。

また、資源国としての投資ニーズがあるほか、製造業の製造拠点としての投資事例がある

ことも判明した。 

 アルジェリアは、天然ガスの生産量世界 10 位、原油の生産量世界 18 位を誇り、欧州へ

のエネルギー供給拠点となっている。そのため、石油天然ガス関連のプラント建設分野の

企業を含め、17 社の日本企業が進出済みである。「アラブの春」の影響を受けて周辺諸国

の政権が崩壊する中、軍を中心とした権力体制で政治的安定を維持するなど、市場として

の魅力は高い。 

 もっとも、主要分野において外資の上限が 49%に制限されているほか、送金規制につい

ても問題が指摘され、投資協定の締結によるこうした状況の改善を求めるニーズが存在す

ることが判明した。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 アルジェリアでは、1999 年にブーテフリカ大統領が就任して以来、国民和解政策とテロ

リストの掃討作戦により、治安情勢が大きく改善した。ブーテフリカ大統領は、2013 年に

脳梗塞で倒れて公の場にほとんど現れなくなってからも、大統領の再選数上限数を引き上

げる憲法改正を行いながら大統領であり続けたが、2019 年 4 月に批判の高まりを受けて辞

任した。そして、同年 12 月に実施された大統領選挙において、アブドゥルマジード・タ

ブーン元首相が 20 年ぶりの新大統領に就任することが決定した。 

 アルジェリアは 45 本の投資協定を締結しており、うち 29 本が発効済みである。最新の

投資協定は、2016 年に締結されたセルビアとの投資協定である。我が国とアルジェリア
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は、2009 年 6 月に橋本外務副大臣がアルジェリアを訪問した際に投資協定の交渉開始を提

案して以来、投資協定締結に向けた交渉を行っており、2011 年 10 月に第 1 回交渉会合が、

2017 年 9 月に第 2 回交渉会合が、2018 年 2 月には第 3 回交渉会合が実施された。 

 

(3) ガーナ 

 
ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、ガーナについては、特に政府調達関連案件、インフラ事業を中心とし

て、一定数の日系企業が進出しているものの、政府の支払い能力が低く、契約の不履行の

問題も生じているため、投資協定による投資活動の保護のニーズがあることが判明した。

既に実行している投資に関しても、契約不履行の問題が生じている。 

 また、ガーナは、アルジェリアや、ナイジェリアその他のサブサハラに進出する企業の

拠点候補となっていることも分かった。 

 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 ガーナは 27 本の投資協定を締結しており、うち 9 本が発効済みである。最新の投資協定

は、2016 年に締結されたトルコとの投資協定であるが、未発効である。 

 農業・鉱業等に依存する典型的な一次産品依存型経済で、主要輸出品も金、石油、カカ

オ豆が上位を占め、国際市況と天候の影響を受けやすい。 

 1990 年代の金やカカオの国際価格の低迷や原油の輸入価格高騰等により経済が悪化し

た。以降の政権も経済回復を試みたが、マハマ現政権は前政権から引き継いだ多額の債務

の削減、インフラ整備、経済的な地域格差の是正等に加え、急激なセディ安や高インフレ

等の問題に直面している。2010 年 12 月に開始された石油の商業生産で、実質 GDP 成長率

は 2011 年に 14%を記録したものの、原油価格の下落に伴い、14 年、15 年は 4%に鈍化し

た。 

 ただし、石油生産に伴う随伴ガスの開発も進んでおり、多くの国々から投資先として注

目を集めている。 

 

(4) アンゴラ 

 

ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、アンゴラは、インフラ関連事業で日本企業が進出しており、石油天然
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資源・鉱物資源の埋蔵国であり、資源関連の投資が今後見込まれる可能性もあることが判

明した。 

 また、アンゴラでは、外貨不足になると、突如外貨送金が停止されるため、外貨送金手

続を安定化させるような規律のニーズがある。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 アンゴラは 15 本の投資協定を締結しており、うち 5 本が発効済みである。最新の投資協

定は、2017 年に締結された UAE との投資協定であるが、未発効である。 

 1975 年の独立以来の長期にわたる内戦により経済は極度に疲弊したが、主要な輸出産品

である石油、ダイヤモンド等の鉱物資源に恵まれている。また、農業、漁業等の潜在能力

も高く、過去 10 年間、概ね高い経済成長率を維持している。特に石油については、ナイ

ジェリアに並ぶサブサハラアフリカ最大の産油国である。 

 2017 年 8 月に大統領選挙が実施され、38 年間に及んだドス・サントス政権から、ジョア

ン・ロウレンソ現政権に移行した。ロウレンソ大統領は、就任直後より石油依存経済から

の脱却と経済多角化を政策に掲げ、農業、製造業の振興等による産業多角化を喫緊の課題

としている。外国からの投資誘致のため投資環境整備にも注力しており、従来の民間投資

法が定める優遇措置が適用される投資最低額(100 万ドル)の撤廃や、アンゴラ人出資比率の

制限(最低 35%)の撤廃、観光を目的とした同国への旅行者の査証免除や発給プロセスの簡

素化を、2018 年 3 月 30 日から実施している。 

 日本企業は 7 社進出している。 

 
(5) エチオピア 

 

ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、エチオピアでの経済発展、国内消費の増加に伴い、日本企業の投資案

件が現在増えており、今後も増加が予想されていることが判明した。 

 とりわけ、政府の積極的な国家開発計画を受け、鉄板、プラスチック等の簡易な製造産

業が発展し始めているため、同産業への投資が検討されている。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 エチオピアは 32 本の投資協定を締結しており、うち 21 本が発効済みである。最新の投

資協定は、2018 年に締結されたブラジルとの投資協定であるが、未発効である。 

 旱魃による農業生産の落ち込みや、エリトリア、ソマリア、スーダンからの難民の流入
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により、経済に打撃を与えられ、政府は 2000 年に 5 年毎の開発計画を策定し、近年は経済

成長が続いている。更に、2015 年に今後 5 年間の国家開発計画(GTPII)を策定し、農業を核

として経済成長を図りつつ、工業にも重点を置いた経済構造へシフトさせ、2025 年までに

中所得国入りを目指している。 

 一方で、一人当たりの GNI は 790 米ドルと最貧国の水準にとどまっており、慢性的な食

料不足に加え、高度経済成長に伴って生じたインフレや、世界金融不安や原油等の国際価

格の上昇に伴う影響が顕在化している。政府は通貨切り下げ、主要商品価格のシーリング

設定など政府主導型の経済安定化策、外貨準備高の積み増し等を行っている。 

 主要輸出産品は、コーヒー、野菜、油糧種子、主要輸入産品は、機械類，自動車，電化

製品であり、日本から自動車、機械類等を輸入している。日本企業は、12 社が進出してい

る。 

 
(6) タンザニア 

 

ア 我が国産業界の要望 

 
 本件調査の結果、タンザニアについては、エネルギー分野でのプロジェクトが存在する

ことが判明した。インフラ整備の発展や電力需要の拡大などが注目されており、2019 年の

進出日系企業拠点数は 22 であった。 

 一方で、後記イの鉱業分野におけるローカルコンテント要求の存在や行政手続の遅延、

法改正や行政命令の不透明さといった課題も指摘されており、投資協定の締結による投資

保護の必要性が認められる。 

 
イ 相手国・地域のニーズや事情等 

 
 タンザニアは、イギリスからの独立後、社会主義経済を推進していたが、1986 年に世界

銀行及び IMF の主導による構造調整政策を受け入れ、市場経済に転換した。 

 政治的には、2015 年 10 月に実施された大統領選挙の結果、現職のマグフリ大統領が選

出された。同政権は産業化の推進、雇用の拡大、経済開発等に積極的に取り組んでいる

が、同時に、国内産業保護のための規制を強化しており、外国人労働者の雇用規制のほ

か、2018 年には鉱業法(Mining Act)を改正し、鉱業分野におけるローカルコンテント要求を

実施している。 

 タンザニアは 18 本の投資協定を締結しており、うち 10 本が発効済みである。最新の投

資協定は、2013 年に締結されたクウェートとの投資協定であるが、未発効である。我が国

とタンザニアは、2014 年に投資協定交渉第 1 回会合が、2018 年 7 月には第 5 回会合が実施

された。 
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第 3  投資関連協定を改正するべき国・地域及び業種 

 

 本件調査では、一般論として古い保護型の投資協定(日エジプト投資協定等)は使いづら

いため、自由化型の投資協定への移行を目指して欲しいとの声が複数みられた。また、い

わゆる effective means2条項やアンブレラ条項を有しない協定(日インド EPA 投資章等)への

当該条項の導入や、除斥期間の延長を求める声などがみられた。このほか、国有企業を明

示的に投資関連協定の対象とすることを求める声も多かった。 

 業種については、前記第 2 と同様、エネルギー・インフラ系の企業や商社からは投資関

連協定の改正を求める声が多かった一方、製造業や小売業からはあまり改正を求める声は

きかれなかった。 

 

 
第 4  企業の求める投資協定の具体的規定 

 

 アクションプランでは、投資関連協定について、「高いレベルの質」を確保することを

不断に追求すると同時に、産業界の具体的なニーズや相手国の事情等に応じながら、ス

ピード感を重視した柔軟な交渉を行うことが掲げられている。本件調査では、今後投資協

定に設けるべき具体的規定の内容を、本件調査の結果として明らかとなった産業界のニー

ズを踏まえながら検討した。 

 以下、本件調査の結果、産業界のニーズがあることが明らかとなった具体的規定につい

て、電子商取引(後記 1.)、紛争予防(後記 2.)、特定技術の使用要求(後記 3.)、行政指導の透

明性(後記 4.)、パブリック・コメントの透明性(後記 5.)の順に検討を行った上で、その他緩

和されるべき投資受入国の規制についても企業のニーズを検討した(後記 6.)。 

 

                             
2  effective means 条項とは、例えば、クウェート＝インド投資協定 4 条 5 項の以下のような条項を指

す。 

Each Contracting State shall in accordance with its applicable laws and regulations provide effective 
means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments....... 

一般的に、公正衡平待遇(FET)の一要素である裁判拒否が認められる閾値はとても高いとされている

が、effective means 条項は裁判拒否に至らなくても裁判手続等に長期の遅延や不公正がある場合に違

反が認められるという意義がある(White Industries Australia Limited v. The Republic of India, Final Award 
of 30 November 2011; Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA) v. The Republic of 
Ecuador, UNCITRAL, PCA Case No. 34877, Final Award of 31 August 2011)。なお、インドは effective 
means 条項を含む旧世代の投資協定(上記クウェート＝インド投資協定を含む。)を全て終了してい

る。 
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1. 電子商取引に関する規定 

 

 アクションプランでは、投資関連協定の締結に当たって、近年の経済・社会状況等の変

化も踏まえ、電子商取引に関する条項を含めることを検討すべきことが記載されている。 

 

(1) 電子商取引に関する協定の制定状況等 

 

 現在、世界では、デジタルエコノミーの発展に伴い、電子商取引に関する国際的なルー

ル作りが進んでいる。そのような取り組みの中では、2017 年に合意された環太平洋パート

ナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)の第 14 章が先駆的

である。同章は、単に電子商取引を行う企業のマーケットアクセスを保障することを超

え、①越境的なデータ移転自由の原則(データフリーフロー、14.11 条)、②サーバ設置要求

等禁止の原則(14.13 条)、③ソースコード移転等要求禁止の原則(14.17 条)(以下、これら 3 つ

の原則を「データ三原則」と呼ぶ。)を始めとして、デジタルエコノミーの促進と経済圏の

構築のために各締約国がとるべき具体的措置を規定していることが特徴的である 3。 

 その後、2018 年に米国・カナダ・メキシコの間で合意された新 NAFTA(United States 

Mexico Canada Agreement、以下「USMCA」という。)にも、CPTPP14 章とほぼ共通する事

項について定めた19章が設けられ、2019年には日本と米国との間で、これらの協定をベー

スにしたと思われるデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日

米デジタル貿易協定」という。)が合意された。 

 WTO では、1998 年 5 月にジュネーブで行われた第 2 回閣僚会議で「グローバルな電子商

取引に関する閣僚宣言」が採択され、同年 10 月に電子商取引に関する作業計画が策定され

て以降、電子商取引に関するルール形成の取り組みがなされている。そして、2017年 12月

にブエノスアイレスで行われた第 11 回閣僚会議に、日本は、オーストラリア、シンガポー

ルと共に、電子商取引閣僚会合を主催し、71 の加盟国による電子商取引に関する共同声明

を発出した。同共同声明では、有志国グループが WTO における電子商取引に関する議論

を進める方向性が確認され、2018 年 3 月以降、同共同声明に基づく有志国会合が開催され

ている。2019 年 1 月には、スイスのダボスにおいて、日本は、オーストラリア、シンガ

ポールと共に WTO の電子商取引に関する非公式閣僚会合を主催し、電子商取引の貿易的

側面に関する交渉を開始する意思を確認する共同声明を発出するとともに、同年 6 月に開

催された G20 大阪サミットにおいて、同共同声明に基づいて電子商取引の貿易的側面に関

する国際的なルール作りを進めるためのプロセスである「大阪トラック」の立ち上げを宣

言した。 

 このように、現在、電子商取引に関する国際的なルール作りが進んでおり、我が国はそ

                             
3  藤井康次郎・河合優子・河野充志「Web 解説 TPP 協定 14 電子商取引」1 頁(2019 年 2 月 28 日) <

https://www.rieti.go.jp/jp/projects/tpp/pdf/14_e-commerce_v3.pdf> 
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のような取り組みを積極的にリードしている状況にある。 

 

(2) 我が国産業界の要望 

 

 以上のような電子商取引に関する国際的なルール作りの流れを踏まえ、本件調査では、

データ三原則を始めとする電子商取引に関する規律に対する企業のニーズについても調査

を行ったところ、特にアフリカ地域においてスマートフォンアプリを活用したビジネスを

行ったり、システムやソフトウェアの開発を行うことを検討している企業が複数みられる

ことが判明した。 

 このようなビジネスを行うにあたっては、事業上取得したデータを国外の開発拠点に移

転し、そこで一括してデータの処理を行うことができるような環境を確保され、また、

ソースコードなどの重要な情報の秘匿性が担保されていることが重要である。 

 

2. 紛争予防 

 
 投資協定には ISDS規律が存在しており、投資企業が投資受入国から不合理な要請を受け

た場合には、理論上 ISDS で対応すればよいものの、ISDS の提起は企業にとってコストが

高く、また、投資受入国との間の関係性を悪化させるリスクが大きいため、企業はその活

用を躊躇することがある。そのため、ISDS とは別に、投資受入国の措置等に関する企業の

個別具体的な相談事項等(潜在的な投資紛争を含む。)を解決する仕組みについて、設ける

ことが考えられる。 

 本件調査の結果、投資受入国政府との間で問題が生じた場合に、窓口となるべき投資受

入国の政府機関を明らかにし、当該窓口を通じて投資受入国政府との間で交渉を行うこと

ができるようにするための仕組みを求める声が多いことが明らかとなった。 

 
3. 特定技術使用要求等の禁止 

 
 既存の投資協定では、特定措置の履行要求禁止の一環として、投資家に対する投資受入

国の物品・サービスの購入・使用要求を禁止する条項(ローカルコンテント要求の禁止)が

一般的に規定されている。もっとも、CPTPP 投資章以外で、日本が締結した投資協定に

は、特定技術(知的財産等)の使用要求等を禁止した規定は存在せず、特定技術使用要求

が、ローカルコンテント要求禁止条項の潜脱手段としてなされるおそれがある。そこで、

特定技術使用要求等を禁止するような規定を設けることが考えられる。 

 本件調査の結果、投資活動の実施の要件として、不合理な国内規格、産品、サービスの

使用を要求される事例があることが判明した。また強制規格の取得の要件として特定技術

使用要求等が不当に要求される事例もある。 
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4. 行政指導の透明性 

 
 投資企業に対して、明示的な法的根拠なく、行政機関が一定の要求を行う例は多い。し

かし、既存の一般的な投資協定の透明性規律において、行政機関が指導を行う際に、書面

交付義務等を規定した条項は存在せず、投資企業が当該指導の根拠や内容を明示するよう

に求める条項が存在しなかった。そこで、企業が投資受入国の行政機関に対して書面交付

等を要求できるようにするため、行政指導の透明性に関する規律を設けることが有用であ

る。 

 本件調査の結果、多くの日本企業が、許認可の取得、税関手続等に関して、法令の根拠

を示されることなく、口頭により、恣意的な行政当局の指導を受け、その結果、事業が滞

る事例が多発していることが判明した。また、かかる法令の根拠が不明な行政による指導

では、担当官毎に対応が異なり、指導内容が二転三転し、事業が滞る事例もある。 

 行政による指導内容の書面公布や、理由の提示がなされれば、かかる不透明な行政によ

る要求の抑止になる可能性があるため、新規、既存の投資関連協定いずれにおいても、行

政手続一般の透明性に関する投資協定の規定を強化するニーズが見られた。 

 
5. パブリック・コメントの透明性 

 

 強制規格、ライセンシング要件、国内の許認可、その他投資企業の運用継続に関連する

現地政府による国内規制の制定や改正について、現地日系企業には知らされず、事後的に

規制を強制されたり、かかる規制を遵守することができず、撤退を余儀なくされることを

防ぐ必要がある。そこで、今後締結する投資協定においては、投資家が強制規格の制定手

続に実際に参加できることを確保するための規制の制定・改定・廃止時のパブコメについ

て、国内法に従った内国民待遇を付与することを義務付ける規定を導入することが考えら

れる。 

 本件調査の結果、投資企業が意見を出す機会が設けられないまま、投資又は投資活動に

重要な影響を与える、通関手続、許認可制度、強制規格、その他各種規制の制定・変更が

なされる事例が多くあることが判明した。 

 規制の制定・変更がなされる場合にパブリック・コメントの機会が設けられ、投資企業

が意見を提出できる機会を設けるニーズが見られた。 

 
6. その他緩和すべき規制等 

 

 本件調査においては、上記 1.ないし 5.の新規律の検討のほか、緩和されるべき投資受入

国の規制等についても調査したところ、多くの企業から、投資受入国による送金規制が事
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業上の障壁になっているとの事実が指摘された。また、法的に送金規制が存在する場合の

みならず、投資受入国の外貨準備が足りない場合等に、事実上、送金が制限されることが

あり得ることも指摘された。また、現地企業との合弁要求を含む外資企業の参入規制や、

役員に占める自国民比率の規制、自国民の雇用要求についても、緩和されるべきとの声も

多くみられた。 

 業種別にみると、エネルギー系の企業からは、国内港湾間の貨物等の輸送を自国籍船に

限定するカボタージュ規制が、事業上の障壁となっているとの指摘がみられた。また、小

売企業からは、投資受入国における大型店規制としてローカルコンテント要求がなされた

事例、特定の種類の製品の販売の形態が制限された事例等が指摘された。 

 その他、投資受入国における許認可の運用が不透明であるとの指摘もあり、規制のみな

らずその運用についても、改善されるべき点が多いことが明らかとなった。 

 

 
第 5  第三国における投資協定の規定の活用 

 

1. ブラジル BIT の検討及びその活用可能性 

 

(1) ブラジル BIT の概要 

 

 上記第 2 の 1.のとおり、近年、ブラジルは自国のモデル投資協定(ブラジルモデル BIT)を

策定し、当該モデルに基づいた投資協定の締結を推進し、エチオピア、スリナム等 4との

間で当該モデル投資協定の内容を盛り込んだ投資協定を署名していることが注目に値す

る。 

 ブラジルモデル BIT は、公正衡平待遇が規定されず、かつ、収用は直接収用のみである

ことなど、実体的な保護規定の水準が不十分であり、手続面でも ISDSが規定されていない

という問題がある。他方で、オンブズマン制度、合同委員会及び SSDS を規定している。 

 

要素 ブラジルモデル BIT 

投資財産の定義 ・直接投資のみを含む。 

・ポートフォリオ投資を除外。 

・公債を除外。 

内国民待遇 ・投資設立前段階については、投資財産の拡張のみに関し、

内国民待遇を付与。 

                             
4  本報告書執筆時点で、少なくとも、インド(2020年)、エクアドル(2019年)、モロッコ(2019年)、

UAE(2019年)、ガイアナ(2018年)、スリナム(2018年)、エチオピア(2018年)との間でブラジルモデ

ル BITに準拠した内容の投資協定を署名している。 
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・既存の非適合な法律は、一律に除外。 

・「同様の状況」についての解釈準則が追加されている

(CPTPP にもあり。)。 

最恵国待遇 ・投資設立前段階については、投資財産の拡張のみに関し、

最恵国待遇を付与。 

・他の協定の紛争解決条項により与えられる待遇は除外。 

・「同様の状況」についての解釈準則が追加されている

(CPTPP にもあり。)。 

公正衡平待遇 ・規定なし。 

収用 ・直接収用のみが対象。 

課税措置 ・二重課税防止条約により与えられる待遇のみを除外してい

る。 

・個別の条項の適用を除外するアプローチは採用していな

い。 

安全保障例外 ・安全保障例外を援用できる事項が広く規定されている(国

家安全保障若しくは公の秩序の保全、刑事法の遵守又は国連

憲章に従った国際の平和及び安全の維持に関する義務の遵守

のための措置)。 

CSR ・規定あり。 

環境、労働及び健康 ・規定あり。 

合同委員会 ・マンデートに投資紛争の解決が入っている。 

オンブズマン ・規定あり。 

紛争予防 ・規定あり。 

終了規定 ・終了後の協定適用存続期間についての規定なし。 

 
(2) 紛争予防に関する規定 

 
 上記で述べたとおり、ブラジルモデル BIT 及びブラジルの近年の投資協定(ブラジル＝エ

チオピア投資協定、ブラジル＝スリナム投資協定等)は、紛争予防及び投資トラブルの友好

的解決のメカニズムとしてオンブズマン/ナショナル・フォーカルポイントを協定に規定し

ていることが注目に値する。 

 同規定に基づき、各締約国は、他方の締約国の投資家に支援を提供するための機関とし

てオンブズマン/ナショナル・フォーカルポイントを指定し、当該機関は以下を担うことと

なる(ブラジル＝エチオピア投資協定 18 条)。 

・ 合同委員会の勧告のフォローに努め、他方の締約国のナショナル・フォーカルポイン

トとやりとりをすること。 
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・ 他方の締約国又は他方の締約国の投資家の要請及び問い合わせを関係当局とともに適

時にフォローアップし、結果をステークホルダーに通知すること。 

・ 他方の締約国又は他方の締約国の投資家から受領した提案及び苦情を関係政府当局と

協議しつつ精査し、適切な場合には、投資環境の改善を勧告すること。 

・ 政府当局及び関係する私的団体と協働して投資問題に関する紛争を予防すること。 

・ 一般的な投資又は特定のプロジェクトに関する規制上の問題についての適時かつ有用

な情報を提供すること。 

・ 適切な場合には、合同委員会に活動及び行動を報告すること。 

 さらに、ブラジル＝エチオピア投資協定は、SSDS の手続きの前段階として、合同委員

会による紛争予防の規定を定めており、締約国は、協定の違反を構成すると考える他方の

締約国の特定の措置について合同委員会で協議することができる(同協定 23 条)。 

 ブラジルでは、国内法上も外国直接投資に関する諸問題を把握し、関連各省庁との連携

を通じて解決を目指すメカニズムとして 2016 年 9 月 28 日付政令 8.863 号で外国直接投資に

関するオンブズマン制度が創設されており 5、国内制度上、投資協定で規定されているオ

ンブズマン制度が担保されていると評価できる。しかし、オンブズマンに寄せられた相談

等について行政機関が解決の義務を負うものではないため、実際にこの制度がどの程度有

効に機能するかについては未知数である。同制度は 2019 年 4 月に改定され、日本、欧米等

の先進国にも適用対象が拡大されており、今後運用事例が出てくることが期待されるた

め、運用状況を注意深く見ることが重要であると考えられる。 

 

 

2. 第三国経由投資による他国間投資協定の活用 

 

 現在日本が投資協定を締結していない国への投資に際しては、投資先国との間で投資協

定を既に締結している第三国に子会社等を設立し、当該子会社経由で投資先国への投資を

行うことで、当該第三国協定の保護を受けることができる。実際に、第三国を経由して投

資先国に投資が行われており、第三国と投資先国との間の投資協定に基づき ISDSが提起さ

れた事例は、日本企業でも例がある 6。 

 本件調査においてはこの点に関する企業のニーズについても調査を行った。多くの企業

からは、投資協定の保護を受けるだけのために第三国経由での投資を検討することはな

く、第三国経由の投資は、税務上の理由等、他の事業上のニーズによるものであるとの指

摘があった。しかし、企業の中には第三国経由での投資を行う場合に当該第三国と投資先

                             
5  JETRO ビジネス短信「外国直接投資に関するオンブズマン制度の利用拡大(ブラジル)」(2019 年 5 月

15 日) <https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/05/b9c07bcee7c4bdaa.html> 

6  Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL; Eurus Energy Holdings Corporation and Eurus 
Energy Europe B.V. v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/16/4) 
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国との間の投資協定の有無及び内容を投資決定における考慮事項の 1 つとしている例も見

られた。そのような企業の中からは、投資協定交渉開始が困難と見込まれる南アについて

は、モーリシャスとの間で締結された投資協定がまだ効力があるので、モーリシャス経由

で南アに投資を行うことで当該投資協定を利用できるのではないかとの意見があった。 

 第三国経由で投資を行うことによる投資協定の活用については、現状企業側の認知度が

高いとは言えないが、投資判断における考慮要素としている例もあり、日本と直接投資協

定を締結していない国への投資では今後も投資保護のための有効なツールとして機能する

ことが期待される。第三国と投資先国との間の投資協定の活用を補完する観点からは、

モーリシャス等、拠点となり得る第三国と日本との間の投資協定を整備することで、当該

第三国に設立した企業等を保護することが重要となる。 

 ただし、第三国協定を考慮する企業においては、以下の 2 点に留意する必要がある。ま

ず、第三国に設立する法人が投資先国との関係で投資協定の保護対象となる投資家に該当

するか否か、また、第三国協定に利益の否認条項がないか、ある場合には利益の否認条項

の対象とならないかについての確認することが必要である。特に、第三国に設立する企業

がペーパーカンパニーの場合には、このような検討は必須である。次に、特に途上国同士

の投資協定については、投資協定が本当に発効要件を満たしているのか否かについて透明

性が低い傾向があるという問題は認識しておく必要がある。この点、仲裁事例の中には、

南ア＝モザンビーク投資協定は、ICSID、UNCTAD 等のホームページでは発効済みとされ

ていたが、仲裁提起後に発効要件を満たしていないとの抗弁が提出され、仲裁廷が発効要

件を満たしていないと判断し、管轄を否定した事例がある 7。 

 

以上 

 

                             
7  Oded Besserglik v. Republic of Mozambique (ICSID Case No. ARB(AF)/14/2), Award of the Tribunal, 28 

October 2019 
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