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Ⅰ.	 はじめに

いわゆる「グローバル化」の進展に伴い、私人（個
人・会社）による国境を越える経済活動が当たり前の
時代となっている。私人の国境を越える経済活動は、
領域主権の効果により、原則として当該活動が行われ
る領域国の国内法によって規律される。ただし、国際
私法規則に従って、領域国以外の国内法が適用される
場合もある。
また、私人の国境を越える経済活動において紛争が
生じた場合の処理手続については、領域国の行為・措
置によって私人が損害を被った場合で、民事上の責任
に関するものであれば、原則として国際民事訴訟のル
ールに基づき管轄権を有する裁判所による民事訴訟手
続によって救済を求めることになる。なお、私人と領
域国との間に契約が締結され、それに関する損害であ
れば、契約中の紛争処理条項によって指定された紛争
処理手続が利用されることになる。契約中の紛争処理
条項やアド・ホックな合意によって、仲裁手続が利用
される場合もある。領域国の行為・措置によって私人
が損害を被った場合で、領域国の主権的行為に関連す
ると主張される場合には、原則として領域国の国内行
政手続によって救済が求められる。
領域国の行為による損害が、国内手続によって十分
に救済されない場合には、損害を被った私人の国籍国
による外交的保護の対象となり、国際法の問題として
扱われる 1。ただし、外交的保護は、国家の権利とし
て理論構成されており、その行使は国籍国の判断に委
ねられる 2。また、理論上、外交的保護において追及
されるのは、国籍国に対する領域国の国際責任であ
り、救済されるのも国籍国の損害ということになる。

すなわち、外交的保護は、国際法上の手続の請求主体
が国家に限定されるという前提に立つ制度であるとい
える。
損害を被った私人が自ら関与できるのは、前述のと
おり国内手続による救済のみである。国内手続と国際
法上の手続には優劣関係はなく、有効で適正な手続で
あれば問題は生じない。しかし、国境を越える経済活
動を行う私人およびその国籍国は、領域国の国内手続
を必ずしも信頼しておらず、他の手続を利用すること
を模索してきた。そのひとつが、国家から独立した形
での仲裁手続であり、1965年には世界銀行の主導に
より「国家と他の国家の国民との間の投資に関する紛
争の解決に関する条約」（ICSID条約）が締結され、
多数国間条約という枠組の下での仲裁手続が利用可能
となった。
仲裁手続は、紛争当事者間の合意に基づく紛争処理
手続であり、それは ICSID条約に基づく仲裁手続
（ICSID仲裁手続）をはじめとする国家から独立した
形の仲裁手続においても同様である。従来は、私人と
領域国との間の契約の紛争処理条項や紛争ごとのア
ド・ホックな合意によって仲裁手続に紛争を付託する
方法が取られてきた。しかし、私人と領域国との交渉
上の力関係などの理由から、「仲裁合意」に至ること
には私人側に非常に大きな負担が必要となっていた。
しかし、近年状況が変化している。経済発展に外国
民間資本を積極的に導入する政策を取る国家が増加し
ており、外国投資の獲得が競争状態になった結果、外
国投資の誘致のための環境整備の一環として、投資条
約 3（二国間投資保護促進条約（BIT）や投資関連章
を含む自由貿易協定（FTA）・経済連携協定（EPA）
など）の締結を含めて外国投資に関する法的環境の整
備が進んでいる。
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投資条約は、一方の締約国の投資家による他方の締
約国における投資について、実体的な待遇基準ととも
に、当該一方の締約国の投資家と他方の締約国との間
の投資に関する紛争処理条項（ISDS条項）が定めら
れる 4。
ここで問題となるのは、投資条約の対象となる投資
家および投資の範囲である。紛争処理という観点から
は、投資条約上の ISDS条項を利用できる投資家の範
囲が問題となる。投資家と国家の間の紛争の最終解決
手段として定められる仲裁手続の投資受入国である締
約国側の付託同意は、相手方紛争当事者を一意に特定
せずに「申込（offer）」という形で条約上規定され、
投資家側の紛争当事者の一方的提起により付託合意が
成立し、原則として投資家側の請求のみを扱うという
相互性を欠く構造を有しているからである。その結
果、投資条約にもとづく仲裁手続（投資条約仲裁手
続）では、合意にもとづく手続である仲裁手続にもか
かわらず、管轄権について争いが生じて、仲裁手続の
利点のひとつである迅速性が損なわれる場合がある。
本稿は、投資条約仲裁手続における管轄権、とくに人
的管轄権に関する問題を回避して迅速性を確保できる
よう、投資条約上の ISDS条項にもとづく仲裁手続を
利用できる投資家の範囲の基準などの判断枠組を分析
して問題点を明らかにするものである。

Ⅱ.	 投資条約仲裁手続の基本構造

投資条約を根拠とする投資家と投資受入国との間の
仲裁手続が、最初に利用されたのは、1987年に付託
されて 1990年に仲裁判断が出されたAAPL v. Sri 
Lanka事件である 5。この事件は、英国＝スリランカ
BITを根拠に提起されたものであるが、管轄権に関し
て議論されることなく仲裁判断がなされた。この事件
を先例として、投資条約の ISDS条項を根拠として、
別途の付託合意がなくとも、紛争当事者である投資家
は仲裁手続に請求を提起（一方的付託）できると理解
されるようになった。
ただし、投資家が、投資条約の ISDS条項を根拠と

して仲裁手続に紛争を一方的に付託できるか否かは、
根拠となる投資条約の ISDS条項の規定文言によると
の指摘がされる。投資条約の交渉においてはモデル条
約の利用や先に締結した条約の参照がされるため、同
一国家が締結する条約の各規定は一定の統一性があ
る。したがって、投資条約の各規定は類型化して整理
することができる。Brochesによれば、投資条約の
ISDS条項は大きく分けて4つの類型がある 6。第一の
類型は、「一方の締約国の領域における他方の締約国

の投資家による投資に関する紛争は、両紛争当事者の
合意によって仲裁に付託される」という形で規定する
ものである 7。この場合、規定自体は、締約国の付託
意思の表明とはみなされず、別途の同意が必要とな
る。第二の類型は、「投資受入国である締約国は、投
資に関する紛争を調停または仲裁に付託しようとする
他の締約国の投資家の要請に対し、好意的な判断を与
えるものとする（shall give sympathetic consideration 
to）」という形で規定するものである 8。この場合も、
規定自体は、締約国の付託意志の表明とはみなされな
い。ただし、理由なく同意を留保してはならない義務
があるとされる 9。第三の類型は、「各締約国は、他方
の締約国の投資家の投資から生じる紛争を調停または
仲裁に付託することに同意しなければならない（shall 
consent to）」という形で規定するものである。この場
合も、Brochesの説明によれば、規定自体は締約国の
付託意志の表明とはならないとされていた 10が、近年
は、この類型の規定についても投資家の一方的付託が
可能と判断されている。第四の類型は、投資受入国で
ある締約国側の付託意思（申込（offer））を明示的に
規定するものである。近年締結されるBITではこの類
型の ISDS条項が挿入されることが多い。英国・モデ
ルBIT第8条1項が典型例であり、「各締約国は、そ
の領域での投資に関して他の締約国の投資家との間に
生じたいかなる法的紛争について ICSID条約上の調
停または仲裁による解決のため ICSIDに付託するこ
とにここに同意する（hereby consent to）」と規定す
る 11。この場合、別途の付託合意がなくとも、投資家
側の紛争当事者は一方的に仲裁手続に付託可能とな
る 12。近年の投資条約は、一方的付託が可能とみなさ
れる第三および第四の類型の ISDS条項を有する場合
が多い 13。また、近年のFTAにおける投資章では、北
米自由貿易協定（NAFTA）第11章の規定に準じた形
で、非常に詳細な内容を持ち一方的付託が可能な
ISDS条項が規定される場合もある。そのような状況
の下、2000年代以降、投資条約仲裁手続の利用が急
増している 14。
投資条約仲裁手続の手続枠組の代表的なものは、

ICSID条約にもとづく仲裁手続である。ICSID条約は、
世界銀行の主導によって　多数国間の枠組による投資
紛争を専門に扱う仲裁・調停機関である ICSIDを設
立する条約である 15。現在、ICSID条約は、158カ国
が署名し、147カ国が批准書を寄託している。ICSID
には、仲裁人名簿および調停人名簿が用意されてお
り、常設仲裁裁判所（PCA）と同様の常設性を有す
る紛争解決機関である。ICSID条約は第26条におい
て手続の排他性を定め、第27条で投資家の国籍国に
よる外交的保護を制限しており、投資紛争処理を
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ICSIDに集中する制度設計がなされている。
また、ICSID条約は、仲裁手続について、手続の開

始（第36条）、仲裁裁判所の構成（第37-40条）、仲
裁裁判所の権限および任務（第41-47条）、仲裁判断
（第48-49条）という形で定めるとともに、仲裁判断
の承認および執行（第53-55条）を締約国の義務とし
て定め、仲裁判断の解釈、再審および取消（第50-52
条）も規定する。
投資条約仲裁手続において、ICSID仲裁手続が選択
された場合には、根拠となる投資条約とともに ICSID
条約の適用も受けることになる。管轄権に関しては、
根拠となる投資条約の関連規定とともに、ICSID条約
第25条が関係する。なお、ICSID仲裁手続は、ICSID
条約締約国およびその国民のみが利用可能なため、投
資条約の ISDS条項においては、ICSID仲裁手続以外
の仲裁手続が選択肢として規定される場合がある。
ICSID追加制度規則（Additional Facility Rule）の仲
裁手続や国際商事仲裁手続において用いられる
UNCITRAL仲裁規則にもとづく仲裁手続、ICC仲裁
手続、SCC仲裁手続などである。これらの ICSID仲
裁手続以外の手続は、条約にもとづくものではないた
め、管轄権の問題は、根拠となる投資条約の関連規定
の解釈によって処理される。
このような投資条約仲裁手続の構造は、外交的保護
が変形したものとも指摘できる。すなわち、外交的保
護が、損害を被った私人の国籍国による対応の「事後
の枠組」であるのに対し、投資条約仲裁手続は、私人
の国籍国が領域国との間で「事前の枠組」を作るもの
である。外交的保護における請求国としての国籍国の
範囲と同様に問題となるのが、投資条約仲裁手続を利
用することができる投資家の範囲である。

Ⅲ.	 投資条約仲裁手続の人的管轄権
の判断基準としての国籍

外交的保護においては、私人損害に起因する請求を
提起できるのは当該私人の国籍国に限られるという意
味で「国籍」が重要な機能を果たす。同様に、投資条
約仲裁手続においても、それを利用できるのは投資受
入国（＝紛争当事国）である締約国以外の「締約国の
投資家」に限られるという点で「国籍」が重要な基準
となる。
投資条約においては、「締約国の投資家」という概

念が用いられて、「締約国の投資家」の定義として
「締約国の国民」と「締約国の会社」という概念が用
いられる場合と、「投資家」という概念は用いられず、
「締約国の国民」と「締約国の会社」のみが用いられ

る場合がある。いずれの場合も、最終的には「締約国
の国民」と「締約国の会社」が投資条約の適用対象、
すなわち投資条約仲裁手続を利用できる投資家とな
り、その範囲の画定が問題となる。
まず、自然人である「締約国の国民」について検討
する。締約国の国民であるか否かの判断基準は、投資
条約においても原則として「国籍」である。投資条約
における定義規定を検討すると「締約国の一の国籍を
有する自然人」とする定義や「締約国の国内法に従っ
て」等と言及をした上で「締約国の国籍を有する」ま
たは「締約国の国民の地位を有する」自然人などと定
義されることが多い。このような既定は、国籍付与が
国家の裁量事項であるという国際法の原則 16を反映し
ており、国籍付与または国民の地位の具体的要件、手
続などは投資条約の各締約国の国内法によって定めら
れることになる。
追加的要件として、常居所要件・居住要件を定める
投資条約も存在する。たとえば、イスラエル＝ドイツ
BIT第1条3項は、条約の対象となるイスラエル国民
の定義について、イスラエルの永住者であることを要
件とする。イスラエルにおいては、国籍の取得それ自
体については、イスラエルへの居住は要件とされてお
らず、投資条約において適用対象となる締約国の国民
について、国籍のみを基準とすると非常に広範となっ
てしまうことを永住者要件により回避している。ただ
し、この種の常居所要件・居住要件を付している投資
条約は少ない。また、これらの要件は、あくまで当該
投資条約の適用上の要件であることに注意が必要であ
る。すなわち、国籍付与それ自体は、国家の裁量事項
であることに変わりはない。
他方、投資条約の対象を国籍保有者に限定しない例
もある。日本＝シンガポールEPAにおいては、シン
ガポール側について、「国民」だけではなく「永住権
保有者」も対象としている。エネルギー憲章条約
（ECT）では、条約の対象をさらに拡大しており、「当
該締約国の関係法令に従い、当該締約国の市民権若し
くは国籍を有し又は当該締約国に永住している自然
人」と規定する。カナダ、ノルウェー、デンマークの
モデル・BITにおいても、国籍だけではなく市民権、
永住権を基準として定める。「市民権」概念について
は、古くから用いられている概念であり、「国籍」と
の違いについては、対外的にはそれほど大きくはない
とされる 17が、「永住」という紐帯が採用されている
のは、「国民」と「外国人」という従来の二元主義的
枠組が現実的適合力を失いつつあることの現われであ
るといえる 18。
現行の投資条約において、その対象となる投資家の
範囲のうち、自然人については締約国の国民であり、
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当該締約国の国内法に従って付与される国籍が基準と
されるのが原則である。しかし、投資条約においても
従来の「国民」と「外国人」という従来の二元主義的
枠組ではなく、「国籍」にかわって、「永住」さらには
「居住」という紐帯によって、規律対象とする締約国
の投資家の範囲が定められる例が登場している。
ただし、ICSID仲裁手続が利用される場合には、

ICSID条約上の制約を受ける。ICSID条約第25条に
おいて、ICSIDの管轄権は、ICSID条約締約国の国民
に限定されている。そして、第 25条 2項（a）で、
「（ICSID条約の）他の締約国の国民とは、紛争当事者
である国以外の（ICSID条約）締約国の国籍を有する
自然人」と定義されるように、自然人に関しては、
「国籍」という紐帯のみが規定されている。したがっ
て、投資条約において、対象となる投資家の範囲の基
準として、国籍以外の紐帯が用いられている場合に問
題が生じる可能性がある。たとえば、投資条約締約国
に永住する投資家を、締約国の投資家と定義する投資
条約の場合、投資条約締約国に永住しているそれ以外
国の国籍を有する投資家が、投資条約上の投資紛争解
決規定に従って、ICSID仲裁手続に付託することは可
能であろうか。ICSID条約第25条2項（a）の「紛争当
事者である国以外の締約国の国籍を有する自然人」に
いう「締約国」とは、ICSID条約の締約国であり、付
託根拠となる投資条約の締約国ではない。すなわち、
上記の場合、付託根拠となる投資条約締約国に永住す
る投資家が、投資条約上の投資紛争解決手続を選択し
た場合でも、当該紛争当事者である投資家が保有す
る、永住している投資条約締約国とは別の国の国籍
が、ICSID条約締約国の国籍である場合には、ICSID
仲裁手続を利用できると解釈できる。
実際に投資条約仲裁手続に紛争が付託された場合、
管轄権は、原則として付託の基礎となる投資条約規定
の解釈および ICSID条約規定の解釈によって判断さ
れる。投資条約の規定は、前述の通り「国籍付与は国
家裁量事項である」という原則に立った極めて形式的
な規定となっている。ただし、投資条約仲裁手続で国
籍の問題が判断される場合、国内当局の文書や判断等
は一応の（prima facie）証拠能力があるものの、場
合によっては、仲裁裁判所が自ら国内法解釈および詳
細な事実認定を行うことになる 19。また、投資条約や
ICSID条約に規定されていない国籍に関する国際法の
原則、具体的には「国籍国との真正な連関」や「実効
的国籍」の適用の可能性もあるが、これまでの事例で
はそれらの適用は極めて限定的である。国籍の実効性
が問題となった場合でも、その実効性の要件は比較的
緩やかに判断されている 20。その理由としては、国際
人権法の発展の影響などから、「国籍」と居住などの関

係が、従来に比べ相対化していることがあげられよう。
つづいて、投資条約の対象となる「締約国の投資
家」のうち、自然人以外の投資家について検討する。
投資条約において、自然人以外の投資家に関しては、
「会社（company）」という用語が使われる場合と「法
人（juridical person, legal person）」という用語が使わ
れる場合がある。「会社」という概念については、各
国法制で定義が異なるため、若干の整理が必要であ
る。たとえば、日本の会社法上は、会社は法人格を有
するとされる 21。しかし、日本が締結したBITでは、
会社について「有限責任のものであるかないか、法人
格を有するものであるかないか、また、金銭的利益を
目的とするものであるかないかを問わず、社団法人、
組合、会社及び団体をいう」との定義が用いられるこ
とが多い 22。このように、日本の締結するBIT上の
「会社」は、日本の会社法の定義とは異なり法人格の
有無は問題とされていないため、「法人」とは限らな
い。
以下では、投資条約の対象となる「締約国の投資
家」のうち、自然人以外の投資家について、原則とし
て広義の「会社」という用語を用いることにする。
投資条約の対象となる「締約国の投資家」のうち、

「会社」についても、投資条約の対象となるためには、
投資条約の「締約国の会社」でなければならない。し
たがって、「締約国の会社」であるか否かの判断基準
は何か、という問題を検討する必要がある。自然人と
同様に、会社についても「国籍」を判断基準とするこ
とが可能であろうか。国際法においては、会社に対す
る損害についても、国家による外交的保護権の行使の
対象となることは古くから認められてきた。そして、
どの国家による行使が認められるかという、会社と国
家との紐帯として、自然人と同様に「国籍」という概
念が用いられてきた。ただし、ここでいう会社の「国
籍」は自然人の国籍とは異なり、設立準拠法や本拠地
を基準とするものである 23。
投資条約の定義規定においても「締約国の会社」の
範囲は、設立準拠法または本拠地を基準とする場合が
多い。コモン・ロー諸国は設立準拠法主義に立ち、大
陸法系諸国は本拠地主義に立つ傾向がある。
設立準拠法、本拠地のいずれの基準を採用する場合
でも、投資条約上は、非常に単純な規定のみがおかれ
ているため、投資家は、投資受入国との間に有利な条
件の規定を有する投資条約の締約国に会社を設立し
て、その会社を通して投資を行うことで、いわゆる
「投資条約ショッピング」が可能となっている。これ
に対処するため、「現実の経済活動（real economic 
activities）」などを要件として課す場合がある 24。
会社形態の投資家についても、手続として ICSID
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仲裁手続が利用される場合には、ICSID条約上の制約
を受けることになる。すなわち、ICSID条約第25条
の要件を満たす必要がある。しかし、そこでは「法人
格」の要件が付されているものの、国籍決定の基準に
ついての明文規定はおかれていない。したがって、投
資条約に規定される設立準拠法基準や本拠地基準によ
って判断されることになる。
ただし、ICSID条約第25条は、投資受入国におけ

る投資の現地子会社要件に対応するために、現地子会
社について「支配」基準を採用し、紛争当事者の合意
を要件として、他の締約国（投資受入国以外の国）の
会社とみなすという規定をおく。この支配基準につい
ては、何をもって「支配」とするか、どこまで上流に
遡って「誰が」支配しているといえるかという問題が
ある。この点については、実際の仲裁事例において
も、ケースバイケースの判断がなされており、統一的
な判断がなされているとは言えない。
また、このような支配基準を現地子会社に限らずに

適用すべきであるという主張もあるが、Tokios v. 
Ukraine事件では、根拠となる投資条約の明文規定と
して規定されない限り支配基準は適用されないと判断
された。なお、一部の投資条約では、締約国の会社の
範囲について、支配基準を導入しているものもある 25。
現状では、会社についても、設立準拠法または本拠
地という極めて形式的な基準によって、「締約国の投
資家」にあたるか否かが判断されており、「現実の経
済活動」や「支配基準」による修正は、明文規定とし
て投資条約に含まれる必要がある。

Ⅳ.	 おわりに

現状の投資条約の多くは、対象となる「締約国の投
資家」の範囲について、国民（自然人）の場合の国籍
付与は国家裁量事項であるという原則、あるいは、会
社の場合の設立準拠法基準または本拠地基準など、極
めて形式的な規定のみをおいている結果、問題となる
投資条約規定の解釈から、判断される投資条約仲裁手
続の人的管轄権は、外形上（投資受入国（紛争当事
国）以外の）投資条約締約国の国籍を有していれば、
認められるという傾向がある。
このような状況は、投資受入国に過大な負担を課す
ことにもなりかねず、その結果、投資条約制度の発展
が停滞することに繋がりかねない。それを回避するた
めには、外交的保護において、「私人による請求機関
としての強国の利用」や「大国による外交的保護権の
濫用」を防止するために形成されてきた、「国籍継続
原則」や「実効的国籍の原則」を、一般国際法または

国際慣習法の原則として、投資条約仲裁手続において
も適用することが考えられる。しかし、それらの原則
の内容は必ずしも明確ではないことに加えて、外交的
保護の手続と投資条約仲裁手続は、私人に対する損害
を国家間の枠組で処理するという構造としては類似し
ているといえるとしても、国家の関与の形態が異な
り、外交的保護の文脈で成立した原則を投資条約仲裁
手続にそのまま適用することには問題があると思われ
る。したがって、投資条約の「締約国の投資家」の定
義などの明文規定において、条約の対象となる「締約
国の投資家」の範囲を現状のような形式的基準のみで
規定するのではなく、より範囲を明確する形で定める
ことが望ましいといえる。
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