
丁PP 「暫定文案Jにみる Is D条噴

弁護士岩月浩二

I 裁判が ls Dから除外されなかったことの意味

（裁判を Is Dから除けという声l士、どこの国でも強い）

・条約は、夜接に国内法的効力を持っとするのが憲法の原則。

・とれまで裁判所は、主観的・客観的要件を欠くとして立法措置を欠く条約の庶接

適用を制限してきた（特に人権関係の条約等）。

－ところが Is Dでは、そうした裁判自体を、 Is D提訴の対象どできる。

B その結果、公正衡平待遇義務などの抽象的な規範が、直接、国内の裁判所で適用
んr、~～

される結果となる。 （人権関係の条約にはこのようなととは起きない）

。日本語が正文とされなかったことから、適用されるTP Pi:去は、英文である。つ

まり、日本の国内裁判所で英語の条文が直接適用される。

一 一～ 
。Tp Pの第1の目に見える衝撃は英語化の急速な進展である可能性がある。

ν／ なお、裁判所法I士、法廷では日本語を用いるとしている。

cf ノレール作りに参加する。

攻めるべきは攻め、守るべきは守るw

TI 実体規定

1 [For gr回，terc巴rtaintylの多用が目立つ。

2 ［内国民待遇 n最恵国待遇1

注釈 14 (9一 6p)

より正確を期すために（確認、のために？）、内閣民待遇、最恵国待遇の

規定の下で、 「同様の状況jで与えられるか否かは、状況の総体によるも

のであり、関連する待遇が合法的な公共の福祉目的に基づいて投資及び投

資家を区別するか否かを含む。

3 公正公平待遇義務（ 9 勾 5) 米韓伺旨

( 1) 9 5の2項
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公正衡平待遇、十分な保護と倒産は慣習国際法の最低基準が求めるものに

さらに加える、又はそれを超える待遇を要求するものではなく、またさら

なる実質的な権利が発生するものでもない。

( 2）付属書A 米韓同旨

加盟国は、一般的な、もしくは9・5 （公正衡平待遇義務）において引用

された「慣習国際法Jとは、法的義務の観念に従う国家による、一般的か

っ一貫した実践の結果であることを共通認識として確認する。

(3) 4項、 5項新設

4項投資家の予想と相違する措置を加盟国が取るか、あるいは取ること

をしなかったという単なる事実は、結果として、対象投資に損失若し

くは損害が生じてもこの章の違反を構成しない。

5項補助金もしくは認可が与えられず、更新されず、維持されず、修正

－減額されるという単なる事実は、たとえ結果として対象投資に損失

もしくは損害が生じても、との章の違反を構成しない。

4 収用 9・7

(1) 9" 6項

補助金、交付金の支給、更新または継続しないという加盟国の決定は、

継続するとの法律や契約がない場合は、それだけでは収用を構成しない。

( 2）付属書B 米韓同旨

付属書B 3項

(a）加盟国の単独または一連の措置が、具体的な事実の状況下で間接的

な収用に相当するか否かは、事案に応じたそれぞれの事実に基づいた審

理が必要であり、その他の要素とともに以下のことを考慮する。

( i ）加盟国の単独または一連の措置が投資の経済価値に対し、不利

な効果をもたらす事実があったとしても、政府の措置による経済

cu 
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的な影響だけで、間接的なI収用が発生したことの確証にはならな

し、とと

（五）政府の措置が投資に裏付けられた明確で合理的な期待を侵害す

る程度

（出）政府が取った措置の性質

(b）公衆衛生、安全、及び環境等の合法的な公共の福祉目的を保護する

ために立案され、採用された加盟国の差別のない規制の措置は、主主主

場合を除き、間接収用を構成しない。

5 履行要求の禁止 9・9 

どんどん細かくなるぞ、履行要求の禁止。

6 特典の拒否：ペーパーカンパニーの除外？ 9 匝 14 米韓同旨

（私見） （サノレカ事件を含む）パーパーカンパニーによる協定漁りを不正義と認めたこと

を意味しよう。

ならば、日本l土、過去の投資協定による協定？魚、りをさせないように見直しを図る

べきであるが、御用学者オンリーの日本は、そんなこ止はしそうもない。

7 環境衛生その他の規制目的 9. 1 5 （リーク文と変査なし）

この章のいかなる規定も、その他の点でこの章に合致している限り、投資

が環境、衛生、その他の規制呂的に対して慎重な方法で行われることを確保

するために加盟国がが適切と考えるあらゆる措置を採用、維持し、あるいは

義務付けることを妨げるものとは解釈してはならないJ（磯田宏氏訳を参照）

「その他の点では、この章に合致しているJ

Nothing iu this Chapter shall be construed to prevent a Party企omadopting， 凹aintainingor 

enforcing any measure otherwise consistent with lhis Chapter that it considers appropriate to 

ensure that inves阻1entactwity in its territory is under ta!由 nin a manner sensitive to 

environmental, health or other regulat01y ob.1ec!Ives. 

一方で、 29章例外規定5条で、タバコ規制をわざわざ取り上げて ISD 
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の適用外としている。このことから見て、 9 固 15及び付属書B3項（b) 

の規定の射程は狭いものと考えられる。

1217A 
［参照］日豪響詩帯、（ I S D自体が置かれていない上、例外の承認が明快）

1 4・15条一般的例外

・・のいかなる規定も、一方の締約国が次のいずれかの措置を採用すること

主主i主主血主主iとを妨げるものではない。

公衆道徳、公の秩序、人、動物又は植物の生命又は健康の保護、詐欺商

法、プライパシー保護、安全、歴史的財産の保護、有限天然資源の保護

8 法人の社会的責任 9 ・ 1 6 

加盟国は、その域内で、若しくはその司法に従い活動している企業が、加

盟国によって推奨 n支援された、国際的に認められた、企業の社会的責任に

関する基準、ガイドライン及び原則jに関する国内政策を取り込むととを促進

するととの重要性を再確認する（改めて断言する）。

The Parties reaffirm the importa臼ceof each Pa吋yencouraging enterprises 

opぽ atingwithin its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate 

into their internal policies those internationally recognised standards, guidelines and 

principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are 

supported by that Party. 

実体規定の最終条項である。気休め？

意味のない条文を、敢えては置かないという指摘がある。

CSR l士、米国では株主利益の尊重に偏る傾向があることに注意。

9 付属文書による Is D手続の除外

オーストラリア、カナダ、メキシコ、ニュージーランドは、 Is D手続に

一定の法律に基づく措置に関して除外を設けている（付属書9-H）。

ベトナムの非合致措置の維持（付属書9 I ）、

ワー
吋
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チリ、ベノレー、メキシコ、ベトナムは相互に Is D手続除外（付属書 J)

マレ｝シア 政府調達について投資主主を発効後 3年間保留（付属書K)

1 0 保留表に基づく日本の内国民待遇の保留

外為法、対内直接投資等政令による制限は、基本的に維持した模様。

分野 農林水産泊、業、熱供給業、電気通信業、電気通信業及びインターネット付随

サービス業、医薬品製造業、皮革製造業及び、皮革製品製造業、石油業、警備業、

航空運輸業、貨物利用運送業、鉄道業、道路旅客運送業、水運業、 上水道業。

外資割合を制限するもの、外資参加の審査を経ることを求めるもの混在。

。今後、継続的にTPp委員会ほかの会議において順次開放していく方向で

継続的に取り組むものであることについて注意。

日手続規定

1 9 ・ 2 0 各加盟国の同意の条件と制約

1 損害を知り得たときから 3年6ヶ月経過後は Is Dはできない。

2 仮の差止 ワ （シエプロン vsエクアド、ルの執行停止みたいなものかワ）

2 9. 2 1 先決問題の予備審査

3 仲裁人の選任

7 5日以内に仲裁廷が構成されなかった場合、事務局長（世界銀行総裁）が

仲裁人を選任する。
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