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要約 

 近年、日本では貿易収支に比べて、所得収支の増加が顕著となっているという現状や国

内需要の減少が予想されている中で、海外直接投資の重要性が段々と高まってきている。

そのような状況下で、2008 年、外務省によって二国間投資協定の推進案が提示された。そ

して推進案が出された後、日本の二国間投資協定締結数は大幅に拡大していき、2015 年現

在でも未だに多くの国々と締結に向けての交渉を進めている最中にある。このことから、

日本は二国間投資協定に対する必要性・重要性を認識し始めてきていると言えるだろう。

しかし、それでもその段階に至るまでに、他の先進国にかなりの遅れをとっていることも

あり、世界的に見ても未だに日本は締結数・署名数ともに少ないままである。このように

投資協定の交渉を着々と進めているという現状から、重要性が高まってきているのは予想

できるが、果たしてどの地域においても、二国間投資協定の数が多ければ多いほどその国

の経済に好影響をもたらすということが言えるのだろうか。 

 Busse, Königer, Nunnenkamp(2008)による先行研究では、28 カ国を投資送り出し国、

83 カ国を投資受け入れ国として設定し、このようにサンプルサイズを絞った国の間におい

て、二国間投資協定が受け入れ側の海外直接投資に好影響をもたらすことを明らかにして

いる。また、Urata(2015)では送り出し国側である日本の海外直接投資額にのみ言及を

行っている。グローバル化がますます進んでいる現在の状況下では、一方向のみの投資

の動きだけでなく、受け入れ・送り出し側両者を考慮していくことで、先進国や途上国

といった枠にとらわれない見方をしていく必要性があるのではないかと私たちは考え

た。そのため、本稿では先行研究と同じく、経済指標のうちでも、特に海外との関係性が

強いと考えられる海外直接投資を取り上げ、それと二国間投資協定との相関性を分析によ

って明らかにして、更に締結数を増加させていくという方向性で進めていく。 

 

 以上のことに基づき、本稿では、地域を絞ることなく全世界において、二国間投資協定

が本当に海外直接投資に影響があるのかどうかについての回帰分析を行った。その結果、

二国間投資協定は海外直接投資額を増やすということが、影響の程度は違えども送り出し

側・受け入れ側の両方ともにいえた。そこで、締結数の拡大を進める際、その中でも優先
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していきたい地域を特定することが必要だと考えた。その結果、クリティカルマス市場と

いう、今後市場として有望だと考えられているがまだ開拓が十分にされていない地域に注

目し、そこへの進出を推進するといった政策について提言を行っていく。 

キーワード：海外直接投資、投資協定、国際経済 
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はじめに 

現在、日本ではアベノミクスの第一の矢である大胆な金融緩和によって、リーマンショッ

ク以来続いた不況からようやく抜け出そうとしている。また、円安の影響により国内投資の

割合が増え、海外投資額は鈍化傾向にある。しかし、少子高齢社会である日本においての人

口ピークは過ぎ去ったことや、労働生産性の伸び悩みなどの様々な影響により、これから先

はどの業界においても国内需要の縮小が懸念されている。その現実性が年々増していく中

で、海外への投資がより活発化される事が望まれている。また、国内への海外直接投資を積

極的に受け入れない事には、国内経済は大都市圏でさえ現在の地方都市のように衰退して

いくかもしれない。そして、2005 年あたりから貿易収支額を所得収支額が上回るようにな

ってきたこともあり、貿易だけにとどまらず海外投資にも焦点があてられる時代へと変化

を遂げていった。上記の通り、今日の日本は国内だけに限らず、海外との経済関係を無視し

てもしきれない状況下に置かれてきている。そのためにグローバル経済に開かれた環境作

りが早急に求められている。 

 しかし、自国とは全く異なった国々と投資関係を結ぶにあたっては、様々な問題やコンフ

リクトが生じることは避けられないのは間違いない。その中でも顕著に現れると予想され

るのが国ごとの制度や文化の違いに関わる問題である。それらの違いは価値観の違いを生

むことにつながり、同一の基準なくしては協働することを難しくしている。そこで投資国と

投資受け入れ国との紛争を防ぐための施策として、世界的には投資受入国の協定違反によ

って投資家が受けた損害を金銭等により賠償する手続を定めたものである ISDS 条項を含

む投資協定が結ばれるという動きが現在活発になっている。それだけではなく、投資協定に

は投資環境の整備をする効果も存在している。しかし、日本においてはその重要さが広く一

般に浸透していないこともあり、投資協定数が少ないという現状となっている。この数の少

なさは今後の日本の海外投資拡大への障壁となり、企業の海外進出を防ぎうるのではない

かと私たちは考えた。上述したように、これから先の日本は海外投資への需要が高まってい

くと予測されているにもかかわらず、投資協定が少ないことにより環境整備が不十分とな

る可能性があるというのは重要な問題と言えるだろう。 

 

 第１章では、今現在の世界、そして日本における投資協定を取り巻く現状について述べる。
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また、投資協定の必要性を所得収支や海外生産高などのマクロ指標の観点から説明する。そ

れに加えて、投資関係につきものである投資紛争において、その解決策として盛り込まれる

ことが多くある ISDS 条項についても言及する。ISDS 条項は、近年注目を浴びている環太

平洋戦略的経済連携協定(TPP)においても論争となっている。 

 第２章では、投資協定に関する先行研究について紹介する。先行研究の分析対象や結果を

踏まえたうえでの本稿の独自性について述べている。変数選択の際には先行研究を参考に

したが、その記述は分析の章で行った。 

 第３章では、回帰分析を行う際に海外直接投資の増加には二国間投資協定をはじめとし

た、マクロ指標が関係しているといった仮説を置き、それに対しての分析モデルを構築して

いく。ここでは、被説明変数を海外直接投資額と置き、説明変数に二国間投資協定ダミーや

キャピタル・オープンネスなどを置いた。以上のような分析モデルや説明変数の選択理由に

ついてもこの章で説明する。固定効果法や変量効果法によって分析を行い、最終的に得られ

た結果を考察する。また、分析の際にいくつかの課題点を発見したため、それらについても

言及した。 

 第４章では、第３章で得られた結果に基づいて政策提言につなげていく。分析の結果、送

り出し国・受け入れ国の両方において二国間投資協定は海外直接投資額を増やすというこ

とが明らかになった。そのため、投資協定締結数の拡大を第一に置き、特にクリティカルマ

ス市場のような、市場として有望ではあるが日本が未だ参入を進めることができていない

国々との二国間投資協定の締結を推進していくという方向性で政策の提言を行っていく。 
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第１章 

現状・問題意識 

第１節 投資協定とは 

第 1 項 投資協定の定義 

 投資協定とは、海外投資を行う際に締結される、投資に関するルールなどを定めた約束

事のことを指す。協定の具体的内容としては、平成 27 年 6 月に経済産業省によって出さ

れた「投資協定の概要と日本の取り組み」の一文にこう記載されている。「海外に投資し

た企業等（投資家）やその投資財産の保護、規制の透明性向上等により、投資を促進する

ための内容を規定している。」 

 また、投資家の範囲とは、「協定締結国の国民や企業（締約国の法律によって設立され

た企業）に限らず、法人格のない組合、非営利団体、国有企業も含む」と定義されてい

る。また、投資財産の範囲についても「every kind of asset owned or controlled, directly 

or indirectly, by an investor」と定義されている。 

 

注） 

owned or controlled とは、投資家が全額出資する投資財産だけでなく、議決権の 50%超

を所有、取締役会の過半数を任命できる能力を保有する合弁会社等も含むことを指す。 

directly or indirectly とは、第三国に所在する子会社経由で所有・支配する投資財産を含

むことを指す。 

 つまり、海外直接投資を行う背景のいかんに問わず、その出資額の全額がその保護範囲

に含まれるということである。加えて、ある組織における議決権など、非金銭的な投資に

関しても一定の条件を満たしていれば保護の対象にあたるということである。 

 また、投資関係において揉め事が起きた際には投資協定に定められている国際仲裁手続

きを利用することで、直接投資先政府に仲裁を申し立てることができるという仕組みも存

在している。 



ISFJ2015 最終論文 

 

9 

 

第 2 項 投資協定のルール 

 投資協定には、その協定ごとに応じて様々なルールが存在している。この項では投資協定

に盛り込まれることが多い主なルールを紹介していく。2 

 

① 最恵国待遇(Most-Favored-Nation Treatment) 

相手国の投資家及びその投資財産に対して、第三国の投資家の投資家に与えている待遇

より不利でない待遇を与えること。 

 

② 内国民待遇(National Treatment) 

相手国の投資家及びその投資財産に対して、自国の企業に与えている待遇より不利でな

い待遇を与えること。 

 

③ 投資活動に対する特定措置の履行要求の禁止（パフォーマンス要求の禁止） 

投資受入国が、投資活動の条件として、投資家に特定の措置の要求を行うことを禁止する。 

E.g.)原材料の現地調達、技術移転、輸出の制限、ロイヤリティの額・率を一定水準以下にす

る 

 

④ 契約などの約束遵守（アンブレラ条項） 

インフラプロジェクトや資源開発などにかかる許可、投資インセンティブの付与など、投

資家との契約などを通じて政府が負った約束の履行を義務づける。 

政府が約束に違反した場合、契約違反に基づく国内裁判に加え、投資協定違反に基づく国際

仲裁を利用することが可能となる。 

 

 

                                                   
2 経済産業省通商政策局 経済連携課 

「投資協定の概要と日本の取り組み」（平成 27 年 3 月）より引用・一部参照 

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/pdf/BITrsrc/121113BIToverview.pdf 

（2015/10/30 最終アクセス ） 
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⑤資金移転の自由 

投資受入国への資金や給与の送金、投資受入国で上げた収益の日本への送金等について、

遅延なく自由に資金を移転できるように義務付ける。 

 

⑤ 投資家と国家の国際仲裁手続き 

相手国の投資協定違反により投資家が損害を受けた場合、ICSID（世界銀行の機関）や

UNCITRAL（国連機関の定めた仲裁手続）などの国際的な投資仲裁手続に則った仲裁を可

能とする。これによって恣意的な政治介入を受ける可能性の高い国や、司法制度が未確立

な国の裁判所ではなく、公正な手続にもとづき第三国において仲裁を進めることが可能と

なる。 

 

⑥ 公正衡平待遇（fair and equitable treatment） 

投資財産の保護に対して慎重な注意を払う義務、適正な手続を行う義務、裁判拒否の禁止、

恣意的措置の禁止、投資家の合理的期待を裏切らない義務などを含む。仲裁判断において、

頻繁に争われる項目とされている。 

 

⑦ 収用の制限と適切な補償 

政府による収用（国有化）を原則禁止とする。収用が認められる場合は、公共目的のた

め、正当な法手続きの下、差別的でない方法により、迅速かつ実効的に補償を行う場合の

みである。なお、収用には間接収用も含んでいる。間接収容とは、所有権等の移動を伴わ

なくとも、締約国による恣意的な許認可の剥奪や生産数量の上限設定といった政策措置に

よって投資財産の利用や収益機会が阻害され、結果的に収用と同じ結果をもたらすような

措置を指す。補償は、公正な市場価格に基づいて行うことを義務付けている。 

 

⑨ 争乱による損害に対する補償の公平性 

紛争や争乱、革命などによって投資財産が損害を被った場合、投資受入国政府は、それ

に対する損害賠償について内国民待遇及び最恵国待遇を保障する。 

 

①最恵国待遇、②内国民待遇、⑦公正衡平待遇、の三つについては本章第３節で事例を利

用し、具体的に説明していく。 
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 このように投資協定にはとても多くのルールが盛り込まれているため、仮に投資協定な

しでの投資関係を持った場合には、明確な規律がないまま投資を行うことになる。そのこと

から、様々な問題が生じてくるのが想像できるだろう。 

 

 

 

第 3 項 本稿における投資協定の定義 

 UNCTAD の分類によると、投資協定(IIA: International Investment Agreement)は二国

間(bilateral)、地域内(regional)、地域間(Inter-regional)、多国間(multilateral)の四つの段

階に分けられている。本稿では、地域内、地域間、多国間については扱わず、二国間のみに

絞って研究を進めていくこととした。 

 投資協定数については UNCTAD が International Investment Agreements Navigator

にて公表しているものを基本として扱っていく。 

 また、投資協定の段階は主に署名段階(signed)と施行済み(in force)の二つに分けられるが、

本稿では、投資協定数を数える際には in force の数をカウントしている。 

 そして、EPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)や FTA(Free Trade 

Agreements:自由貿易協定)などにおける、投資の約束事について記載されている投資章に

ついて、Urata(2015)3でも取り上げられていることから、投資協定と同じ役割を持っている

と判断したため、同等の扱いをしていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 詳細については、先行研究の節に記載。 
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第２節 投資協定の現状 

第 1 項 世界における投資協定 

 平成 27 年 3 月現在、世界には 2902 の二国間投資協定が存在している。海外直接投資の

拡大の影響を受けて、1990 年代に飛躍的に二国間投資協定の締結数が増加した。また、増

加率こそは下がったものの今現在でも増加の傾向は継続している。投資協定が増加してい

るということは、それだけ世界的に協定に対する重要度の認識が高いということであり、そ

れに倣って日本も積極的に締結していく必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 1) 世界の二国間投資協定締結数推移(縦軸：投資協定締結数) 

出所：経済産業省通商政策局 経済連携課(1969,1979,1989,1999～2013) 

「投資協定の概要と日本の取組み(平成 27 年 3 月)」を基に筆者作成 
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第 2 項 日本における投資協定 

 平成 27 年 3 月現在、経済産業省の調査によると日本は、21 の国と二国間投資協定を締

結、5 つの国と署名済みである。また、その他にも 10 の国と投資協定締結に向けての動き

を進めている最中である。また、13 の国と経済連携協定を締結、1 つの国とは署名済み、8

つの国・地域間との協定締結に向けた動きを進めている。以上の協定の一覧は以下の表のと

おりである。 

(表 1) 日本の二国間投資協定締結数推移 

 

(表 2) 日本の経済連携協定投資章締結数推移 

 

（表 1,2 ともに）出所：経済産業省通商政策局 経済連携課 

「投資協定の概要と日本の取組み」(平成 27 年 3 月)を基に筆者作成 
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 この表から読み取れることとしては、主に二つある。一つ目としては、日本の既存市場

となっている ASEAN 加盟国など、アジア圏などの国々とは既に投資協定を締結している

ということだ。二つ目は、2008 年あたりから締結・署名数、交渉数が今までの増加幅に比

べて大きくなっているので、政府の中で重要性が高まってきたのではないかと考えられ

る。 

 上述したように、2013 年時点で世界には 2902 の二国間投資協定が存在している中で、

日本が締結したのは 26(署名段階も含む)と全体の約 0.896%に留まっている。UNCTAD の

調査によると協定数トップのドイツは 134(131 施行済)で約 4.61%、続いて中国 130(108

施行済)で約 4.48%と日本の 4 倍以上もの締結数であることからも分かるように、日本の投

資協定数は、他の先進国と比べてかなり少ない。世界全体で見ても、233 か国中の 89 位

と、先進国中でも最下位に近い締結数となっている。 

 

(表 3）投資協定締結数一覧 

 

出所:UNCTAD HP 

「International Investment Agreements Navigator」の数値を元に筆者作成 

 

 上記の締結数の少なさが影響しているのか否か、実際に欧米などの先進国が既に参入を

進めている地域において、日本は他先進国に比べて参入を進めきれていない国々が多数存

在している。次項でその地域の詳細について言及していく。 
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第 3 項 クリティカルマス市場4 

1.クリティカルマスとは 

 マーケティングの分野では、ある商品やサービ

スの普及率が一定の点に達すると、その後の普及

率の上昇幅が格段と大きくなることが知られて

いる。この分岐点を「クリティカルマス」とよぶ。 

 ある商品やサービスが市場に投入されると、最

初は潜在顧客の 3％程度であるイノベーターとい

う消費者層に受け入れられ、その次に順を追って

オピニオンリーダー、アーリーマジョリティ、レ

イトマジョリティ、ラガードという顧客層に受容

されていく。一般的に、潜在顧客のうちイノベー

ターとオピニオンリーダーを合わせて 16%程度

存在する5とされており、この 16％という点がク

リティカルマスの基準となっている。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4JETRO「ジェトロ世界貿易投資報告 2015 年度版」p68 による位置付けを基にしてい

る。 

http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2015/pdf/dai1_03.pdf 

（2015/10/30 最終アクセス ） 

 
5 (図 2）ロジャースの普及率曲線  

 出所：ミツエーリンクス http://www.mitsue.co.jp 

（2015/10/30 最終アクセス ） 

出所： 

JETROの世界貿易投資報告書 p68の

内容を引用・参考 

 

(図 2）ロジャースの普及率曲線 

http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2015/pdf/dai1_03.pdf
http://www.mitsue.co.jp/
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 経済産業省では、「日本企業が市場規模や競合状況等の様々な要素を考慮した上で、『戦

略的に” Critical Mass ”の到達を目指す有望分野に絞って、集中的に取り組んでいく』必要

があると指摘しており、具体的な国名こそは挙げていないが、対象地域としては南西アジア、

中東、ロシア・CIS、中南米などが想定されている。 

 

2.JETRO の研究 

 JETRO の 2015 年度版の世界貿易投資報告による定義では、クリティカルマス市場とは

「市場として有望でありながらまだ開拓の余地がある国」のことを指している。具体的には、

①中国と ASEAN 以外の中所得国のうち、②名目 GDP が 1,000 億ドル以上の国（世界 188

カ国中 33.5%を占める）と定義されている。6また、この市場のうち人口が多い順に上位 10

カ国を選別したものを JETRO が「クリティカルマス市場上位 10 カ国」と名付け、特に細

かく調査を行っている。その 10 カ国を以下の表にまとめている。 

 

(表 4)クリティカルマス市場上位 10 カ国一覧 

 

出所：JETRO 「ジェトロ世界貿易投資報告 2015 年度版」p68 

 

                                                   
6 JETRO の世界貿易投資報告書 p68 の内容を引用・参考 
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 中国や ASEAN 以外の国々でも、クリティカルマス市場のような、市場規模の大きさや

成長率ともに高い国々は存在している。欧米企業などはこのような国々に参入を進めてい

るようだが、日本企業は参入が十分進んでいないという現状が存在している。 

 また、クリティカルマス市場ではこれから本格的に人口ボーナス時期を迎えていくため、

今後数十年先まで人口ボーナス期に属すると予測されている国が数多く存在している。人

口ボーナス期とは「総人口に占める生産年齢〈15 歳以上 65 歳未満〉人口比率の上昇が続く

（若年人口〈15 歳未満〉と老齢人口〈65 歳以上〉の総数いわゆる従属人口の比率の低下が

続く）、もしくは従属人口に対する生産年齢人口が一定以上の時期」として定義7されてい

る。つまり、生産年齢人口が多いことで働き手となる労働供給力が高まっている一方で、高

齢者の比率が低いため社会保障費なども抑制されやすい。消費面では、労働者世代の拡大に

より住宅費や消費支出全般の増加が見込まれる。加えて従属人口が低下することで貯蓄率・

投資率ともに上昇することが期待されている。 

 人口ボーナス期は経済の高成長を支える要因の一つとされているため、その時期にあた

る国々は経済成長が見込まれると想定される。それによって、中長期的に開拓していくべき

市場を特定していくのに、この人口ボーナス期という指標が活用できるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 JETRO「ジェトロ世界貿易投資報告 2015 年度版」p69 より引用 

http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2015/pdf/dai1_03.pdf 

（2015/10/30 最終アクセス ） 

 

http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2015/pdf/dai1_03.pdf
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第 4 項 投資協定の必要性  

 

（図 3）貿易収支と所得収支の推移(縦軸：億万円,横軸:年度) 

出所：経済産業省 

「投資協定の現状と今後の進め方」を参考に筆者作成 

 

 2005 年以降、日本では所得収支が貿易収支を上回るようになってきた。 

貿易収支とは、海外との商品取引により得られる収入と支出の差（＝輸出額－輸入額）を示

す。また、所得収支とは直接投資収益や証券投資収益などによる海外からの収入と支出の差

を示す。つまり、かつては輸出入による利益の方が海外投資によって得られる利益よりも上

回っていたが、2005 年を境に海外投資の方が高利益となるように逆転したということだ。

このように、海外投資での収益増加は、貿易にのみ重きを置いていた過去の日本の方針の変

更を促し、海外投資も重視していくという方針になっていくと考えられる。そこで重要にな

ってくるのが投資協定の存在であると私たちは考えた。 
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 また、2013 年時点で、海外における現地法人による売上は約 242 兆円に達し、海外生産

高比率も年々上昇している。 

 

 

（図 4）海外現地法人売上高と海外生産比率の推移（製造業） 

出所：経済産業省 

「第 44 回海外事業活動基本調査結果概要」を基に筆者作成 

 

 上記のようにさまざまな指標における、海外投資による利益増加の傾向が見られている

影響で、投資への注目が段々と高まっているのではないだろうか。投資協定は、先進国間

同士でも投資ルールの共通認識や規制緩和、構造改革への影響の手段として役立つという

ことは予想できる。そのためどの国との間で締結を行ったとしても程度の差こそはあれど

も、有効性はあると私たちは考えた。そして、特に相手国に途上国を含んでいる場合にそ

の効果がより高くなっているのではないかという仮説を立てた。中東や南米、アフリカを

はじめとした投資環境への不安があり、また外資への開放度が低いとされている国々は先

進国に比べて投資経験が浅く、投資の際のルールの作成はおろか、環境整備すらままなっ

ていないのではないだろうか。そのため、そのような地域ではまずは投資環境整備や経済

関係の強化の意味としての投資協定が必要だと考える。 
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第 3 節 投資紛争の解決に関する条項 

第 1 項 投資紛争とその解決手段 

 投資紛争とは、「投資家が自国と投資受け入れ国との法律・制度の相違や受け入れ国の

司法機関が中立的でないことによって損害を被る」、あるいは「受け入れ国が送り出し国

との力関係により不利な条件をのむ」などのような投資に関する司法的判断をめぐる紛争

のことである。 

 投資紛争の解決手段として挙げられるのが、ISDS 手続である。ISDS とは「国家と投資

家の間の紛争解決（Investor-State Dispute Settlement）」の略であり、投資家と投資受入

国の間で投資紛争が起きた場合、投資家が当該紛争を国際仲裁等を通じて解決するもので

ある。投資関連協定の多くはこの ISDS 条項を含んでいるとされているが、協定ごとにこの

条項の有無について明らかにしている資料については我々の知る限りでは存在しない。 
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第 2 項 事例8 

〈事例 1〉 

最恵国待遇(Most-Favored-Nation Treatment)・内国民待遇(National Treatment) 

●S.D. Myers, Inc. vs カナダ(2000 年 11 月 12 日) 

 

(図 5)最恵国待遇事例 

出所:経済産業省 METI ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/investment/cases.html 

 

 利用した投資協定は NAFTA であり、手続は UNCITRAL 仲裁規則に基づいて行われ

た。UNCITRAL 仲裁規則とは、UNCITRAL( United Nations Commission on 

International Trade Law： 国連国際商取引法委員会）によって作成された規則のことで

あり、他の仲裁手段で当事者の合意を得ることができない場合において、仲裁手続を定め

る際に利用される。そして、国際商事仲裁のモデルとして多くの国に受け入れられてい

る。この規則の存在により国際商取引調和を図ることができている。 

                                                   
8 経済産業省 METI ホームページより引用、参考 

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/investment/cases.html 

 

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/investment/cases.html
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/investment/cases.html


ISFJ2015 最終論文 

 

22 

 

 

 事例の概要は、米国の S.D.Myers 社は、カナダに子会社を設立し、カナダで取得した

PCB 廃棄物9を米国で処理する事業を企画していた。既にカナダには、同社の競合他社が

存在したが、の S.D.Myers 社の方が PCB 廃棄物の所在地に近い立地だったため、他社と

比べてコスト優位があった。同社は、米国環境庁の輸入許可を得ていのだが、カナダ政府

の PCB 輸出禁止措置により事業継続が不可能となった。そこで、この輸出禁止措置が

NAFTA の内国民待遇に違反する等として仲裁を申立てた。 

 判断の要旨としては、(a)国内投資家と外国投資家が同じ経済・事業分野に属する場合

は、同様の状況下とみなす。(b)内国民待遇違反認定の際には、措置導入にあたっての政府

の「意図」よりも、当該措置が実際に投資事業へ及ぼす「影響」が重視される。 

 最終的な結果は、部分的仲裁判断であり、内国民待遇違反の主張を認めた。 

(a)「同様の状況下」の解釈としては、米国とカナダの両国が加盟している OECD の

Declaration on International Investment and Multinational Enterprise を参照すること

により、当該外国投資家が、国内投資家と同じ経済・事業分野で活動しているかどうかを

検討するべきであるとした。 

(b)内国民待遇の規律に反するかどうかについては、「保護主義的な意図」は決定的ではな

く、外国投資家に比して不均衡な便益を与えるか等「実体的な影響」が重視されるべきで

あると述べた。また、カナダ政府が正当化根拠として主張した国内 PCB 処理能力の維持

という目的については正当性を認めたが、しかし他にも合法的な手段があったとして、カ

ナダの主張を退けた。 

 

 

 

                                                   
9 PCB とはポリ塩化ビフェニルのことである。PCB 廃棄物とは、その物質を含むなどし

ている物が廃棄物となったもの。 
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〈事例 2〉 

公正衡平待遇（fair and equitable treatment） 

本件は日系企業が唯一 BIT 仲裁を利用したケースである。（未公表ケースを除く） 

 

●Saluka Investments BV（The Netherlands） vs チェコ(2006 年 3 月 17 日 )

 

(図 6)公正衡平待遇事例 

出所:経済産業省 METI ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/investment/cases.html 

利用した投資協定は、オランダ・チェコ BIT であり、手続きは〈事例 1〉と同じく、

UNCITRAL 仲裁規則に基づいて行われた。 

 

 事例の概要は、オランダ企業のサルカ（日系企業子会社）はチェコのかつての国営銀行

IPB の 46％の株式を保有していた。IPB 及び国営の３つの銀行は、金融市場において重要

な地位を占めていたが、いずれも多額の不良債権問題を抱えていた。チェコ政府は、３つ

の国営銀行に公的資金投入などの財政支援を行う一方、同様の状況にあった IPB に対して

は財政支援を行わず、サルカは政府との折衝の機会も実質的には与えられなかった。IPB

の経営がさらに悪化したため、中央銀行が公的管理に踏み切り、IPB はその後別の国営銀

行に譲渡された。 

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/investment/cases.html
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 判断の要旨については、公正衡平待遇義務を遵守のために政府は(a)一貫性・透明・合理

的・無差別な行動をとるべきである(b)投資家の合理的期待を阻害してはならない、の二つ

に基づいて判断を行った。 

 最終的な結果は部分的仲裁判断であり、公正衡平待遇義務に違反していると下された。

(a)の一貫性・透明・合理的・無差別な行動をとるべきであるについては、合理的理由なく

IPB を公的資金の対象から除外したことは、無差別に反する。 

(b)の投資家の合理的期待を阻害してはならないについては、サルカに折衝機会を付与しな

い政府の態度が要件に反する。 

 

第 4 節 問題意識  

 所得収支による収益増加の傾向から、今の日本は海外直接投資に対する重要性が高まっ

てきていると言える。その状況下で重要になってくるのは、投資関係での資金の流れにお

いて透明性を保つことであると考えた。そのためには、投資の際に約束事を定めることが

必要なのではないかというところに本稿の関心をおいた。そして、研究を進めていく中

で、私たちが問題意識をもったのは、①投資協定の少なさ②ISDS 条項の重要性の二つに

ある。 

 ①に関しては、前節までに、世界・日本における投資協定の現状や、経済指標から見た

投資協定の必要性について述べてきたが、世界と比較することによって、日本の投資協定

数の少なさという問題が浮上してきた。投資の重要性が高まってきている状況下で、投資

協定が少ないという現状が、投資の際に負の影響をもたらしうるのではないかと私たちは

考えた。 

 また②に関しては、近年 TPP などで ISDS 条項に関する議論が多くなされており、果た

して本当に必要なものなのかどうかについては未だに結論は出ていない。ISDS 条項は投

資による揉め事、紛争の解決手段としての役割があり、ほぼすべての投資協定には ISDS

条項が含まれているとされている。本稿では「投資協定内に ISDS 条項を組み込むことで

よりよい投資協定になりうる」との仮定をおいている。 
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 上記の二つについて、投資協定数が少ない・ISDS 条項がないということは、投資関係

を結んだ際に起こりうるリスクを自国だけで背負っていかなければならないということを

示すのではないだろうか。そのことを明らかにするために、次章からは投資協定と海外直

接投資との関係性、また ISDS 条項が含まれているか否かによって、その影響が数値に表

れるのかについて回帰分析を利用して説明していく。 
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第２章 

先行研究及び本稿の位置づけ 

第 1 節 先行研究 

 海外直接投資と二国間投資協定の関係性について述べたものの 1 つに Busse, Königer, 

kunnenkamp(2008)がある。この論文では、二国間投資協定が FDI に与える影響について

28 カ国を投資送り出し国、83 カ国を投資受け入れ国とし、二国間レベルでの FDI の流れ

について見ている。結果として、「Finally, the BIT variable has a positive coefficient 

and is significant at the 5 percent level, meaning that having a BIT ratified with the 

source country is associated with an increase in FDI flows to the host country.」と結論

付けており、二国間投資協定は投資受け入れ国の FDI 額を増やすことが分かった。 

 Urata(2015）では、投資協定と日本企業が進出している国との相関関係について述べて

いる。ここでは、二国間投資協定のみならず、FTA(自由貿易協定)、EPA(経済連携協定)

に含まれる投資章も調査の対象としている。「 The estimated coefficients on BIT and 

FTA are shown to be positive and statistically significant…」と述べられており、投資協

定があることが日本企業が海外直接投資を行う際の大きな指標となることを示した。 

 

 

第 2 節 本稿の位置づけ 

 本稿の意義は、世界的な投資の動きをできる限り補足する目的のもと、先行研究に

はないサンプルサイズでの分析を行った点である。投資協定の有無と海外直接投資額

を二国間レベルで観測した場合には、協定を結んでいない国や投資関係を全く結んで

おらず投資額のデータが存在しない国がかなり多く存在するということが、データ収

集の際に判明した。よって、分析の際には観測値とした大量のゼロが発生してしまう

ことになってしまい、サンプルサイズを絞り込まなくてはならなかった。また二国間

レベルでの海外直接投資データは先行研究の多くはデータソースを UNCTAD から採
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用しているが、時系列データで見た場合には国ごとのサンプルサイズが大きく乖離し

ており、必ずしも正しい数値が得られる状態ではなかった。本稿ではこの問題を解決

するために、二国間同士での投資の動きではなく、国全体としての投資額・投資受入

額についてのデータ収集を行い、世界的な投資の動きを見ることにした。 

 また、受け入れ額と投資送り出し額の流れを同時に見ようと試みていることも我々

の独自性である。例えば、Busse, Königer, kunnenkamp(2008)では途上国における先進

国からの受け入れ額についてのみの言及にとどまっている。また、Urata(2015)では日本

からの送り出し額にのみ言及しており、投資協定の締結によって日本の受け入れ額に

おこる影響については言及していない。受け入れ額と送り出し額を同時に見ること

で、先進国や途上国といった枠にとらわれることのない（バイアスのかかっていな

い）結果が得られるのではないかと我々は考えた。 

 以上の二つを本稿の独自性としてあげ、次章からは具体的な分析を行っていく。 
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第３章 

分析 

第 1 節 分析概要 

第 1 項 仮説とモデル 
 私たちの関心は、次の 2 つである。 
●投資協定はすべての国において共通して、直接投資額に正の影響を与えるか。 
●発展途上国が関連する投資協定にみられる特徴はないだろうか。 

 

 一つ目に関しては、線形のモデルを用いた重回帰分析モデルを以下のように設定し、201

ヶ国の各種経済指標を用いたパネルデータ分析を行った。 
 

●𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡+1=α + 𝛽1𝑙𝑛𝐵𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 

被説明変数： 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡+1 : t+1 期における海外直接投資額10 

説明変数： 

・α：定数項 

・𝑙𝑛𝐵𝐼𝑇𝑖𝑡 : t 期における二国間投資協定締結数 

・𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 : t 期における GDP 

・𝑙𝑛𝐶𝑂𝑖𝑡 : t 期におけるキャピタル・オープンネス 

                                                   
10 ここでの海外直接投資額はフロー額を示す。 
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・𝑙𝑛𝑇𝑂𝑖𝑡：t 期におけるトレード・オープンネス 

・𝜀𝑖𝑡：誤差項 

 

変数選択 

 変数の出所を以下の表にまとめた。 

 

(表 5)変数出所

(筆者作成) 

●GDP 

 一国の経済規模が海外直接投資額に与える影響は一般的に大きいと考えられるため、本

稿でも変数に入れることとした。 

 

●CO：キャピタル・オープンネス 

 上記の Busee, Königer, Nunnenkamp(2008)では、「What recent studies tend to 

ignore is that policymakers in various countries have resorted to two sets of measures 

to attract more FDI inflows: (ⅰ)unilateral, i.e., non-binding changes in FDI-related 

regulations, most of which amount to a more favourable treatment of FDI, and (ⅱ) 

bilateral (as well as plurilateral) treaties in which host countries have committed 

themselves in a legally binding way to grant foreign investors various rights that 

reduce uncertainty with respect to entry and exit conditions, post-entry operations as 

well as dispute settlement mechanisms.」とある。これは、投資家が投資を行う際には二

国間投資協定のような相互的契約に基づくものだけでなく、投資受け入れ国が外資をより
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受け入れやすくするために自国の法律を変えるといったような片務的な行動を考慮する必

要性があることを示している。よって本稿ではこの変数を用いることとした。本稿は先行

研究に習い、データサイズの大きさから The Chinn-Ito index を用いる。Chinn and 

Ito(2006)では、「KAOPEN is the first principal component of the original variables 

pertaining to regulatory controls over current or capital account transactions, the 

existence of multiple exchange rates , and the requirements of surrendering export 

proceeds.」と明記されており、様々な指標から成り立っていることが示されている。 

 

●TO： トレード・オープンネス 

 一般的に企業が海外進出する際の段階的な戦略として、４つのものが考えられる。その

４つは、①輸出入、②海外生産、③市場立地型投資、④グローバル化である。①輸出入は

多くの場合、国内市場が飽和した際に検討され、海外からの原材料の調達や海外市場への

製品販売を目的として行われる。②の海外生産の段階へと進むと、その目的は安価な労働

力、資源、技術等の生産要素へと移っていく。さらに国際化が進んでいくと③の市場立地

型投資へと移ることに伴い、その目的も海外市場の開拓へと変化する。最終的に④グロー

バル化の段階になると、特定の国ではなく世界を 1 つの市場として捉えて、最適立地を達

成するようになる。 

 これらは段階的に行われると予想されるため、貿易動向の変化が何らかのかたちで直接

投資額に影響を与えているのではないかと考え、この変数を追加することとした。トレー

ド・オープンネスは GDP に占める輸出入額の割合によって表されるとされている。デー

タの出典元については World Bank に記載されている数値を用いた。 

  

この際、上述したモデルでは対数を用いることで各指標の成長率を表している。対数を

用いることのメリットは、欠損値や数字の 0 が多くなりがちなパネルデータ分析におい

て、その影響を省くことができる点にある。デメリットとしては、取り扱うデータの数が

少なくなってしまうことが挙げられるが、本稿の分析で用いたデータサンプル数は、欠損

値を除いても 1700 以上存在するため、それほど一般性を欠かないであろうと判断した。

また、以下に述べる固定効果と変量効果をハウスマン検定によって見比べることでモデル

選択を行った。 
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  次に、追加的に途上国ダミーを作成することでそれぞれのグループにおける特徴を導く

こととした。途上国ダミーは、The World Bank の各国の所得に関するグループ分けによ

り指定されている”Low-income economies”と”Lower-middle-income economies”を参考に

作成している。11その際、”Low-income economies”のダミー変数を LIE、”Low-income 

economies”と”Lower-middle-income economies”を合わせたダミー変数を LMIE としてい

る。次章にて詳しく述べるが、ダミー変数を用いたモデルでは固定効果推定法を行うと変

数が切片や誤差項の一部と同時に消去されてしまうため、変量効果推定のみを行ってい

る。 

 

第 2 項 推定結果 

1.投資協定の影響力 

 表 6,8 は FDI の受け入れ額と送り出し額の成長率に対する各変数の影響力をまとめたも

のである。また、表 7,9 はそれぞれのハウスマン検定の結果をまとめたものである。 

(表 6) 分析結果(Inward)

(筆者作成) 

                                                   
11 The World Bank IBRD-IDA 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups 
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(表 7) ハウスマン検定 

 

 

(筆者作成) 

 

(表 8) 分析結果(Outward)

 

 

(筆者作成) 

(表 9) ハウスマン検定 

 

(筆者作成) 
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 受入額・送出額ともに、ハウスマン検定の結果から帰無仮説が棄却されないため、変量

効果のほうが採用される。 

 結果を見ると、受け入れ額についても送り出し額についても成長率に対し、投資協定の

締結数の増加率は正の方向に優位な影響を与えることがわかる。つまり係数から、締結数

が 1%増加した際に次年度の受け入れ額と送り出し額はそれぞれ 20%前後の増加が統計的

にみられるということである。同時に、GDP とトレード・オープンネスも正の方向に有意

に働いており、経済規模と貿易開放度も大きな要因であることがわかる。それに対して、

外資への開放度は、統計的にあまり海外直接投資額に影響を与えないとの結果となった。

これらは、対数をとることによる影響が多少あるという可能性が存在するが、ある程度の

示唆は与えられるであろう。 

 

 これらの結果をまとめると、以下の 2 つの仮説が考えられる。 

①投資協定の増加は世界的に見ても、受け入れ・送り出し双方に好影響を与える。 

②貿易と投資には相乗効果が見られ、投資協定だけでなく FTA なども同時に締結するこ

とでより高い効果が得られる。 
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2.途上国における特徴に関する分析 

  表 10～13 は、上記のモデルに途上国ダミーを追加したものである。LMIE は、Low-

income economy と Lower-middle-income economy のどちらかに合致するものを 1、それ

以外を 0 としている。LIE は、Low-income economy のみに合致するものを 1、それ以外

を 0 としている。 

 

(表 10) 分析結果(Inward)

 

(筆者作成) 

(表 11) 分析結果(Outward)

 

(筆者作成) 
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(表 12) 分析結果(Inward)

 

(筆者作成) 

(表 13) 分析結果(Outward)

 

(筆者作成) 

 

 受け入れ額に関しては、LMIE で 90%以上、LIE で 95%以上と低い有意水準ではあるも

のの、負の方向に相関があるという結果になった。 

 送り出し額に関しては、LIE で有意水準を満たさない結果となったが、LMIE は 99%有

意で負の相関があることがわかった。 

 

 これらの結果から示唆されることとしては、 

①投資協定の直接投資受け入れ額に与える影響は、途上国グループにおいては他と比べて

低水準になりがちである。 

②投資協定が直接投資送り出し額に与える影響は、比較的発展しつつある途上国グループ

においては他と比べて低水準になりがちである。 
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 そこから、私たちが導き出した仮説は、「FDI の送り出し国の大半が先進国であり、途

上国は自国の発展のために資金を使うことや、受け入れることを視野に入れているが、な

かなか成果に結びついていない現状である」ということだ。 

3.ISDS 条項に関する分析 

 私たちの問題意識として、ISDS 条項の効力に関するものがあり、各国の投資協定のう

ち ISDS 条項を含むものを調査し上記と同じ方法を用いて分析を行った。しかし、様々な

問題から推定結果に妥当性がない、もしくは低いと判断し記載しないこととした。詳しく

は後述の第 2 節にて説明している。 

 

 

第 2 節 モデル説明12 

第 1 項 固定効果推定法 

1.パネルデータ 

 私たちが用いているデータは、一般的にパネルデータと呼ばれる。パネルデータとは、

複数の個体について複数年にわたり観測することで得られるデータである。パネルデータ

を数字で表現する場合{𝑌𝑖𝑡 {
𝑇

𝑡 = 1
|

𝑁
𝑖 = 1

}}のように添え字を２つ用いて、i が観測個体を t が

観測時点を表し、N 個の観測個体の T 個の時点に渡るデータを{𝑌𝑖𝑡}と表す。今回の私たち

のケースでは、観測対象は 201 の国で、1995 年から 2012 年までの各々の経済指標を用い

ているため、N=201,T=18 となる。 

                                                   
12 参考資料 

日本労働研究雑誌 2015 年 4 月号(No.657) 

「固定効果と変量効果」京都大学准教授・奥井亮 

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/006-009.pdf 

（2015/10/30 最終アクセス ） 

 

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/006-009.pdf
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2.最小二乗法 

 固定効果推定について触れる前に最小二乗法について確認するために、以下の単回帰モ

デルを設定する。 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑌𝑖𝑡 : 被説明変数 

α, β : 未知の定数 

𝑋𝑖𝑡 : 説明変数 

𝑢𝑖𝑡 : 誤差項 

誤差項には、𝑋𝑖𝑡の以外のすべての要因を含むものである。 

 

このとき、最小二乗による推定では 

∑ ∑(𝑌𝑖𝑡 − 𝑎

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

− 𝑏𝑋𝑖𝑡)2 

 

を、𝑎と𝑏について最小化し、その最小値をもたらす𝑏を推定量βとする方法である。この

最小二乗推定量によってβの値が推定されるという論理には、前提として説明変数𝑋𝑖𝑡と誤

差項𝑢𝑖𝑡が相関しないということが必要になる。もしこの仮定がなければ、𝑋𝑖𝑡と関連のあ

る要素の効果も合わせて推定量を計測していることになってしまう。この問題は計量経済

学において欠落変数バイアスと呼ばれる。重回帰分析では多少緩和されるが、追加的な変

数が使用可能であるという意味で限界が存在する。 
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3.固定効果と変量効果 

  誤差項𝑢𝑖𝑡について、時間を通じて一定な𝛾𝑖と時間に伴い変化する𝜉𝑖𝑡を考え、 

𝑢𝑖𝑡 = 𝛾𝑖 + 𝜉𝑖𝑡 

 

とおく。このうち𝛾𝑖は個別効果と呼ばれ、𝛾𝑖が𝑋𝑖𝑡と相関していれば固定効果、相関して

いなければ変量効果と呼ばれる。 

回帰式においては、 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝜉𝑖𝑡  

となる。変量効果の場合は最小二乗法によって推定を行うことが可能であるが、固定効果

の場合は𝛾𝑖が𝑋𝑖𝑡と相関しているため最小二乗法では不適切である。この場合、 

𝜇𝑖 = 𝛼 + 𝛾𝑖 

とおくことによって、回帰式は 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜉𝑖𝑡  

と表すことができる。 

ここで各変数の標本平均を考えると 

𝑌𝑖 =
∑ 𝑌𝑖𝑡

𝑇
𝑡=1

𝑇
  , 𝑋𝑖 =

∑ 𝑋𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1

𝑇
 , 𝜉𝑖 =

∑ 𝜉𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1

𝑇
 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜉𝑖  

 

となる。さらに各変数から観測単位ごとに標本平均の値を引くと 

 

𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖 = 𝛽(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖) + 𝜉𝑖𝑡 − 𝜉𝑖 

となる。この変換を固定効果変換と呼び、こうすることによりモデルから𝜇𝑖が消えること

となる。したがって、誤差項𝑢𝑖𝑡のうち説明変数𝑋𝑖𝑡と相関をもつものが個別効果𝛾𝑖𝑡のみで

あり、時間の経過に伴い変化する部分𝜉𝑖𝑡は説明変数𝑋𝑖𝑡と相関しないとすると、 
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∑ ∑{(𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖) − 𝑏(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖) − (𝜉𝑖𝑡 − 𝜉𝑖)}

𝑁

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

2

 

について最小二乗推定を行うことでβの適切な推定量を得ることができる。この推定法を

固定効果推定と呼ぶ。 

 

4.ハウスマン検定 

 ハウスマン検定とは、固定効果モデルに対する変量効果モデルの有効性を判断するため

に、両者の推定結果に基づいてその回帰係数が有意に乖離しているかどうかを見るもので

ある。有意に乖離していない場合は帰無仮説が棄却されないため変量効果推定の結果が望

ましいとされ、逆に有意に乖離している場合は固定効果推定の結果がされる。具体的な検

定方法については、固定効果推定による推定量𝛽𝑤と変量効果推定による推定量𝛽𝑟につい

て、2 つの仮説が存在するとする。 

 

𝐻𝑜: 残差項𝑢𝑖𝑡は説明変数𝑋𝑖𝑡と相関していない 

𝐻1: 残差項𝑢𝑖𝑡は説明変数𝑋𝑖𝑡と相関している 

 

このとき、 

変量効果推定量𝛽𝑟は、𝐻𝑜のもとでは有効一致推定であるがの𝐻1のもとでは一致推定では

ない 

固定効果推定量𝛽𝑤は𝐻𝑜,𝐻1の両方の場合に一致推定である 

ここでq = 𝛽𝑟 − 𝛽𝑤と定義し、V(q) = V(𝛽𝑟) − V(𝛽𝑤)について 

ハウスマン検定では、m = �̂�[�̂�(�̂�)]⁻¹�̂�~𝜒2(𝑘)を計算することになる。 

つまり、�̂�(�̂�)をvar(�̂�)の一致推定とし、自由度𝑘 のカイ二乗分布に従うかどうかによって

帰無仮説𝐻𝑜を検定することが、根源的なアイデアである。 
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 また、検定について参考資料では以下のように述べられている。 

「固定効果推定量は固定効果か変量効果かに関わらず，適切な推定量である。一方，変量

効果推定量は変量効果の場合にのみ適切な推定量であり，固定効果であればバイアスを伴

う推定量になる。そのため，もし変量効果の場合には，これら二つの推定量は同じような

値を取るが，固定効果の場合には大きく異なる値を取るはずである。 (中略) ハウスマン

検定は統計的検定であるので，常に正しい判断を下す訳ではない。ある確率で誤った判断

を下す。特に問題になるのは，本当は固定効果なのに誤って変量効果としてしまうことで

ある。そのため，本来は適切でない変量効果推定量に基づいて分析をしてしまい，例えば

本来は効果がないのに効果が統計的に有意に出た，と報告してしまうという危険がある。 

Guggenberger（2010,Journal of Econometrics, 156, 337―343）はこの問題を理論的に示

している。」 

 第 1 節でも述べたように、本稿では基本的にハウスマン検定の結果に従っている。しか

し、上記のような問題も考えられるため両方の結果を記載することとした。 

 

 

第 2 項 ラグ付き説明変数 

1.本稿におけるモデル 

 本稿においては、時系列データを用いているため説明変数にラグを付けることで以下の

問題を最小化しようと試みた。 

①時系列による被説明変数と説明変数の逆の因果関係の問題 

②内生性の問題 

しかし、デメリットとして系列相関を見過ごす危険性が高くなるといわれている。 
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2.系列相関 

 系列相関とは、時系列データにおける時点ごとの誤差項について、つまり𝑢𝑡と𝑢𝑡−1と

の間に見られる相関のことである。時間的な相関が存在するとき，系列相関があるとい

う。最小二乗法の前提の 1 つとして「誤差項𝑢1,𝑢2,...,𝑢𝑇,はそれぞれ独立に分布する」

というものが存在し、系列相関があるときは最小二乗法の推定結果は不適切なものとな

る。これは固定効果の時と同様である。この系列相関の存在を確かめるために、ダービン

ワトソン検定が行われる。 

 

 

3.ダービンワトソン検定(DW) 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝑢𝑡  

𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜉𝑡 

 

回帰式を上記のように示されるときに、 

𝐻𝑜: ρ = 0 

𝐻1: ρ ≠ 0 

以上の仮説について検証する。ただし、𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑇は互いに独立であるとする。 

また、ダービンワトソン比は次のように定義され、0～4 の値をとる。「DW が①2 前後の

値をとる場合は系列相関なし、②2 より十分小さいとき正の相関、③2 より十分大きいと

き負の相関」と判定される。 

DW =
∑ (𝑇

𝑡=2 𝑢�̂�−𝑢𝑡−1̂)2

∑ 𝑢�̂�
2𝑇

𝑡=1

≈ 2(1 − �̂�) 

 

 ただし、この検定にも問題点が存在し、その 1 つに「系列相関の有無に関わらず、デー
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タサンプルが大きくなるにつれて DW が 2 に近づく」というものがある。私たちは本稿の

データサンプル数の多さから鑑みて今回は検定を行う必要性が低いと考えたため、実施に

は至っていない。 

  

第 3 節 課題 

 本稿の分析を進める上で出てきた今後の課題については以下のとおりである。 

 第一の課題が、二国間の海外直接投資の流れに関してである。先行研究ではいずれも、二

国間の海外直接投資の流れを用いた分析を行っている。本稿でも取り組んだが、主にサンプ

ル数が膨大なため正確な数値データを得ることが難しいことから断念した。また、分析の結

果が膨大なデータのうち多くを占める「0」に影響を受けて正確性を欠くことが問題として

あり、本稿では対数をとることで解決しようと試みた。その問題に関しては、二国間の流れ

を把握していると仮定するならば、ポワソン疑似最尤推定法( PPML : Poisson pseudo-

maximum-likelihood method )によって推定量を求めるのが望ましいと考えられる。Busse, 

Königer, Nunnenkamp(2008)では、実際に、ポワソン疑似最尤推定法を用いて二国間のフ

ローを分析している。 

 第二の課題が、ISDS ダミーの作成に関してである。Urata(2015）では、「The types of 

BITs enacted by Japan may be classified into two types. 中略 Specifically, typical new 

type BITs include NT before and after investment(establishment), MFN before and after 

investment(establishment), and prohibition of performance requirements such as export 

requirement, local content requirement and technology transfer requirement , and 

investor-state dispute settlement.」と述べられている。つまり、従来の投資協定は投資財

産の保護に焦点を当ててきたが、新しいタイプの投資協定では FDI の自由化に関しても同

様に重点が置かれるようになっている。さらには、新しいタイプの投資協定の中には ISDS

条項が含まれていることが触れられていた。これらに関する我々の問題意識の 1 つに、「そ

もそも ISDS 条項の必要性があるのか」、「ISDS 条項が含まれているかどうかによる影響

が数値に表れるか」というものがある。すべての投資協定に ISDS 条項が含まれているかど

うかは確認できなかったため、本稿では、その検証のために実際の判例から逆をたどって
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ISDS ダミーを作成した。しかし、記録が残されている判例件数の少なさという問題が発生

した。また、判例があるもののみを扱うとバイアスがかかるので、本来はすべての投資協定

についてその内容を見ていかねばならない。そのため今回の分析の結果は、不十分なサンプ

ル数によるバイアスが大きく影響しており妥当な結果でないと判断した。 
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第４章 

政策提言 

第 1 節 政策提言の方向性 

 第３章での分析によると、二国間投資協定の影響により、投資送り出し国側・投資受け

入れ国側とともに海外直接投資額は増加するということが傾向として示された。つまり、

二国間投資協定を増やすことが日本経済にとっても好影響をもたらすと考えられる。ま

た、途上国グループにおいては、投資協定の増加率が海外直接投資の成長率へと与える影

響は低くなるということも明らかになった。 

 

 これらの事実を踏まえて本稿が提言したい政策は、以下の二つである。 
①投資協定締結数拡大と国際協力 
②クリティカルマス市場との投資協定締結 

 

第 2 節 政策提言 

第 1 項 投資協定締結数拡大と国際協力 

 投資協定の締結数の増加が海外直接投資額を増加させる傾向にあることは、先ほども述

べたとおりである。 

 国際協力に関しては、第 3 章分析の途上国ダミーの項を参照していただきたい。先述の

ように、途上国グループでは投資協定の増加率が海外直接投資の成長率へと与える影響は

低くなるという傾向にある。海外直接投資額の多くは民間の投資であることも踏まえる

と、投資協定などによって協力関係を深め民間投資額の増加を誘因するとともに、ODA

などによる公的援助を同時並行的に行うなどしてパッケージ化を図ることで国際貢献にも
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つながり、双方に利益をもたらす関係を築けるのではないかと思われる。 

 

第 2 項 クリティカルマス市場との投資協定締結 

 投資協定締結数の拡大をすることは、前章で述べた分析結果からもわかるとおりである。そ

の際に、重要となってくるのが締結先の特定である。我々は、今までにも述べたように、投資

先の候補としては南西アジア、中東、ロシア・CIS、中南米のようなクリティカルマス市場に

重点を置いて拡大を進めていく。特にその中でも取り上げられている 10 カ国のうち、日本が

未だに協定締結（もしくは EPA、FTA 締結）を行っていない国は、ブラジル・ナイジェリ

ア・南アフリカ共和国・コロンビアの四つである。その中でも、コロンビアは 2011 年 9 月に

投資協定署名済みであるので、特に施行に向けての取り組みを優先的に進めていくべきだと考

える。 

 締結推進地域としてクリティカルマス市場を選択した理由としては、主に①欧米企業が既に

参入済みであること②人口ボーナス期③外務省の推進案との一致の三つが挙げられる。 

 ①については、投資協定などによる制度整備がなされていないことが、海外企業に比べて日

本企業が出遅れている要因の一つとなっている可能性が挙げられる。国際的にも今後の成長が

見込まれ、将来的に利益を得られると予想されている市場において、いかに日本企業がその価

値を出していくかに投資協定が貢献できる幅は大きい。 

 ②については、クリティカルマス市場は人口ボーナス期にあるということが挙げられる。中

長期的に開拓していくべき市場を特定していくのに、この人口ボーナス期という指標が活

用できる。この時期には、貯蓄率・投資率ともに上昇することが期待されており、それに

より経済成長が見込まれるということなので、この地域との投資関係を結んでいくことは投資

による利益を増加させるであろう。 

 ③については、2008 年に外務省によって出された「二国間投資協定（BIT）の戦略的活用

について―ニーズに応えた積極的推進のために―」の中でも中東、アフリカ、中南米、中

央アジアの地域を二国間投資協定締結相手国として検討していく方針を固めており、クリ

ティカルマス市場の指定する地域である南西アジア、中東、ロシア・CIS、中南米と比較す

ると被りが多いことがわかる。よってこの二つによって示されている地域の対象国と投資

協定を締結すべきであると本稿では強く主張する。 
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