
1970年代の二度にわたる石油ショッ

クの後、エネルギーの安定供給は各国

のエネルギー政策の中心であった。

1980年代に至って、マーケットメカニ

ズムの発達、規制緩和の波がエネルギ

ー分野にも押し寄せ、特に西側先進国

においては、原油・石油製品は通常の

商品（コモディティ）として扱われる

ようになった。

この状況は現在も続いており、マー

ケットによる価格決定、政府による規

制の緩和などをベースとする各国のエ

ネルギー政策は進展を見せている。

しかし他方で、需給逼迫による石油

価格の高騰、停滞するインフラや資源

開発への投資、不安定なイラク・イラ

ン情勢、米国におけるハリケーンなど

の自然災害といった事柄を起因とし

て、エネルギーセキュリティの問題が

現在再び議論されている。

昨年行われた、スコットランドのグ

レンイーグルスにおけるG8サミットで

も「世界経済と石油」という問題が討

論された。これに続き、2006年7月にロ

シアのサンクトペテルブルグで開かれ

るG8では、エネルギーセキュリティの

問題が取り上げられる予定である。

エネルギー安全保障に対する各国の

取り組みとしては、国際エネルギー機

関（IEA）の下での石油備蓄や融通制

度、石油供給源の多様化、天然ガスや

再生可能エネルギーの利用促進を含め

たエネルギー源の多様化といったハー

ド面から、エネルギー産出国との関係

強化といったソフト面まである。

この中でエネルギー憲章条約は、強

制力のある国際条約としてエネルギー

分野での投資、貿易、通過を保護し、

ソフト面からのエネルギー安全保障に

取り組んでいる。

エネルギー憲章条約の成立から既に

10年が経っているが、その経緯を簡単

1. エネルギー憲章条約の
成り立ち
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今年初めに、ロシアとウクライナの天然ガス価格交渉が暗礁に乗り上げ、ロシアがウクライナへの天然

ガス供給を一時削減したことは大きなニュースとなった。ロシアはヨーロッパにとって最大の天然ガス輸

入元であり、その輸入量（1,100億立方メートル）は消費量の22パーセントにあたる。現在のところ、ロシ

アからヨーロッパへの天然ガス輸出はすべてパイプラインで行われており、このうちウクライナを経由す

るのが約80パーセント、ベラルーシ経由が約20パーセントである。このため、ロシアからウクライナへの

天然ガス供給削減は、ヨーロッパ諸国にとっては深刻な問題であった。

実際のところ、ロシアからの天然ガスは、冷戦時代からソヴィエト連邦崩壊後の混乱期を通じて、極め

て安定してヨーロッパに供給されてきた。しかし最近に至って、2004年2月にもガスプロムが、ヨーロッパ

への供給分を含むすべてのベラルーシに対する天然ガス供給を一時ストップするなど、ロシアがパイプラ

インによる天然ガス供給を政治的影響力行使の手段として使おうとする傾向が見られるのが懸念される。

ロシアから日本への石油・天然ガス輸入は、以前はごく少量の石油がサハリンから輸入されるのみであ

った。しかしサハリンI、サハリンIIという巨大プロジェクトが立ち上げられ、原油・LNGの輸入が本格化

しつつある。さらにロシアは、シベリア原油の新たなマーケットとして日本、韓国、中国、米国西海岸な

どの環太平洋地域を想定し、東シベリア－太平洋パイプライン建設を計画している。このパイプライン計

画をめぐる日本、ロシアおよび中国の交渉状況は、一般のメディアでも取り上げられるような話題となっ

ている。

エネルギー憲章条約は、1990年代初期の旧ソ連・東ヨーロッパの共産主義政権の崩壊、およびそれに伴

う社会混乱の中で、パイプラインによるヨーロッパ向けの天然ガス安定供給の確保を直接の契機としてつ

くられた。日本を含む東アジア地域では、現在いくつかの国際パイプラインシステムが計画、建設されて

いるが、これらのパイプラインによる石油・天然ガスの安定供給をどう図るかということについて、ヨー

ロッパの経験から学ぶ点は多いと思われる。本稿では、エネルギー憲章条約がどのように石油・天然ガス

国際パイプラインのエネルギー安定供給に貢献しているかについて述べてみたい。

エネルギーセキュリティと「エネルギー憲章条約」
～東アジアの国際パイプライン計画への貢献可能性～



に振り返ってみる。1990年代はじめの

旧ソ連、東ヨーロッパにおける政治経

済体制の変換およびそれに伴う社会混

乱は、パイプラインによりこの地域か

ら天然ガスの供給を受けている西ヨー

ロッパ国々にとって大きな関心事であ

った。1991年12月、オランダのデン・

ハーグに、西ヨーロッパおよび旧ソ連、

東ヨーロッパの国々が集まり、これに

米国、カナダ、オーストラリアおよび

日本が加わって、エネルギー分野にお

ける東西協力を促進することを宣言す

る「ヨーロッパエネルギー憲章」が作

成された。

このヨーロッパエネルギー憲章の柱

は、エネルギー分野での市場改革およ

び貿易・投資の促進という二点あっ

た。この内容を条約という国際法上の

枠組みに移すための各国間の交渉は

1992年から開始され、1994年12月にポ

ルトガルのリスボンで最終的に「エネ

ルギー憲章条約」として合意に達した。

1998年4月には批准国が30カ国を超え、

条約が発効した。現在51カ国および1

国際機関（ヨーロッパ連合）が条約加

盟国になっており、事務局はベルギー

のブリュッセルにある。日本は前述の

ように条約の原署名国である。条約へ

の署名は1995年6月に行われ、2002年7

月に国会がこれを批准している。

条約の重要な当事者であるロシア

は、署名はしているが、いまだ批准し

ていない。ロシアは従来から、通過に

ついての詳細を規定した「通過議定書」

はエネルギー憲章条約と不可分の重要

な部分であり、この通過議定書交渉が

決着する以前に条約は批准できないと

言っている。通過議定書は、現在他の

国による交渉はすべて終了し、ヨーロ

ッパ連合とロシアの間で最終交渉が進

行中である。条約未批准の間、ロシア

には第45条に基づいて条約が暫定適用

される。
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出所：エネルギー憲章事務局

図1 エネルギー憲章事務局ロゴ

エネルギー憲章条約の第二条は、条

約の目的を「補完と相互の利益に基づ

いて、エネルギー憲章に従い、エネル

ギー分野における長期的協力関係を促

進するための法的枠組みを構築するこ

と」と規定している。

安定かつ包括的で内外差別のない投

資、貿易法制度を旧ソ連および東欧諸

国につくることにより、これらの地域

における政治リスクを軽減し、市場原

理に基づく自由なエネルギー原料や産

品の貿易、およびエネルギー分野にお

ける投資の保護促進に貢献しようとす

るものである。さらには、これらの国

からのエネルギーの安定供給、エネル

ギー産業の再建および経済改革の促進

を目指している。

エネルギー憲章条約の基本的な立場

は、エネルギー分野における投資、貿

易、通過について、外国人を内国人と

の差別待遇から保護することにある。

この条約の規定には法的拘束力があり、

紛争があった場合には国際紛争調停を

提訴することができる。

エネルギー憲章条約は、必要最低限

のルールを定め、異なった法、経済制度

を持つ国と国との間にブリッジをかけ、

貿易の促進を図る。条約に加盟するこ

とで、当該国は外国投資家に対し外国

投資促進という政治的メッセージを送

ることができる。エネルギー憲章条約

は、加盟国が相互にその権利、義務を認

め合うことにより機能するものである。

エネルギー憲章条約は次の三つの主

な分野から成る（図2参照）。

・貿易・通過

・投資

・エネルギー効率

2. エネルギー憲章条約の
概要

図2 エネルギー憲章会議と各部会

出所：エネルギー憲章事務局



エネルギー憲章条約の貿易分野にお

いては、エネルギー産品（石炭、石油、

天然ガス、電力）およびエネルギー関

連機器がカバーされ（サービスおよび

知的財産権は範囲外）、内外差別のな

い開かれたエネルギー貿易が加盟国の

義務として規定されている。形式的に

は関税および貿易に関する一般協定

（GATT）の関連規定が準用される。

従って、GATT加盟国でなくてもエ

ネルギー憲章条約加盟国間ではGATT

ルールが適用されることになる。この

準用規定をWTO協定に変更するため

の貿易改定書は1998年4月に合意され

たが、現時点（2006年1月）ではまだ

発効していない。貿易分野には、エネ

ルギー憲章条約独自の、GATT形式の

パネルによる紛争調停メカニズムが規

定されている。

条約上、エネルギーの通過とは、三

つ以上の地域または国にまたがるパイ

プラインによる石油・天然ガス輸送お

よび送電設備による電力の送電をい

う。エネルギー憲章条約は、通過に関

して独自の規定を有す。この規定の下

で加盟国は、通過の自由の原則に従い、

その出発地および仕向地による差別ま

たは不合理な制限をしてはならない。

また、通過に関しては特別の調停メ

カニズムが条約に規定されている。こ

の制度の下、独立調停者が任命され、

紛争の調停にあたる。問題が解決しな

い場合には、独立調停者は12カ月以内

の暫定通過タリフを決定できる権限を

持つ。

前述のように、通過についての詳細

を規定した通過議定書は、他の国によ

る交渉はすべて終了し、現在ヨーロッ

パ連合とロシアの間で最終交渉が進行

中である。

さらに、エネルギー憲章条約をもと

に模範協定（Model Agreements）が作

成されている。これは、条約の規定を

個々のプロジェクトに反映させること

を目的とし、政府間協定（Intergove

rnmental Agreements）および政府・民

間企業間の主催国政府協定（Hos t

Government Agreements）から成る。

このModel Agreementsは、エネルギー

憲章事務局のホームページ（www.

enchar ter.org）で見ることができる。

3. エネルギーの貿易と
通過
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エネルギー憲章プロセスの中核部分

ともいえる、パイプラインによる国境

を越える石油・天然ガスの貿易および

通過について、もう少し詳しく述べて

みたい。

国境を越える取引の実態を把握する

のはなかなか難しく、貿易統計は資料

により違いがある。エネルギー貿易統

計も例外ではない。例えばBP統計は、

2004年の全世界の石油貿易量を4,800

万バレル／日（原油3,700万バレル／

日、石油製品1,100万バレル／日）と

しているが、OPEC統計は6,000万バレ

ル／日（原油4,800万バレル／日、石

油製品1,200万バレル／日）と推定し

ている。完全な統計システムを有して

いない発展途上国における、石油取引

量の推定の差によるものと考えられる

が、その乖離ははなはだ大きいと言わ

ざるをえない。

ここでは、BP統計により世界の石

油天然ガス貿易の現状を見てみる。ま

ず石油については、1980年には全世界

の石油生産量6,300万バレル／日のう

ち、51パーセントにあたる3,200万バ

レル／日が国境を越えて取引された

（図3参照）。これが2004年には、生産

量8,000万バレル／日に対して60パー

セント、4,800万バレル／日へと、

率・量ともに増えている。

今後さらに世界各地で石油消費量の

増加が続く一方で、生産は中東地域に

集中するようになると予想される。こ

のため貿易量はさらに拡大し、石油消

費国の輸入依存度がいっそう高くな

る。IEAの予測では、OECD全体の輸

入依存率は2002年の63パーセントから

2030年には85パーセントに増加し（表

1参照）、中国の輸入量は1,000万バレ

ル／日に達する。一方で、2002年には

1,700万バレル／日だった中東地域の

石油輸出は、2030年には4,600万バレ

4. 世界の石油・天然ガス
貿易
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図3 世界の石油貿易（1980～2004年）

出所：BP Statistical Review of World Energy 2005



ル／日に拡大し、世界の地域間の石油

貿易量の3分の2が中東からの輸出で占

められることになると指摘している。

天然ガスについては、2004年には生

産量の25パーセントが国境を越えて取

引された。天然ガスにはパイプライン

とLNGの二つの輸送手段があり、輸

送距離4,000～5,000キロメートル以下

であればパイプラインが、それ以上で

あればLNGが経済的に有利とされる。

2004年の天然ガス貿易量6,800億立方

メートルのうち、パイプラインによる

ものは4分の3、LNGは4分の1であっ

た。なかでもヨーロッパのパイプライ

ンによる輸入は、全天然ガス貿易量の

半分にあたる（図4参照）。

天然ガスについてもIEAの予測を見

てみると、世界の地域間の天然ガス貿

易は、2002年は4,170億立方メートル

であったものが、2030年には1兆2,650

億立方メートルに増加する。ロシア、

カスピ海周辺地域、アフリカ、中東地

域での生産が増加する一方で、ヨーロ

ッパ連合は、2030年には需要の81パー

セントを輸入に依存しなくてはならな

くなる（表2参照）。世界の地域間の

LNG貿易についても、2002年の1,500

億立方メートルに対して、2010年には

2,500億立方メートル、2030年には

6,800億立方メートルに増加すること

が予想されている。

石油と天然ガスは同じ炭化水素燃料

であるが、エネルギーコモディティと

しては大きく性質が異なる。石油は液

体で扱いやすく、1860年代から使用さ

れるようになり、燃料として長い歴史

を持つ。運送が容易で、極めて初期か

ら世界市場が形成され、国境を越える

取引が行われてきた。マーケットメカ

ニズムによる価格決定も、1980年代半

ばから20年以上の歴史をもつ。また、

運輸部門での石油消費は、他の燃料で

は代替が難しいなどの特徴がある。

天然ガスは気体燃料であることか

ら、技術的にその使用がより難しく、

また、生産、運輸、消費の各部門でより

大規模なインフラストラクチャーへの

投資が必要である。このため、天然ガ

スの商業的利用が本格化したのは、石

油よりも大幅に遅れ1950年代であった。

大規模投資の回収の必要性から生ま

れた、テイクオアペイ（take-or-pay）

条項を含んだ長期契約による取引形態

が一般的であり、いまだにそこから脱

却できていない。米国および英国では、

規制緩和によりマーケットメカニズム

が導入されているが、多くの国でガス

産業は技術的にも財務的にも「ガスチ

ェーン」のなかにある。発展途上国で

は、天然ガスの消費は電力発電所に限

られている場合が多いといった要素も

ある。

しかし既に多くが指摘しているよう

アナリシス
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に、天然ガスは単位熱量当たりの二酸

化炭素の排出量が小さく、環境にやさ

しいエネルギーであるため、その利用

の拡大が期待されている。究極埋蔵量

は石油と天然ガスはほぼ同等であり、

石油は中東地域に集中しているのに対

して、天然ガス資源は世界各地に分散

しているという利点もある。

天然ガス液化のガスツーリキッド

（Gas-to-Liquids：GTL）、パイプライン、

LNGのコストダウン、圧縮ガス

（Compressed Natural Gas：CNG）とい

う新たな輸送手段のためのテクノロジ

ーなども、天然ガスの利用拡大に貢献

していくものと期待される。
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国境を越えるパイプラインの代表的

なものとしては、

・米国とカナダとの間の石油および天

然ガスパイプライン

・南米の天然ガスパイプライン

・中東の石油パイプライン

・ナイジェリアからベニン、ガーナ、ト

ーゴへの海底天然ガスパイプライン

・北アフリカからヨーロッパへの天然

ガスパイプライン

・北海周辺の石油・天然ガスパイプラ

イン

・旧ソ連から東西ヨーロッパへの天然

ガスパイプライン

・旧ソ連から東ヨーロッパへの石油パ

イプライン

・カスピ海から地中海市場への石油・

天然ガスパイプライン

・ロシアからトルコへの海底天然ガス

パイプライン

・カザフスタンから中国への石油パイ

プライン

・東南アジアのミャンマー－タイ間、

マレーシア－シンガポール間、イン

ドネシア－シンガポール間の天然ガ

スパイプライン

などが挙げられる。前の章で述べたよ

うに、今後石油・天然ガスの生産地と

消費地との間の距離が拡大し、貿易量

が増大すると、その輸送のためにさら

なるパイプラインプロジェクトが必要

になってくる。

国境を越えるパイプラインの歴史を

振り返ってみると、北アメリカとヨー

ロッパで大きな成功を収め、既に確立

された石油・天然ガスの運送手段とい

5. 世界の国際石油・天然
ガスパイプライン

出所：IEA Russian Energy Survey 2002

図5 ロシアの石油関連インフラストラクチャー



うことができる。

北アメリカやヨーロッパの外側で

も、アルジェリアからチュニジア経由

でイタリアへ天然ガスを供給するトラ

ンスメッドパイプライン（前述、北ア

フリカからヨーロッパへの天然ガスパ

イプラインの一つ）、旧ソ連から東西

ヨーロッパへのガスプロムによる天然

ガスパイプライン（前述）および旧ソ

連から東ヨーロッパへのトランスネフ

チによる石油パイプライン（前述）の

三例を、成功例とすることができよう

（図5、6参照）。

しかし、これら成功の影では失敗に

終わったプロジェクトも存在してき

た。国際パイプラインは、国境を越え

る地点で絶えず供給中断の恐れにさら

されている。その原因は、国家間の政

治的紛争のみにとどまらず、価格や権

益配分といった経済的理由にまで及ん

でいる。

2003年の国連開発計画（UNDP）、

世界銀行のスタディ（参考文献参照）

では、前述した中東地域におけるパイ

プラインの中の、イラク原油輸出パイ

プライン（3系列：シリア－レバノン

経由、トルコ経由およびサウジアラビ

ア経由。トルコ経由以外は現在閉鎖中）

およびトランスアラビアパイプライン

（サウジアラビアからヨルダン－シリ

ア－レバノン経由で地中海市場へ。現

在閉鎖中）を、政治的紛争による失敗

例として挙げている。さらに、計画段

階で断念・中断されたプロジェクトを

あげようとすれば、枚挙にいとまがな

くなるだろう。

通過が含まれる場合、すなわち、3

カ国以上が関係する場合には、事態が

より複雑になることは想像に難くない

だろう。現時点での石油・天然ガスパ

イプラインの通過国を地域別に挙げて

みると、

・北アメリカ（米国）

・西ヨーロッパ諸国

・東ヨーロッパ諸国

・北海周辺（英国、デンマーク、ドイ

ツ、オランダ）

・バルチック諸国（エストニア、ラト

ビア、リトアニア）

・ロシア周辺（ロシア、ウクライナ、

ベラルーシ）

・中央アジア（ウズベキスタン、カザ

フスタン）

・コーカサス諸国（グルジア、アルメ

ニア）とトルコ

・北アフリカ（モッロコ、チュニジア）

・西アフリカ（ベニン、トーゴ）

などがその主なものである。通過は通

常、統計上通過国の輸出入としてはカ

ウントされない。

アナリシス
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出所：IEA Russian Energy Survey 2002

図6 ロシアの天然ガス関連インフラストラクチャー
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次に、パイプラインの経済的特徴を

簡単に述べる。

・パイプライン建設には大規模かつア

ップフロントでの投資が必要であ

り、いったん建設されたパイプライ

ン施設は他への転用が難しい。パイ

プラインプロジェクトのコストは固

定費用がその大部分を占める。パイ

プラインは一度建設され、適切に操

業、メンテナンスされていれば、通

常50年の長期間にわたるプロジェク

トライフを有する。

・石油・天然ガスパイプラインは常に

事故の可能性が存在し、安全操業が

重要である。さらに、石油・天然ガ

スは、消費者の生活、社会経済活動

になくてはならないものであり、事

故等による供給中断はこれらに重大

な影響を与えることから、常にその

安定供給が図られなければならな

い。

・パイプラインプロジェクトには「規

模の経済」が働く。大雑把に言って、

パイプラインの輸送能力はパイプの

半径の二乗に比例し、パイプライン

の建設費用は施設の地表面積に比例

する。このため、パイプラインの輸

送能力の増大に対する費用増加の割

合は小さく、二つのパイプラインが

同じ市場で競争した場合には、小規

模パイプラインはコスト面から、よ

り大きなパイプラインに勝つことが

できない。パイプラインは自然独占

物の典型例とされる。

・パイプラインは、上流部門と下流部

門をつなぐ位置にあることと、自然

独占物であるという性格から、石

油・天然ガス産業全体に対して強い

影響力を持つ。歴史的には、19世紀

末から20世紀初頭にかけて米国の石

油産業を支配したスタンダードオイ

ルが、そのよい例である。

このような理由から、パイプライン

に対しては、建設段階から操業に至る

まで、ほとんどの国で政府による関与、

規制が行われてきた。

近年進んでいる天然ガス産業の規制

緩和政策は、「ガスチェーン」の生産、

輸送、配給という各部門を分離し、新

規参入者が市場に入りやすくすること

で競争原理の導入を図るというもので

ある。

パイプラインの中流部門では、その

自然独占物という性格から、所有、操

業については今まで通り国の規制下に

置き、第三者がパイプラインを使用で

きる権利（Third Party Access）を確立す

ることにより規制緩和を進めている。

6. パイプラインの経済的
特徴

国境を越えるパイプラインの法的な

観点から見た問題点は、パイプライン

が一つの国家から、異なるシステムを

持つ別の国にわたって建設、操業され

るという点にある。このため理論的に

は、二つの主権国家をつなぐ法的枠組

みとしての2カ国間協定、国際条約が

必要になってくる。

実際のパイプラインによる貿易通過

案件の事例では、条約、二国間協定、

当事者間契約などの法的媒介が何重に

もなって、一つの枠組みを形成してい

るのが通常である。

この条約、二国間協定という法形式

に対抗する、もう一つの極めて有力な

形態が、米国、カナダ間のパイプライ

ンによる石油・天然ガス貿易に見られ

る。これは、両国のコモンローに基づ

く法体系により、他の産品とまったく

同じ扱いで石油・天然ガス貿易が行わ

れるもので、特別な協定や条約は存在

しない。これは開かれた経済の下で、

極めて似た法、社会体制を持つ米国、

カナダ間でこそ可能な事例ということ

ができる。

エネルギー憲章条約が、そもそも

1991年のソ連崩壊以降のロシアからヨ

ーロッパへの、パイプラインによる石

油・天然ガス安定供給のための法的枠

組みを提供することを目的とし、東西

ヨーロッパ、旧ソ連圏および日本をカ

バーしていることは既に述べた。

エネルギー憲章条約成立（1994年）

以後、ヨーロッパ連合の拡大、単一市

場形成のための制度整備の一環とし

て、天然ガスについて2003年に「域内

ガス市場に関する指令」（2003／55／

EC）が発布された。現在、各国の諸

制度の整備が進められている段階で、

今後ヨーロッパ連合域内の天然ガスパ

イプライン・ネットワークは、この指

令の下での統一的なルールによって運

営されることになる。

なお、エネルギー憲章条約の域外で、

ナイジェリアからベニン、ガーナ、ト

ーゴへの西アフリカガスパイプライン

について関係4カ国は、エネルギー憲

章条約とほぼ同じ内容の西アフリカガ

スパイプライン条約を締結している。

エネルギー憲章条約による貿易、通

過の原則が適用され、それがプロジェ

クト成立にも貢献した例として、バクー

－トビリシ－ジェイハン（BTC）パイ

プラインおよび南コーカサスパイプラ

イン（SCP）がある。

この二つのパイプラインは、アゼル

バイジャンのバクー沖にあるアゼリ－

チラグ－グナシリ（ACG）油田とシャ

ーデニスガス田から、グルジア経由で、

それぞれ原油と天然ガスをトルコ地中

7. 国境を越えるパイプラ
インの法的側面
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海岸のジェイハンと、トルコ国内のガ

スパイプラインまで運ぶものである。

現在SCPは建設段階にあり、BTCパ

イプラインのほうは建設が終了し、パ

イプライン内に原油を充填する作業が

進行中である。日本からは、ACG油田

に権益を持つ国際石油開発（INPEX）

と伊藤忠がBTCパイプラインコンソー

シアムに参加している。関係3カ国（ア

ゼルバイジャン、グルジア、トルコ）

がすべてエネルギー憲章条約の加盟国

であることもあり、この二つのプロジ

ェクトの2カ国間協定および当事者間契

約は、前述の条約をもとにした模範協

定の中の政府間協定および主催国政府

協定がそのベースになっている。その

契約体系は、他の分野の事項（環境、

社会に対する影響、人道上の保障、安

全保安など）も含み、膨大で複雑なも

のだが、オペレーターのBPは専用のホー

ム ペ ー ジ（ www.caspian developmen

tandexport.com）を開設してその詳細を公

表している。現在計画段階にある他の

プロジェクトにおいても、この模範協

定を使用することが検討されており、

より一層の普及が期待される。

エネルギー憲章条約は、投資分野に

関しては、加盟国が他の加盟国の投資

家（外国投資家）の投資財産に対して

内国民待遇または最恵国待遇のうちど

ちらか有利なものを付与すること、一

定の要件を満たさない国家による収用

の禁止、送金の自由など、いわゆるカ

ントリーリスクを軽減するための規定

を有している。

これらに違反が認められる場合には、

加盟国政府およびその投資家は、当該

加盟国を相手取って紛争調停プロセス

に入ることができる。外国人投資家と

政府との間の紛争の場合は国際投資紛

争解決センター（ICSID）、国連国際商

取引法委員会（UNCITRAL）、または、

ストックホルム商工会議所（Stockholm

Chamber of Commerce）に提訴するこ

とができる。政府間の紛争の場合には、

UNCITRAL規則に沿って条約上の特別

の裁定機関が設置される。

この、強制力を伴った投資に関する

規定は、2カ国間投資協定には同様の

規定が見られるものの、経済協力開発

機構（OECD）、世界貿易機関（WTO）

による投資保護条約交渉が進展してい

ない現状においては、多くの国が参加

する国際条約としては唯一のものとい

うことができる。

投資分野の詳細説明については別の

機会に譲りたいが、エネルギー憲章条

約に基づく投資家対政府の提訴案件

は、公表されているものでこれまでに

8件ある（表3参照）。そのうちの一つ

が、ユーコスの一連の事件に関連する

ものである。

2005年2月にユーコスの外国人株主

が、この事件を、税金を名目とした国

家による不当な接収だとしてワシント

ンのICSIDに提訴し、現在審理中であ

る。この提訴は、ロシアが条約を批准

していない現状において、どこまで署

名国として条約が暫定適用されるかと

いう観点からも注目される。

なお、現条約には、投資が行われる

段階以前の内外差別をなくすことにつ

いて、最大限努力する旨の規定がある。

これを、法的拘束力を持ったものにす

るための補足条約の作成を目指して交

渉が行われている。

この他、エネルギー憲章条約の中に

は、エネルギー効率に関する規定もあ

る。これはエネルギーサイクルにおい

て生ずる環境上の悪影響を、経済的に

効率的な方法で最小限にすることを定

めた強制力のない努力規定である。エ

ネルギー効率に関するワーキンググル

ープが設置され、活動を行っている。

エネルギー効率について詳細を定めた

「エネルギー効率および関係する環境

上の側面に関するエネルギー憲章に関

する議定書（PEEREA）」が、条約と

同時に作成されている。

8. エネルギー憲章条約の
投資分野

Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. The Republic of Latvia

Petrobart Ltd v. The Kyrgyz Republic

Plama Consortium Ltd v. The Republic of Bulgaria

AES Summit Generation Ltd v. The Republic of Hungary

Alstom Power Italia SpA/Alstom SpA v. The Republic of Mongolia

Hulley Enterprises Ltd v. The Russian Federation

Yukos Universal Ltd v. The Russian Federation

Veteran Petroleum Trust v. The Russian Federation

Hrvatska Elektropriveda dd v. The Republic of Slovenia

表3 エネルギー憲章条約下の投資家・政府の国際紛争処理機関への提訴

出所：アレン・オーヴェリ法律事務所他
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近年、サハリン－東京天然ガスパイ

プライン、東シベリア－太平洋石油パ

イプライン、中国－カザフスタン石油

パイプライン、トランスASEANガス

パイプライン（TAGP）、イラン－パ

キスタン－インド天然ガスパイプライ

ンなどのパイプラインプロジェクトの

建設、計画の進展により、ユーラシア

大陸の東側でエネルギー憲章条約に対

する興味が盛り上がっている。

このため中国（2001年）、韓国

（2002年）、ASEAN（2003年）、パキス

タン（2005年）がオブザーバーとして

エネルギー憲章条約に参加し（図7参

照）、東アジアに国際パイプラインに

よる石油・天然ガス供給を行うための

下地がつくられつつある。ロシアの条

約未批准という問題はあるが、現時点

でもロシアは署名国として国内法に反

しない限り条約下の義務を負ってい

る。今後、東アジア側とヨーロッパが

協調し、ロシアに条約批准を一層求め

ていく必要がある。

本稿で見てきたように、パイプライ

ンによる石油・天然ガス貿易・通過に

関して、エネルギー憲章条約は必要最

低限のルールを定め、その基盤を提供

しようとするものである。また、パイ

プライン建設を含む資源開発案件には

大規模な外国投資が必要であることか

ら、条約の投資保護の規定もエネルギ

ー安定供給に大きな役割を担う。著者

は、エネルギー憲章条約が日本周辺に

おけるエネルギーセキュリティに一層

貢献していくことを祈っている。

なお、本稿で示された見解は著者個

人のものであり、エネルギー憲章事務

局の公式見解ではないことをお断りし

ておく。

9. おわりに
～東アジアの国際パイプライ
ンとエネルギー憲章条約～

出所：エネルギー憲章事務局

図7 エネルギー憲章条約加盟国
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