
 

 

 評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 
国名：中華人民共和国(中国) 案件名：経済法・企業法整備プロジェクト 
分野：法整備 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：中華人民共和国事務所 協力金額（評価時点）： 

先方関係機関： 
1) 実施機関：商務部、国務院法制弁公室 
2) 参与機関：全国人民代表大会（全人代）常
務委員会法制工作委員会、全人代財政経済委員
会、最高人民法院、国有資産監督管理委員会、
国家工商行政管理総局、証券監督管理委員会、
立法顧問グループ等 
日本側協力機関：経済産業省、公正取引委員会、
法務省、日中企業法制研究会、株式会社日本開
発サービス（業務実施コンサルタント） 

 
 
協力期間 （R/D）： 2004 年 11 月 18 日 

 
協力期間：3年間 

2004 年 11 月 18 日～2007 年 11 月

27 日 

 

他の関連協力：特になし 

1-1 協力の背景と概要 

独立行政法人国際協力機構（以下 JICA という）は、2004 年 11 月 18 日に日中双方で合意
した討議議事録（以下 R/D という）に基づき、中国における市場経済化の進展に伴い制

定が急務になっている改正公司法、独占禁止法および市場流通関連法令の法制定・改正支
援、並びに立法関連機関および法執行機関の人材育成に係る技術協力を目的として、2004
年 11 月から 2007 年 11 月までの 3 年間の協力期間で、商務部(以下 MOFCOM という)を実施
機関、全人代財政経済委員会、全人代常務委員会法制工作委員会、国務院法制弁公室、国
家工商行政管理総局等を関係機関として「経済法・企業法整備プロジェクト」（以下プロジ
ェクトという）を実施している。プロジェクト開始から約 1 年となり、改正公司法は 2005
年 10 月に成立し 2006 年 1 月より施行されることとなったこの時期をとらえ、R/D 附属文書
第Ｖ章に定められた JICA と MOFCOM による合同中間評価調査を実施することとした。 

1-2 協力内容 

(1)上位目標 
中国における経済活動を担う会社主体が健全な経済秩序のもとに事業を創設、発展させ

る機会が提供され、公正かつ自由な競争が促進されることによって、一般消費者の利益の
保護と国民経済の健全な持続的発展が実現する。 

(2)プロジェクト目標 
中国における立法関連機関および法執行機関に所属する担当官の能力が向上し、日本の知
見を取り入れ、国際ルールとの調和化の進展を念頭においた透明性の高い経済法・企業法
制度の整備が促進される。 

(3)成果 
サブプロジェクト 1：公司法の整備 
[成果 1]以下の点について立法関係者が理解し、その知見が生かされた法案が起草され、
成立する 
(1) 投資・起業促進 
(2) 会社の健全な経営（会社設立の規範化及びコーポレートガバナンス） 
(3) 株主・債権者の合法的権益を保護する健全なメカニズム 
(4) 関連法（証券法、三資法、破産法、M&A 関連法、国有資産管理法等）との法的整合性
[成果 2]以下の点で会社登記制度および運用の枠組みが確立される。 
(1) 日本の知見を踏まえ、改正公司法の趣旨に適合した会社登記管理条例の整備が促進さ
れる。 
(2) 日本の知見を踏まえ、会社登記実務の研修教材の整備が促進される。 
[成果 3] 改正公司法の立法趣旨を踏まえ、紛争解決及び違反行為への対処する執行体制の
整備が促進される。 



 

 

サブプロジェクト 2：独占禁止法の整備 
[成果 1] 以下の点について立法関係者が理解し、その知見が生かされた法案が起草され、
成立する。 
(1) 市場の支配的地位の濫用の防止 
(2) 過度の経済力集中につながる企業結合の防止 
(3) 価格法、不正競争防止法との調和 
(4) 独占禁止法の執行体制の独立性 
(5) 内資・外資の無差別的な取り扱い 

[成果 2] [成果 1]の立法趣旨および以下の諸点をふまえた執行体制が構築され、透明性が
高く、公正かつ実効性のある運用が行われる。 
(1) 独禁法の執行機関と特定の事業分野の監督管理機関との協調 
(2) 独禁法適用除外範囲の極小化 
(3) 法令及びガイドラインの策定と公開 

サブプロジェクト 3：市場流通関連法の立法研究 
[成果] 立法関係者の市場流通関係の法規に関する知見が蓄積される。 

(5) 投入（評価時点） 

日本側：短期専門家 
（研究会アドバイザー、セミナー講師）

派遣：19 名 
業務実施コンサルタント:2005年5月より投入
本邦研修員受入：延べ 68 名 
セミナー開催等の現地活動費負担 

 
相手国側： 
カウンターパート配置: 訪日研修参加 
延べ 68 名 
研究会参加延べ 126 名 
日本人専門家の執務室提供 
研究会開催のための会場提供 

2 評価調査団の概要 

調査者 

調査団員数 4 名 
(1) 団長・総括：渡辺 雅人 / JICA 中華人民共和国事務所 次長  
(2) 公司法：布井 千博 / 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 
(3) 評価計画：黒田 龍二 / JICA 中華人民共和国事務所 所長助理･企画調査員
(4) 評価分析：監物 順之 / コンサルタント（中央開発株式会社）   

調査期間 2005 年 12 月 16 日（金）～12 月 27 日（火） 評価種類：中間評価 

3. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

(1)成果の発現度 
1)公司法サブプロジェクトにおける成果の発現状況 
①[成果 1]の発現状況 
改正公司法は、2005 年 10 月全人代において成立し 2006 年 1 月より施行される。別添１の
合同評価報告書に記述のとおり、[成果 1]に列記された四点は、プロジェクト活動（研究会、
訪日研修）の中で取り上げられ、日本法の内容が紹介され、討議されている。活動参加者
の日本法に対する理解は深まり、列記された四点を意識した条文が組み込まれた改正公司
法が成立している。[成果 1]は達成した。 
②[成果 2]（会社登記制度および運用の枠組みの確立）及び [成果 3]（紛争解決及び違
反行為への対処のための執行体制の整備促進）はいずれも改正公司法の成立を踏まえての
適用・執行に関する課題であり、これらについてはプロジェクト後半の活動に委ねられる。
2)独占禁止法サブプロジェクト及び市場流通法サブプロジェクトにおける成果の達成状
況 
これらのサブプロジェクトにおいては、対象法令がまだ制定されておらず、PDM に記述さ
れた成果の検証は時期尚早である。 



 

 

(2)プロジェクト目標達成の見込み 
成果の多くがプロジェクト後半の活動に依拠しているため現時点でのプロジェクト目標
達成見込みを判断することは時期尚早である。しかしながら、成果が達成されればプロジ
ェクト目標が達成するように計画されており、成果の達成阻害するような要因は現時点で
はみあたらず、プロジェクト目標は達成される見込みが大きい。 

3-2 評価結果の要約 
中間時点での評価であり、合同評価では 5 項目評価のうち①妥当性及び②効率性について
のみ評価を行うことで日中双方が合意した。 

(1) 妥当性 
改革・開放を進める中国にとり、経済法・企業法の制定・改正は必要性、優先度の高い

課題であるとともに、当該課題への協力は日本の対中協力方針とも整合している。WTO 加盟
に伴い、中国は国際社会の理解を得やすい法制度を必要とする反面、中国は社会主義市場
経済という独自の経済社会発展戦略を取っており、外国の法制度を参考としつつ現在の中
国の経済社会状況に合った中国独自の法制度の構築が進められている。本プロジェクトで
は、研究会・セミナー開催及び訪日研修員の受入を通じて立法・審議及び法令の運用・執
行にかかる中国側関係者に対し中国の草案に対する立法助言及び関連する日本の法制度等
の紹介を行っており、協力のアプローチは適切であり、全体として本プロジェクト実施の
妥当性は高いと言える。 

(2)効率性（公司法サブプロジェクトについてのみ検証） 
前半の活動において達成するべく計画された公司法サブプロジェクトの[成果 1]は達成し

た。投入の量、内容は適切であり、成果の達成に有効に活用されている。中国側カウンタ
ーパートの能力が高く、また、日本側はプロジェクトの業務調整をコンサルタントに委託
し、各活動の課題の明確化を図っている。学識経験者等の専門性の高い人員による派遣や
日本研修を短期集中して知識移転を行うことで成果を得ている。全体として比較的少ない
投入でアウトプットが得られており、効率性は高い。 

3-3 効果発現に貢献した要因 
(1) 国内支援委員の紹介等をつうじて日本の学界、実務界の第一人者を専門家として起用
できたことに加えて委員自らが専門家として現地研究会の中核メンバーとして立法助言の
任にあたったこと。 
(2) 中国側のカウンターパートを立法作業に関係のある部門から選定したこと。 
(3) 中国側の立法計画にあわせ、タイミングよく研究会を実施したこと。 
(4) その時々において中国側が当面している特定課題を研究会のテーマとして選定したこ
と。 

3-4 問題点及び貢献した要因 
 (1)独占禁止法の立法スケジュールが想定より若干の遅れが生じたこと。但し、この遅れ

はプロジェクト後半において挽回できる見込みである。 

3-5 結論 
 
中間評価時点までのプロジェクト全体の活動は概ね計画どおり実施された。 
公司法サブプロジェクトは、改正公司法が 2005 年 10 月 27 日に成立・公布され、[成果 1]
は順調に発現した。公司法サブプロジェクト以外の立法支援については、別添１の合同評
価報告書 5.1.(3) 成果の達成状況でみたように活動の効果があらわれていることを確認で
きた。その他の各[成果]は、現時点で形に表れる状態での発現はまだ見られないが、計画
に沿っての活動を継続することにより PDM 上の[成果]を達成できると思われる。 
中国側カウンターパート機関と日本側との間で良好なコミュニケーションが維持されて

おり、活動の実施上の課題・問題について適切な対処が行われている。プロジェクトのマ
ネージメントに特筆すべき問題はない。 
公司法サブプロジェクトの適用・執行支援に関し、会社法裁判実務他及び会社法と破産法
との整合性及び商業登記制度等についての支援ニーズが確認された。具体的な活動（案）
の検討は、日本側協力リソースの状況を勘案しつつ進める必要があるものの、内容的には
概ね当初計画の範囲内であり、現時点で軌道修正の必要はない。 



 

 

3-6 提言 

3-6-1 プロジェクト後半の活動計画に対する提言  
(1)今回の調査において、公司法サブプロジェクトの適用・執行支援に関し、最高人民法院
の裁判官を対象とする会社法裁判実務及び会社法と破産法との整合性等についての支援ニ
ーズがあることを確認した。 
これらへの対応を含め、2006 年度のプロジェクト全体の活動計画については、2006 年 3

月に開催を予定している第 3 回日中合同委員会までにより詳細な中国側の支援ニーズの確
認を行ったうえで日本側協力リソースの状況を勘案しつつ具体的な活動（案）の検討を行
うこと。 
(2)公司法サブプロジェクトでは、中国側の立法スケジュールに沿って中国側が直面した立
法過程における課題をテーマとして選定し、研究会、訪日研修等の活動をタイミングよく
実施したことが成果の発現に寄与した。 
独占禁止法草案は、2006 年 4 月以降に全人代常務委員会における第 1 回審議が行われる

予定であり、早ければ 2006 年中に成立する見込みである。公司法同様に立法スケジュール
に沿って適切なタイミングで活動を実施することが期待される。 

3-6-2 PDM の改訂についての提言 
プロジェクトは順調に進捗し成果を上げつつある。現時点では PDM 改訂の必要は認めら

れないが、今後後半の活動について中国側のニーズ及び日本側の対応の可能性を精査の上
必要があれば改訂すること。 

3-7 教訓 
公司法サブプロジェクトにおいては、1 年間という短い期間でプロジェクト活動を反映し

た法改正が実現している。この要因としては、中国側のニーズが高かったことに加え、実
施面において、中国側においては立法作業に直接関わる関係諸機関の担当者をカウンター
パートに選定したこと、立法スケジュールにタイミングをあわせ、中国側が当面する特定
課題をテーマとして日本における当該分野の第一人者を短期専門家として派遣しての焦点
を絞った研究会を開催したことが、非常に有効であり、今後他の立法支援協力においても
参考になると思われる。 
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