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国名
経済法・企業法整備プロジェクト

中華人民共和国

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

中国では、市場経済化の促進と経済活動のグローバル化に伴い、国際ルールとの調和化を意識した国
内の制度・政策の見直しを急ピッチで進めていたが、市場経済の主体として要のひとつである企業活動
においては、資本形態毎に異なる法令が適用されており、企業活動に影響を及ぼしていた。経済関係の
法整備のために立法体制が整備され、改正公司法（会社法）や独占禁止法（独禁法）の起草等の作業が
進められ、各国の法規の比較研究を行っていたが、諸外国の法規の調査・理解については、その国の経
済・社会背景を踏まえた法規の解釈が十分でないこともあり、これらの実態を踏まえた法規の制定や、
関係する周辺法との整合性についても課題を残していた。さらに、運用や執行については関係する人員
が多いこともあり、公平で的確な運用・執行も課題となっていた。

プロジェクトの目的

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及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度の高い経済法・企業法
制度の整備が促進される。

3. 想定された課題解決への道筋1：三つのサブプロジェクト（会社法、独禁法、市場流通関連法）に
おける研究会、セミナー、本邦研修を中心とした各法律の立法・適用・執行支援により、本プロジ
ェクトからの知見を取り入れた改正会社法、独禁法、市場流通関連法の成立・施行と法律の適正な
執行を図り、消費者の利益の保護と国民経済の健全な持続的発展へ寄与することを目指す。

実施内容

1. プロジェクトサイト：中国国内（主に北京市内）
2. 主な活動：研究会、セミナー、本邦研修、情報提供を通した、日本法の紹介、中国の関連法施行状

況の調査分析、課題の提言等。
3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 延べ 141 人（JICA が

謝金を支払った中国人講師 49 人）
(2) 研修員受入 247 人
(3) セミナー費、コンサルタント費用等

相手国側
(1) カウンターパート配置 本邦研修参加延べ 247 人、研究

会・セミナー参加延べ 716 人
(2) 土地・施設提供 研究会開催のための会場
(3) ローカルコスト負担 プロジェクト運営に必要な経費

協力期間 2004 年 11 月～2009 年 11 月 協力金額 479 百万円

相手国実施機関

商務部、国務院法制弁公室
また参与機関として、各サブプロジェクトの草案作成または執行担当機関である、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、国務院法制弁公室、最高人民法院、国有資
産管理監督委員会、国家工商行政管理総局、証券監督管理委員会、各法規顧問グループ

日本側協力機関 公正取引委員会、経済産業省、環境省、法務省

関連案件

我が国の協力：独占禁止法（国別研修、1998～2004 年）、資本市場法整備プロジェクト（国別研修、2009
～2012 年）、民事訴訟法・仲裁法改善ブロジェクト（技術協力プロジェクト、2007～2010 年）、独禁法
立法及び執行プロジェクト（技術協力プロジェクト、2012～2015 年）
他ドナーの協力：ドイツ（破産法、政府調達法、外国為替管理法、証券法、物件法等の分野での人材育
成、1986 年～）、米国（WTO 及び FTA 実施のため、知的財産権や関税評価等の人材育成）、ADB（外資関
連法の改正支援他）、欧米・ロシア・韓国の競争当局との独禁法執行協力、ほか多数

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「第10期全国人民代表大会立法計画（2003年）」（会社
法改正と独禁法立法が経済法類立法リストの中で緊急性の高い第一類に分類）、「外資利用十一五計画（2006年）」（改正後
の会社法の順調な施行、独禁法の規則・ガイドラインの作成、また市場流通法分野の法律起草）という中国の開発政策、「会
社法の改正、独禁法の立法、市場流通関連法の立法・執行に対する支援」という開発ニーズ及び日本の援助政策「対中国経済
協力計画(2001年)」と十分に合致している。したがって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト
本プロジェクトは、研修やセミナー、研究会への参加を通し、立法関連機関及び法執行機関担当官の日本法に対する理解が

深まり、改正会社法、独禁法及び市場流通関係法（複数）の起草や施行、執行においてその知見を参考にしたことで、プロジ
ェクト目標である「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度の高い経済法・企業法制度の
整備促進」は達成された。まず会社法の改正（2006年施行）においては、中国側がプロジェクト前に持っていた課題の解決（会
社設立手続きと会社資本制度の明文化、法人コーポレートガバナンス構造の明文化、会社法人格の否認制度の明文化）に、本
プロジェクトの知見が参考にされた。同法は本プロジェクト実施初期の2005年に成立したため、その後の支援は執行体制の確
立にシフトし、最高人民法院による会社法運用に関する司法解釈の起草の際にも研修やセミナーの成果が参考にされた2。次に
独禁法（2008年施行）については、同法自体はEUの法体系と類似しているが、「関連市場の画定に関するガイドライン」（2009

                                                  
1 事後評価時に整理。
2 会社登記制度及び運用に対して計画されていた支援は、同分野を主管する工商行政管理総局の積極的な対応がなく実現しなかった。しか

し、改正公司法の成立に伴って、同時期に企業法人登記管理条例の大幅な改正が実現し、会社登記管理条例の整備は進んでいる。



年施行）、「事業者集中届出弁法」（2010年1月施行）、「法に基づき事業者集中を申請しない場合の調査処理暫定弁法」（2012年
施行）等、同法執行のために商務部が作成した一連の規則・指針においてプロジェクトの知見が反映された。市場流通関係法
については、本プロジェクト開始後に各種法規が順次起草されているが、例えば「小売業者と納入業者公平取引管理弁法」及
び「小売業者販促管理弁法」（いずれも2006年施行）は、日本の「大型小売業者と納入業者の取引における特定不公平取引方
法」及び「不当景品及び不当表示防止法」の内容が参考にされた。また、現在立法論証中である「都市商業網管理条例」の草
案においては、日本の「大店法」を、「無店舗販売管理弁法」の草案の一部内容は日本の「特殊商業取引法」を、それぞれ参
考にしたとのことである。

上位目標については、改正会社法、独禁法、市場流通関連法という本プロジェクトで支援した法規が消費者の利益保護、経
済の健全な発展に寄与しつつある。例えば、会社法改正により会社設立条件が緩和されたため企業登記数が増加したことや、
コーポレートガバナンスの規定が整備されたことにより、会社の組織機構間の相互制約と会社管理者の法律責任が強化された
こと等が商務部より指摘された。独禁法については、事業者集中届出数、審査数等の増加や未申告事業者の取締、カルテルや
優越的地位の濫用取締に見られるように、企業の同法に対する理解が高まり、また適切に法執行がなされている。その他、中
国側カウンターパートは法執行に日本の知見を活用する一方、商務部の地方機関に対する研修の講師として活躍し、2008年か
ら2012年までの間に計16回の研修コースを開催し、合計1,500人余りが研修に参加したとのことである。プロジェクト実施中
に醸成された交流が事後評価時に継続・発展していることが見られる。

このような成功をもたらした要因としては、業務調整が果たした以下のような重要な役割が挙げられる。つまり、日本及び
相手国の立法政策、執行機関のガバナンスの実態、人材配置を含め、法整備を巡る周辺環境全般についての専門的情報を収集
し、個別単体法の支援を実施する学識者、専門家に適切な情報をインプットしつつ、複雑な業務調整を確実に実施したことで
ある。特に、中国で展開されている法整備支援は一方的な支援を受けるより双方向の理解・交流を図るとの特徴があり、法改
正の背景となる社会的な実情、法執行上の問題点などに対する理解はプロジェクト成果を高める重要なポイントとなってい
る。 よって、有効性・インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

立法関連機関及び法執

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

度の高い経済法・企業法

制度の整備が促進され

る

会社法を施行するた

めの手続きが明文化

される（注 1）

(プロジェクト完了時)改正会社法は 2005 年 10 月成立、2006 年 1月施行。条文及び最高

人民法院による会社法運用の司法解釈に本プロジェクトからの知見が取り入れられた。

(事後評価時)同上。

独禁法を施行するた

めの手続きが明文化

される

(プロジェクト完了時)独禁法は 2007 年 8 月成立、2008 年 8 月施行。執行のための関連

指針・規則等も制定。これらには本プロジェクトからの知見が取り入れられた。

(事後評価時)さらなる関連指針・規則等が制定された。

市場流通関連法の起

草のための政策が明

確化される

(プロジェクト完了時) 「商業特許経営管理条例」等 3法規が 2007 年 5 月施行。他に「小

売業者と納入業者公平取引管理弁法」等 2規則が 2006 年に公布済み。

(事後評価時)上記を含み 6法規が施行済み、さらに 4法規が審議中。

(上位目標)

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

会社設立及び企業登

記数が増加する

(事後評価時)2013年3月末時点で会社設立数は1,374.88万であり、昨年度同期比7.62％
増加。2013年第一四半期の会社新規登録数は 39.31万件である。

独禁法に定められた

事案処理件数が増加

する（注 2）

(事後評価時)事業者集中(企業結合)の届出受理件数は2008年に約20件だったのが、2010
年に 100件を超え、2011年と 2012 年に 200 件を超えた。審査の結果事業者集中の禁止
が決定されたケースは 2011年、2012 年ともになし（2008～2010 年に 1件）。

届出受理数 審査数 審査完了件数 無条件許可数

2011 203 185 160 151

2012 201 186 154 142

一般消費者の利益侵

害が減少する

(事後評価時)事業者集中審査結果の商務省ホームページでの公開による民間企業、国有
企業の独禁法への理解の高まりや、発展改革委員会による粉ミルクメーカーのカルテル
取締による、粉ミルク市場における企業活動の規範化がみられる。

出所：プロジェクト完了報告書、商務部からの質問票回答、商務部独禁局ホームページ及び 2012年業務進展報告資料、工商総局統計。

注：1)プロジェクト目標の指標につき、「施行（または起草）のための手続きが明文化され」たかどうかについては明確な情報はないが、

円滑に施行されたことから施行するための手続きについて関係者の共通理解があり、問題はないと考える。 2)元の指標は「反競争的

行為が減少する」だったが、それまで独禁法自体が存在しなかったことから、まずは法執行がなされているかを見ることとし、代替指

標を用いた。なお事業者集中の届出とは、独禁法に定める、合併等の事業者集中（企業結合）が一定の基準に達した場合、独禁法執行

機関（商務部独禁局）に事前申告することを指す。申告する事業者は、予備的な審査の結果審査せずとなった場合や審査の結果許可さ

れた場合に事業者集中を行うことができる。

3 効率性
本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素は概ね適切であったが、中国政府の立法スケジュールにて独禁法の立法時期

が当初予定より延期されたのに対応し、協力期間を延長した。そのため協力期間が計画を大幅に上回り（計画比167％）、また、
延長期間中の追加投入により協力金額も計画を大幅に上回った（計画比171％）。したがって、効率性は低い。

4 持続性

本プロジェクトは、政策・制度面については「十二五発展計画」及び「商務部十二五計画」（いずれも2011～2015年）にて
市場流通分野の立法の加速や国内市場の競争環境の整備が定められており十分なバックアップが確立されている。実施機関の
体制は、立法及び法執行の役割分担に変更はないが、近年、公務員の枠数は厳しく制限されているため、事業者集中審査他の
案件数が大幅に増加しているにもかかわらず法執行に従事する人数の大幅な増加はない。よって執行担当官一人当たりの案件
担当量は非常に高いが、基本的に、執行担当者の能力向上、効率アップにより対応しており、法執行にマイナスな影響を及ぼ
していない。技術面では、本プロジェクトの元カウンターパートは引き続き経済法・企業法関連業務に従事しており、また独
禁法執行機関は、毎年独自で地方の独禁法執行官の研修を行いつつ、現在実施中の独禁法立法及び執行プロジェクトの中でも
中央・地方独禁法執行官を対象とした現地セミナーも実施されており問題はない。財務面については、予算が対外公開されて
おらず金額を確認できないが、立法の進展及び法執行件数の大幅増加からは、法改正や法執行の予算は確保されており、特に
問題は生じていないものと考えられる。



よって、政策制度面、実施機関の体制面、技術面、財務面ともに問題なく、本プロジェクトによって発現した効果の持続性
は高い。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指した「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
た透明度の高い経済法・企業法制度の整備促進」について、立法関連機関及び法執行機関担当官が日本法に対する理解を深め、
日本法の知見を参考にして改正会社法、独禁法及び市場流通関係法（複数）の起草や施行、執行体制の整備を行った。上位目
標についても、事業者集中（企業結合）の事前申告の増加やカルテル取締をはじめ、それらの法規が消費者の利益保護、経済
の健全な発展に寄与しつつある。持続性は、高い政策的バックアップが得られており、そのため組織面、技術面、財務面につ
いても特に問題は見受けられなかった。効率性については、協力金額・協力期間ともに計画値を大幅に上回った。

総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高い。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

法執行公務員の枠数は厳しく制限されている中、今後も執行件数の増加が見込まれる状況では、法執行官の能力向上及び簡易

手続等の投入が必要不可欠となっている。現在実施中の独禁法立法及び執行プロジェクトを活用し、日本側の知見をより多く

取り入れることが望まれる。また、経済法・企業法整備プロジェクトで醸成されてきた日中双方関連機関間の信頼関係と交流

ルートを継続することが期待される。

JICA への教訓：

業務調整の役割はプロジェクトの成功を左右する要となる。業務調整には、個別単体法の深い理解は必要とされないものの、

日本及び相手国の立法政策、執行機関のガバナンスの実態、人材配置を含め、法整備を巡る周辺環境全般についての専門的情

報を収集し、個別単体法の支援を実施する学識者、専門家に適切な情報をインプットしつつ、複雑な業務調整を確実に実施す

ることが求められる。

              現地セミナーの様子                    訪日研修の様子


