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皆さんは、「法整備支援」という言葉を耳にさ

れたことがあるだろうか。

「法整備支援」とは、発展途上国の法令および

これを運用する体制の整備を日本から支援する活

動を意味する。従来の日本の発展途上国に対す

る政府開発援助（ODA）は、ともすれば道路、橋、

発電所など、いわゆるハード面の物的インフラス

トラクチャーの整備が中心であった。これに対し

て法整備支援は、法制度構築や人材育成などソフ

ト面の支援である。

このような支援が重要視されるようになった背

景として、世界的に民主主義、法の支配、汚職撲

滅などいわゆる良い統治（good governance）の実

現が、発展途上国の経済発展や貧困削減のために

不可欠であると認識されるようになったこと、お

よび日本の財政力が低下する中、「ハコモノ」の

供与よりも、より効率的な支援手段が指向された

ことが挙げられる。

少子高齢化に伴う国内市場の縮小が見込まれる

中、日本企業が海外で稼ぎ国内の活力や雇用につ

なげていくことの重要性も高まっている。2015

年２月 10 日に閣議決定された開発協力大綱や、

同年６月２日に第 18 回経協インフラ戦略会議で

決定された「インフラシステム輸出戦略」におい

て、日本企業の進出に向けた貿易投資環境整備と

しても、法整備支援を推進することとされている。

20年間アジア各国で実績上げる

日本からの法整備支援の対象地域として、まず

ソビエト連邦の崩壊を受けて社会主義体制から市

場経済体制へ移行しようとしているアジア地域、

とりわけインドシナ諸国が主要な対象国として選

ばれ、国際協力事業団（JICA 、現独立行政法人

国際協力機構）のODAの枠組みを通じて1996年、

ベトナムに対する支援が開始された。

その後支援対象国には出入りがあったが、現在

では支援の重要対象国としてベトナム、カンボジ

ア、モンゴル、ラオス、ウズベキスタン、インド

ネシア、バングラデシュ、ミャンマーの８カ国が

指定され、ネパール、東ティモールなどのアジア

諸国やアフリカ諸国等に対しても、ニーズに応じ

て支援することとされている。

誌面の関係で全ては紹介できないが、ベトナム

では日本からの支援の成果として、04 年６月に

民事訴訟法および改正破産法が、05 年６月には

改正民法が成立し、15 年４月からは「2020 年を

目標とする法・司法改革支援プロジェクト」が開

始されている。カンボジアに対しては、1998 年

に民法、民事訴訟法の立法支援を開始し、2006

年に民事訴訟法が成立・公布され、07 年には民

法が成立・公布された。そして 14 年には不動産
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登記共同省令の起草支援を終えている。

新しいところでは、12 年以降ミャンマーに対

する支援を開始し、知的財産保護法制の整備等が

予定されており、16 年６月には倒産法をテーマ

とする日本での研修が実施された。インドネシア

に対しては、15 年 12 月からビジネス環境改善の

ための知的財産権保護等のプロジェクトが開始さ

れている。

対象国の自主性を尊重した支援

西欧諸国からの発展途上国への支援は、ともす

れば彼らが適切と考える支援策を対象国の事情を

考慮することなく一方的に押しつける傾向があっ

た。

これに対して日本の手法は、対象国の自主性を

尊重し、いわばそれに寄り添ったきめの細かい、

長期的な視野に立ったものとして高い評価と信頼

を得ている。特に対象国の担当者と日本の担当

者が協働することにより、対象国の真のニーズに

合った立法や法運用の向上が図られている。

それだけにとどまらず、プロジェクトに参加し

た者が終了後も収得した知見を新しい持ち場で活

用発展させるというかたちで、人材の育成、教育

にも大きな成果を上げている。カンボジアに対す

る法整備支援は、日本側から多数の民法、民事訴

訟専門の学者、裁判官が長期にわたり参加して、

カンボジア側と協働して行われた日本型支援の典

型例である。

政策遂行の一貫性のための体制を

法整備支援は、法務省、外務省を中心とした関

係官庁、JICA、日本弁護士連合会、公益財団法

人 国際民商事法センター（ICCLC）、大学関係機

関など、多くの機関・団体が連携しつつ行ってい

る。そのうち法務省法務総合研究所は、主として

次の活動を行っている。

① 支援対象国の立法関係者、裁判官、検察官、弁

護士等を日本に招いて、講義、討論、司法関係

機関見学などを実施する。

② 最高裁、法務省、日本弁護士連合会、特許庁な

どと協力し、１年以上現地に滞在する JICA 長

期専門家として、ベトナムに４人、カンボジア

に３人、ラオスに３人、ミャンマーに１人、イ

ンドネシアに３人を派遣する。

③ 国別研修や地域別研修の中でのシンポジウムの

開催、次世代の法制度支援を担うべき大学生、

法科大学院生、若手法曹等を対象とするシンポ

ジウムを実施する。

④ 日本国内での作業部会における活動、日本の大

学教授や法律実務家などで構成される法律案の

起草作業部会への助言を行う。

⑤ 現地セミナーへの講師派遣：支援対象国が近い

将来に立法や法改正を控えているなど緊急性の

高いものについて、立法担当者等を対象に講義

や討論を実施する。

多くの政府機関や団体が関与する中、法務省法

務総合研究所と JICA は共催で、これら国内の法

整備支援団体の間の協力関係、情報交換を促進す

るため、2000 年以降年１回法整備支援連絡会を

開催してきた。しかしながら対象国の法律水準が

向上し、求められる支援の対象も知財法、経済法

など基本法を超える分野に広がってきた今日、一

貫した政策遂行のための組織見直しが課題となっ

ている。

法整備支援活動を民間から支える

1996 年、政府、法務省と連携して民事・商事

関係の法整備支援事業を民間（経済界、法律学者、
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法曹界）から支えることを目的とする NGO（非政

府組織）として、ICCLC が設立された。まさに

JICA を通じてベトナムへの法整備支援が開始さ

れた年であった。

創設にあたっては、法務省特別顧問三ケ月章氏

（元法務大臣・東京大学名誉教授）が卓越した指

導力を発揮し、伊藤正氏（住友商事相談役）が会

長、岡村泰孝氏（弁護士・元検事総長）が理事長

に就任した。そして、三ケ月章氏と豊田章一郎

氏（トヨタ自動車会長：当時）が特別顧問となり、

事務局を住友商事が引き受けた。現在は宮原賢次

氏（住友商事名誉顧問）が会長、原田明夫氏（弁護

士・元検事総長）が理事長を務め、会員は企業等

69 団体である。

ICCLC の活動は主として ODA の一環として

の JICA からの委託事業であるが、それ以外にも、

ODA の枠組みを超えて、次のような特色ある事

業を行っている。

①日中民商事法セミナー

中国国務院直属の国家発展改革委員会（国発改

委）と ICCLC、法務省、日本貿易振興機構（JETRO）

が共催するかたちで日本（東京・大阪）と北京で

毎年交互に開催され（写真）、本年２月の東京セ

ミナーで第 20 回を迎えた。時に尖閣列島を巡る

対立など日中間で難しい政治問題が発生する中、

一度の中断もなく 20 年間継続している。私は理

事として、1996 年の第１回セミナー以来全ての

会議において、企画・司会進行・総括等の役割を

担ってきた。

セミナーのテーマは、かつては民事訴訟、仲裁

制度、契約法、会社法など民商事分野の基本法に

関するものが多かったが、最近では中国の急速な

経済発展もあって、大気汚染防止法、独占禁止

法、農村の都市化を巡る法律問題、外貨法の改正、

PFI 法（民間資本を活用したインフラ整備）など

民商事の基本法を超えた経済法等の幅広い分野に

広がりつつある。

②日韓パートナーシップ共同研究

韓国の大法院（最高裁判所）と日本の法務省・

最高裁判所の間で、不動産および商業登記、供託

制度、戸籍制度、民事執行制度について担当者で

共同研究を行うもので、1999 年に開始し本年第

17 回を迎えた。

これも JICA の委託事業とは異なり、日韓対等

の立場で双方の研究員が互いに両国を訪問し合

い、文字通り寝食を共にして行うユニークなもの

である。両国の実務の改善、司法交流、双方の人

材育成に大きな成果を上げている。

アジアの発展途上国においては、民法、民事訴

訟法のような基本法の立法の後は、不動産登記法

など周辺の法律の整備に進むことが見込まれ、そ

の観点からも日韓の共同研究は一歩先を行くもの

である。

③アジア・太平洋諸国法制度の研究

JETRO、関西を中心とする会社法関係の学者、

弁護士の協力を得て、中国・シンガポール・フィ

リピン・タイなど日本が進出しているアジア諸国

の会社法の諸問題をテーマとして、研究活動、シ

ンポジウムを実施している。

将来構想づくり必要な段階に

自由民主党政務調査会・司法制度調査会は 16

第 19回日中民商事法セミナー（15年 1月、北京）
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年５月 24 日、『「法の支配」を基盤とする「日本

型司法制度」～ソフトパワーとしての「司法外交」

の展開～』と題する中間提言を公表した。

そこでは明治以来のわが国特有の司法制度構築

の経験に対して、新しい国づくりを進めているア

ジア諸国から司法制度整備への協力が求められ、

20 年にわたる立法支援のほか、法令運用の体制

整備や法律実務家育成などを内容とする法整備支

援を行い、高い評価を受けてきたとしている。

そして国際情勢が大きく変化しつつある昨今、

「法の支配」や「基本的人権の尊重」といった普

遍的価値をアジア地域はじめ世界に浸透させる

「司法外交」を自信を持って展開することが重要

であるとして、アジア諸国等に対する日本型司法

制度支援の戦略的・総合的展開を提言する。

私は法整備支援に関わってきた者として、過

去 20 年にわたるアジアへの法整備支援の実績を

認識し、将来にわたりさらにこれを押し進めよう

とするこの提言の方向性については高く評価する

が、アジア諸国に対するいわゆる「物を教えてや

る」という「上から目線」の見方と将来の展望の

欠如は、いささか気になる。

確かに日本は明治以来法律を含む西欧の文化を

いち早く取り入れ、日本の文化、慣習、伝統に合

わせた法律、法制度を構築し、他のアジア諸国に

先駆けて近代化を果たした。その課程で蓄積した

資源、ノウハウは、発展途上国にとって有益なも

のも多い。だからこそ私たちは、その知的資源を

発展途上国にも提供して、現地の人たちが主体と

なった国づくり、制度づくりをお手伝いし、その

１つとして、良い投資環境をつくり上げ、日本の

企業もその恩恵を享受できるようにしようという

基本的な姿勢で臨んできた。しかしながら、単に

明治以来の遺産を利用するというだけでは発展性

がないし、新しい発想がないという点で危険でも

ある。

人の育成についても、現地の法律家との協働作

業を通じて、実は日本側も多くのことを学んでい

る。法整備支援が双方向の人材育成になっている

という認識が大切である。

日本の法整備支援は、日々変動しつつあるアジ

ア地域の実態を踏まえて将来を構想しなければな

らない。アジアの人々と同じ目線で直面する法律

問題を協働して研究検討し、その中で、アジアに

適用される共通のスタンダード、ルールの作成に

日本がどのようなイニシアチブを取っていくか、

現代のエレクトロニクスの発展がアジアの法律制

度、運用をどのように変えるか、そのための人の

育成、教育をどうするかなどの課題に、ポスト

ODA の時代を視野に入れて今から取り組んでい

かなければならない。

一層積極的な関与をすべき日本企業

アジア諸国に対する法整備支援は日本企業に

とって重要であり、かつ有益である。透明で予測

可能性が高く信頼できる司法制度が各国で構築さ

れれば、取引の安全促進に大きく貢献する。その

ような環境がアジア、ひいては世界に構築される

ことが日本の企業にとって大きなメリットであ

る。日本にはそのような社会の促進のために役立

つ資源、人材が存在する。

しかしながら、それだけに頼った政策には限界

があり、日本の企業、日本国民の長期的な利益に

はつながらない。その観点から言えば現在の政府、

官庁の政策は不十分であり、企業、ICCLC のよ

うな NGO、教育機関、弁護士会など、外部の意

見と力がもっと反映された、官民一体の一貫性の

ある体制を構築する必要がある。

日本の経済界、企業には、このことの重要性へ

の認識がまだまだ不足している。有用性を認識し

たとしても、それは国の仕事で目先の利益と直結

しないと捉えるのが、いまだ一般的である。しか

しながら、法整備支援が本当の意味で効果を発揮

するためには、その有用性の認識が利用する企業

に浸透することが不可欠である。

企業は率先して人を出し、金を出し、サービス

を提供して、もっと法整備支援に積極的に関わる

必要がある。本稿がその一助となれば幸いであ

る。 ■


