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くWTOに加盟した。しかし、近年WTOにおける台

はじめに

湾の進展がなかなか見込めないなか、台湾は他の諸国
と同様FTA等の２国間協定の締結に向けて注力して
きた。アジアにおいては、ASEANと中国、韓国の

台湾と中国大陸間の経済協力枠組協議（Economic

FTA締結が特に注目されている。台湾も積極的に世

Cooperation Framework Agreement：ECFA）が

界各国とのFTA締結を交渉しようとしてきたが、国

2010年９月12日に発効し、台中間の新たな時代が始

際政治情勢等の原因から困難な局面を迎え、台湾企業

まった。台湾では徐々に経済的効果が現れるなど明る

の競争力は関税等の影響で急速に低下していった。

い話題も多いが、台湾と他の各国とのFTA交渉は未

このため、打開策として、台湾政府は最大の貿易パ

知数であるなど先行きが不透明な点もある。特にすで

ートナーである大陸とECFAの交渉を推進し、同時に

に台湾での基盤を築いている日本企業としてはECFA

その他の主要貿易パートナーである米国、日本、シン

を利用した新たな中国展開を図る動きもみられる。

ガポール等と引き続きFTA交渉を試みることにした。

本稿では、ECFAを概説し、あわせて台湾経由の大
陸向け投資の実務を法的観点から整理したい。

台湾政府が初めて正式にECFAについて言及したの
は2009年２月であった。2010年に入ってから台中双
方は数回の実務協議を行い、６月29日に中国重慶市で

ECFAの解説

開かれた台湾・中国の第５回窓口機関トップ会談（江
陳会）にてECFAが調印された。その後８月18日に
台湾の国会で承認され、2010年９月12日に正式に発

（1）経

緯

効した注１。

日本同様、台湾にとって、貿易産業は経済の発展に

台湾が大陸とECFAを締結する目的は、
「両岸関係

とって欠かせない存在であり、国際経済社会に取り残

の正常化」「外資による台湾への投資拡大」および

されないことはきわめて重要である。台湾は、さまざ

「台湾の他地域経済統合への加盟を促進」の３つであ

まな外交および経済上の努力の末、2002年にようや

る注２。また、FTAではなく、枠組み協議（frame2010.11
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work agreement）にした理由として、FTAのよう

定された。

に詳細まで決めて即座に適用するのではなく、まず枠

ECFAの効果を強化するため、第３章では、①知的

組みおよび目標を定め、具体的な内容は後日別途協議

財産保護および協力、②金融に関する協力、③貿易促

することが可能であること、アーリーハーベスト・リ

進および貿易の便利化、④税関の協力、⑤電子商取引、

スト（早期合意項目）を利用して、関税引き下げや規

⑥産業に関する協力、⑦双方の中小企業の協力、⑧双

制緩和を必要とする産業に優先的に適用させられるこ

方の経済貿易団体の代表処の設置についての経済協力

とがあげられた。

項目に関する具体的な計画および内容の交渉をなるべ
く早く開始するよう定められている。

注１：ECFAの条文全文はwww.ecfa.org.twからダウンロードできる（英
訳版を含む。ただし、簡体字版はhttp://www.arats.com.cn/xieyi/
から）。なお、ECFAは正体（繁体）字および簡体字両バージョン
作成され、参考用として英訳版も公表されている。
注２：台湾経済部説明資料、ECFAの構想および推進ポイント、立法院第
７回第３会期経済委員会 第８回委員全員会議。

第４章は産業界が特に注目する関税引き下げおよび
投資開放に関する規定であり、具体的な対象品目・業
種は各付属書類注３で示されている。大陸側は計539品
目および11業種、台湾側は計267品目および９業種の
規定を緩和し、表１はその概要である注４。

（2）ECFAの主たる内容

第５章はその他の条項が盛り込まれている。まず、

ECFAは全５章19条で構成され、第１章では「両

ECFAは双方が相手方に対してWTO規則の適用を阻

岸間の経済、貿易、投資協力の強化・促進」
「両岸間

止できる例外措置ではないと明言し、また、双方は

の物品、サービス貿易のさらなる自由化を促進し、公

ECFAの発効６カ月以内に紛争解決のメカニズムにつ

平・透明・便利な投資およびその保障機構を構築」

いて話し合うことが明記されている。このほか、今後

「経済協力の領域を拡大し、協力機構を構築」という

関連の協議や執行に関しては、双方がそれぞれ指定す

３つの目的が掲げられ、また、協力措置として、相互

る代表から構成される「両岸経済合作委員会」で行う

の関税や非関税障害の減少・撤廃等を行うことが明示

ことも言及され、この委員会は半年ごとに定例会議を

された。

招集することとなっている。

第２章は貿易と投資に関する規定であり、アーリー
ハーベスト・リスト（つまり、物品の早期関税引き下
げリストおよびサービス業の投資開放項目）に基づい
て、発効後６カ月以内に物品貿易協議、サービス貿易

注３：物品貿易のアーリーハーベスト・リストは付属書類１、サービス貿
易のアーリーハーベスト・リストは付属書類４に記載されている。
注４：中華民国経済部投資業務処発行、
「台湾投資通信」第179号、2010年
７月。

協議および投資関連の交渉を開始し、かつ早期に妥結
することが示された。

（3）効

果

物品貿易協議の交渉項目は関税の引き下げまたは撤

ECFAは2010年９月12日に発効したばかりであっ

廃、原産地規則、通関手続き、非関税措置（貿易の技

て、関税の引き下げは2011年１月１日より施行され

術的障害に関する協定（TBT）
、衛生植物検疫措置の

るため、ECFAの締結が台湾にもたらす対内的効果は

適用に関する協定（SPS）
）
、貿易救済措置（1994年

これからも引き続きウオッチが必要だが、台湾政府の

GATT第６条の実施に関する協定（アンチダンピン

試算によると、ECFAはGDPを1.65〜1.72％、生産高

グ協定）
、補助金および相殺措置に関する協定、セー

を2.75〜2.83％、就業率を2.5〜2.6％押し上げること

フガードに関する協定）等が含まれている。そして、

ができ、また関税については約295億新台湾ドルを節

サービス貿易協議の交渉は、多数のカテゴリーに存在

約することができるとしている注５。

する相互の制限を徐々に減少または撤廃すること、サ

一方、対外的効果は早速現れたように思われる。

ービス貿易の範囲を拡大すること、および相互のサー

2010年６月末のECFA締結を受け、台湾とシンガポ

ビス貿易領域での協力を促進することに向けて努力す

ール間のFTA交渉は６年ぶりに再開し、８月の初め

ることとなっている。また、投資関連の交渉について

にFTA締結に関するMOUを交わし、FTA締結に向

は、投資保障体制の構築、投資関連規定の透明化の改

けて大きな一歩を踏み出した。将来FTAを締結する

善、相互投資の制限の軽減、投資利便性の促進等が規

ことができれば、シンガポールは台湾を通して大陸の
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表１

関税引き下げ・サービス業投資開放の主な内容

（1）大陸側

物品（計 539 品目）：
2009 年台湾からの輸
入総額の約 16.1％

石油化学（88 品目）：基本原料、特殊化学品、プラ
スチック製品など
機械（107品目）
：工作機械、産業機械、その他機械、
機械部品など
紡織（136 品目）：各種生地、紡織製品、靴類など
輸送用機器（50品目）
：自動車部品、自転車（完成車）
および部品
その他（104 品目）：鉄鋼、セメント、医療器材、
精密機器、金型、ガラス、電子製品、電機製品、
小物家電、工具など

鉱工業品
（521 品目）

農産品（18 品目）

台湾農漁産品：活き魚、バナナ、オレンジ、メロン、
茶葉、蘭など

会計簿記関連サービス、コンピュータ関連サービス、自然科学等研究開発、
会議関連サービス、設計関連サービス、映画放映、病院関連サービス、
航空機メンテナンス、保険業、銀行業、証券業

サービス業（11業種）

（関税の引き下げスケジュール）
現在の関税率

実施１年目

実施２年目

実施３年目

０〜５％（５％を含む）

０％

−

−

５〜 15％（15％を含む）

５％

０％

−

15％〜

10％

５％

０％

（2）台湾側

物品（計 267 品目）
：
2009 年中国からの輸
入総額の約 10.5％

石油化学（42 品目）：基本原料、特殊化学品、
プラスチック原料
機械（69 品目）：産業機械、その他機械、機械部品
紡織（22 品目）：綿糸、綿布、ナイロンなど
輸送用機器（17 品目）：自転車（完成車）
および部品
その他（117品目）
：精密機械部品、金型、金属製品、
ゴム・プラスチック、電子製品、電機製品など

鉱工業品
（267 品目）

サービス業（９業種）

研究開発関連サービス、会議関連サービス、展示関連サービス、室内設
計以外の設計サービス、映画放映、ブローカー関連サービス、運動・娯
楽関連サービス、空運関連電子予約サービス、銀行業（証券、先物およ
び保険は含まれない）

（関税の引き下げスケジュール）
実施１年目

実施２年目

実施３年目

０〜 2.5％（2.5％を含む）

現在の関税率

０％

−

−

2.5 〜 7.5％（7.5％を含む）

2.5％

０％

−

7.5％〜

５％

2.5％

０％

出所：中華民国経済部投資業務処発行、「台湾投資通信」第179号、2010年７月

市場への進出を有利にすることができ、台湾も外資投

チームを立ち上げた模様である。また、アメリカ商務

資を誘致することができるのと同時に、シンガポール

省の担当者は９月末に台湾を訪問し、３年間中断され

を通してASEANやインド市場へ進出することが容易

ていた台湾とアメリカのTIFA（Trade and Invest-

になる。

ment Framework Agreement）交渉を2010年末に

その他の国について、同じくASEANの一員である
インドネシアも友好的態度を示し、モロタイ島

再開することが予定されている。
日本に関しては、台湾の報道注６によると、いったん

（Morotai Island）開発計画が台湾に提案されており、

台湾と大陸間のECFAが締結されれば、北東アジア諸

このほか、ベトナムも台湾とのFTA締結を検討する

国のうち、中国が次にFTAを締結するのは韓国であ
2010.11
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り、日本は歴史的理由等の関係で最後に回され、結局
北東アジアの経済圏で取り残されるのではないかと関

③果物およびその他の農産品の原産地表示に対する監
督・取り締まりの強化。

係者は危惧しており、そこで台北市日本工商会が2009
年に台湾政府に対して要望書を提出し、ECFAを支持

この知的財産保護協力協議の将来の具体的措置にも

することを表明するとともに、日台間FTAの早期締

よるが、大陸での知的財産保護に頭を悩ませている日

結を要望したとのことである。日本は台湾の一大貿易

本企業にとって、将来は台湾で知的財産を登録するこ

パートナーのひとつであるため、台湾政府は日台間の

とによって、大陸での登録先取りや権利侵害の防止に

FTA締結に意欲を示しているが、今のところ、日本

つながることが期待できるかもしれない。

政府の動きは依然として緩慢であるように思われる。
ただし、2010年は日台間で投資保障協定について２
回意見交換が行われており、このまま順調に進めば、

台湾経由の大陸向け投資

将来のFTA締結につながる可能性もある。

（1）これまでの台湾企業との提携の方法
注５：http://www.ecfa.org.tw/EffectDoc.aspx
注６：2010年７月８日中央社記事（http://www.cna.com.tw）
。

日本企業は古くから台湾企業との関係を構築してい
るが、その一部は台湾市場を狙うと同時に、台湾企業
と手を組み大陸市場を開拓することがひとつの重要な

（4）台湾国内立法

目的となっている。その原因は、台湾企業における優

ECFAが国会で承認された翌日、アーリーハーベス

秀な人材、大陸市場に精通した経験のある人材等の協

ト・リストに合わせるための税関輸入税則の改正法案

力、言語面での協力などを見込んでいることがあげら

が可決された。今後物品やサービス貿易協議等の交渉

れる。

結果によって、さまざまな関連法令が改正されること
が予見できる。

典型的な日台パートナーシップは、台湾企業との
JV設立による大陸展開である。JVは、台湾でのJV、

今回のECFA締結に関連して、同日に台湾と大陸間

大陸でのJV、第三国（BVIや香港等のタックスへイ

の知的財産保護協力協議も締結された。この知的財産

ヴン国）でのJVなどさまざまなパターンがある。総

保護協力協議により、台湾と大陸はお互いの特許、商

じていえば、ブランドの利用、技術の利用、市場開拓

標、著作権および植物品種権等の保護を強化すること

能力の共有等をめざしたJVが多いといえる。

に合意した。その主な内容は優先権の承認、出願でき
る植物品種の種類の拡大、著作権認証制度の構築等が
含まれた。そして、この知的財産保護協力協議の実行

（2）台湾での対中投資規制
台湾企業をパートナーとして大陸事業を行う場合、

に向けた第一歩として、台湾では商標法（４条、94

大陸法のみならず、台湾法、特に台湾から大陸に対す

条）
、特許法（27条、28条）
、植物品種および種苗法

る投資規制に留意しなければならない。この投資規制

（17条）の優先権に関する条文がまず改正された。
なお、知的財産に対する保護では特に以下の３点に
対処することがあげられた。
①海賊品および模倣品の取り締まり：特にインターネ

は、一次的には台湾パートナー側の問題ではあるが、
台湾企業側の事情を踏まえた効率的事業運営のために
は決して軽視してはならないポイントである。
まず、台湾企業が対中投資を行う場合、それが直接

ットを利用して海賊版図書、音声・映像およびコン
ピュータソフト等の提供・幇助を行うインターネッ
トサイト、ならびに市場に出回っている海賊品およ
び模倣品の取り締まり。
②著名商標、地理標識または著名産地名称の保護：登

表２

投資累計金額の上限、または割合の上限

中小企業

純資産額／連結純資産額の 60％
or 8000 万 NTD（いずれか高いほう）

録先取り行為の防止および権利人の先取り登録の取

その他
（大企業を含む）

り消しに関する権利を保障する。

出所：「大陸地区に対する投資または技術提携審査原則」を筆者が整理
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表３

届出基準
法規制

事後届出

事後届出で可

金

額

累計投資金額が 100 万 USD 以下の場合

事前届出
事前申請必要だが届
→簡易審査類
出後１カ月以内に決
（自動審査制度） 定がない場合は自動
的に認可される

①累計投資金額が 100 万 USD を超え、5000 万 USD 以下の
場合
②累計投資額が 5000 万 USD を超えるが、下記の個別審査
類に該当しない場合（例：6000 万 USD → 7000 万 USD）

事前届出
→個別審査類

累計投資金額が 5000 万 USD を超える場合
※その後 5000 万 USD ごとの増加ラインを超えるたびに
必要（例：9000 万 USD → 1 億 1000 万 USD）

事前申請を行い、個
別に認可を取得する
必要がある

出所：表２に同じ

投資であろうが第三国を経由する投資であろうが、投

いては、董事会の決議事項と決議要件を定款でどのよ

資金額の上限規制に服する必要がある（なお、国際的

うに定めるかが重要であり、次の点に留意する必要が

企業の台湾子会社、経済部工業局より統括本部認定が

ある。

注７

なされた企業には適用されない） 。
また、投資金額によって事後届出または事前届出
が必要となる。事後届出は、簡易審査、個別審査類、
重大投資類に分けられている。基準は表３のとおり
注８

である 。

①現地でのスピーディな判断（総経理による判断）の
必要性と、現地に任せずに出資者として関与できる
権利を確保する必要性との比較が必要。
②董事会のマジョリティ・総経理の指名権限を握って
いる場合、董事会決議要件をなるべく少なくして、
総経理の権限とする。

注７：
「大陸地区に対する投資または技術提携審査原則」
（2008年８月29日
改正後）
。
注８：
「大陸地区に対する投資または技術提携審査原則」
（2008年８月29日
改正後）
。

③董事会のマジョリティを握っているが、総経理の指
名権限を大陸側当事者に握られている場合、董事会
の決議要件をなるべく多くして、かつ、過半数決議
事項にしておく。

（3）JVにかかる法規制〜特に大陸法の適用に
留意〜

④董事会のマジョリティを大陸側に握られているもの

台湾企業とのJVにおいて、当該JV企業をどの国家

議要件をできるだけ少なくして総経理の権限とす

に設立するかは、会社の運営、投資管理、EXIT等に

の、総経理の指名権限を握っている場合、董事会決
る。

関していえば非常に重要な問題である。すなわち、台

⑤董事会のマジョリティも総経理の指名権限も大陸側

湾で設立するならば台湾法、香港で設立するならば香

当事者に握られている場合、できるだけ董事会決議

港法、大陸で設立するならば大陸法の適用を受ける。

要件を増やして、かつ、全会一致決議事項等自らが

このうち、大陸にJVを設立する場合、パートナー

任命する権限を有する董事の反対によって決議がで

企業が台湾企業であっても、それが大陸法人であるの

きないようにする（すなわち、拒否権を確保する）
。

か、非大陸法人であるかによって大きく会社のコーポ
レートガバナンスが異なる点に注意が必要である。
〈大陸企業（台湾企業の大陸子会社等）がパートナーと
なる場合〉

注９：合弁企業法実施条例30条。

董事会の決議事項は、定款・合弁契約に定めること
によりある程度自由に定めることができる。しかしな

当該JVは大陸法上「中外合弁企業」の類型に該当

がら、①合弁企業の定款の修正、②合弁企業の中途終

する。中外合弁企業では董事会が会社の最高意思決定

了、解散、③合弁企業の増資、減資、④合弁企業の合

注９

機関 とされているので、中外合弁企業が株主会を設

併、分割については、董事会の全員一致決議事項とし

置することはできない。そのため、中外合弁企業にお

て法定されているので、これを変更することはできな
2010.11
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い。出資比率と、総経理の指名権限の有無に応じた有

要であるが、その他の事由は特に定めは存在しない。

効な戦略を立てることが肝要である。

上記のように、定足数・決議要件については、日本の
会社法と異なり、定款に委ねられている部分が大きい。

〈非大陸企業（台湾企業の非大陸子会社等）がパートナ
ーとなる場合〉

当該JVは、大陸法上「外資合資企業」という類型

一般的には、マイノリティ出資者の場合であれば、
自己が参加しなければ定足数を満たさず、また、決議
要件も満たさないような定めをおくのが望ましいし、

に該当する。中外合弁企業とは異なり、外資合資企業

一方、マジョリティ出資者の場合であれば、過半数の

に設置が義務づけられる「株主会」は、全出資者によ

議決権を有する株主の出席のみで会議が成立させ、決

って構成される会社の最高権力機関である。会社経営

議し得るようにするのが望ましい。

上の重大事項についての決定が、中外合弁企業のよう
に董事会ではなく株主会である以上、外資合資企業の

（4）ECFAと大陸投資

株主会においてどのように決議事項および決議要件を

前述のようにECFAにおいてはサービス業の投資規

定めておくかは、現地法人の経営上のイニシアチブの

制の開放がうたわれている。これには、研究開発、会

面で非常に重要であるといえる。株主会に与えられた

議・展示、設計、映画、娯楽、空運電子予約、銀行業

権限のうち重要なものは以下のとおりである。

等が含まれる。これらの投資に関して、台湾経由の投

・定款変更

資であれば、大陸の法規制上どのように有利に取り扱

・経営方針および投資計画の決定

われるかはいまだ不明である。今後の具体的な優遇政

・董事および監査役の任免、董事および監査役の報酬

策はさらに大陸国内立法および台湾国内立法を待つ必

に関する事項の決定
・利益配当案または損失処理案の承認

要があり、日本企業としてもこれらの業種に関しては
引き続きウオッチが必要である。

・登録資本金の増加または減少の決定
・合併、分割、解散、清算、組織変更についての決定

※筆者略歴
陳逸竹（チェン・イーチュウ）：アンダーソン・毛利・友常

株主会の定足数の定めは特に存在しない。ただし、
定款変更、登録資本金の増減、合併・分割、解散、組
織変更については、３分の２以上の議決権を有する株
主によって決議されなければならないと規定されてい
る関係から、定足数も３分の２以上となるため、定款
で過半数等と定めても無効となる。決議要件について
も同様であり、上記のいわゆる特別決議事項について
は３分の２以上の議決権を有する株主による決議が必
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