
「法制度整備プロジェクト（フェーズ３）」 

中間レビュー調査結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名：カンボジア 案件名：法制度整備プロジェクト（フェーズ３）

分野：ガバナンス（法・司法） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：公共政策部 法・司法課  協力金額（中間レビュー時点）：約 350,447 千円 

(R/D 署名日)2008 年 4 月 8日 先方関係機関：司法省 

協力期間 
協力期間 

2008 年 4 月 9 日～2012 年 3 月 31

日（4 年間） 

日本側協力機関：法務省、最高裁判所、日本弁護

士連合会等 

１－１ 協力の背景と概要 

我が国はカンボジア国（以下「カ」国）政府に対し、1999 年から「法制度整備プロジェクト（フェ

ーズ 1）」を通じて民法・民事訴訟法法案の起草支援を行ってきた。カンボジア国の市場経済化に適合

した法の整備を図るべく、日本・カンボジア合同起草チームにより民法・民事訴訟法起草作業を中心

に協力が行われ、2003 年 3 月に両法案を「カ」国司法省に引き渡すことにより終了した。その後、こ

のプロジェクトの成果を踏まえ、「カ」国政府は民法・民事訴訟法法案の立法化支援及び附属法令整備

を主眼とした継続支援の実施を我が国に要請し、2004 年 4 月から「法制度整備プロジェクト(フェーズ

2)」が開始された。当初 3 年間の計画だったが、関連法令間の調整作業に時間を要したことや、議会

における民法の審議に時間を要したことから、2006 年 10 月の終了時評価調査において 1年間の期間延

長が決められ、2008 年 4 月に終了した。フェーズ 2の成果として、2007 年 7 月に民事訴訟法が適用さ

れ、2007 年 10 月に民法が下院を通過し、同年 12 月には成立した。 

両法案がカンボジア国内において適切に運用されるには、附属法令の起草が不可欠である。また、

民法・民事訴訟法はこれまでカンボジアにはなかった概念を多く含んでいることや、民法は条文数も

多いことから、普及活動には時間をかける必要がある。 

このような状況を踏まえ、民法・民事訴訟法に関する協力を行ってきた日本に対し、更なる協力の

継続について要請があり、2008 年 2 月に事前評価調査を行った。その結果、2008 年度より附属法令起

草の軸足をカンボジア側に移し、司法省が民法・民事訴訟法が適切に運用されるために必要な施策を

取れるようにすることを主眼としたフェーズ 3を実施することとなった。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

民事法制度がカンボジアにおいて適切に機能する。 

 

（２）プロジェクト目標 

司法省が、民法・民事訴訟法が適切に運用されるために必要な施策を取れるようになる。 

 



（３）成果 

1. 司法省にて、民法・民事訴訟法関連法案の起草・立法化に向けて必要な作業が行われる。 

2. 司法省にて、司法省から提出された民法・民事訴訟法関連法案のフォロー及び他省庁から提出

された法令との調整が行われる。 

3. 司法省が司法関係者等に民法・民事訴訟法及び関連法案を運用するための知識を広める。 

 

（４）投入（中間レビュー時点） 

 日本側： 総投入額約 157,095 千円 

 ‐ 長期専門家派遣 ５名 

 ‐ 短期専門家派遣 10 名 

 － 研修員受け入れ 22 名 

 － 国内作業部会  のべ 39 名 等 

 相手国側： 

－ カウンターパート配置 

プロジェクトディレクター：司法大臣 

プロジェクトマネージャー：司法省次官 

第一審裁判所所長、最高裁判事、司法省職員等からなるコミッティ、司法省職員からなる

サブコミッティおよび起草班 

－ 施設、事務室 

 司法省内にプロジェクト用の常設事務所、会議室を確保。 

－ 運営経費の自己負担 

２．評価調査団の概要 

2－1調査団構成 

（１）総括 森 千也   JICA 公共政策部ガバナンスグループ次長 

（２）法曹養成 西村 恵三子 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

（３）法整備支援 磯井 美葉  JICA 国際協力客員専門員 

（４）評価企画 西畑 絵美  JICA 公共政策部ガバナンスグループ法・司法課職員 

（５）評価分析 樋渡 類   有限会社アイエムジー（IMG）  

（６）通訳（日･ク） 諏訪井 廉  財団法人日本国際協力センター（JICE） 

2－2 調査期間：2010 年 2 月 17 日～3月 5 日 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）プロジェクト活動および成果の実績 

プロジェクト活動はおおむね円滑に行われ、成果が達成されつつあることが確認された。プロジェ

クト活動の当面の進捗と今後の方向性について、確認された内容の概略は以下のとおりである。 

 

成果 1. 「司法省にて、民法・民事訴訟法関連法案の起草・立法化に向けて必要な作業が行われる。」

 



今フェーズにおいては、省内で新たに起草作業に参加する職員を育成し、司法省の組織としての能

力を強化することにより、民法・民事訴訟法関連法草案の起草を司法省が自立的に行えるようサポー

トしてきた。すなわち、司法省が起草した草案を検討するというアプローチの下、2008 年の 10 月から

これまでの間に、司法省職員を構成メンバーとする 5 つの起草班が設置されており、法令案の分量・

複雑さや関係省庁の有無により班ごとの違いはあるものの、概ね各班の課題に対処しながら着実な進

捗を見せている。また各班ともに、リーダーの主体性のもとで新たに意欲ある職員を随時追加してき

た。 

起草班会合の開催や内容の検討においては、カンボジア側の自主性が大変高まってきた。各班はま

ず自分たちで検討・起草を進め、解決できない問題についてだけ日本人専門家に質問するようになっ

た。ただし、主に民法についての理解度の低さから、日本人専門家の助言が必要と思われる場面は依

然として少なくない。 

班会合の議事録を作成して保存・共有するという活動は、十分実施されているとは言い難い状況で

ある。班によっては、議事録の担当を決めて、実質的な法令案の議論の段階に入ってからは要約を作

成している。ただしその場合でも検討結果しか記録されていないようである。 

法令案の一元管理については、閣僚評議会に提出した法案は立法局が管理している。プロジェクト

で起草中の法案については、現状ではプロジェクト事務所のコンピュータで管理されている場合と、

起草班メンバーが独自に管理しているものがあるが、将来的には省内のコンピュータで一元管理され

ることが望ましい。 

カンボジア司法省令によって司法省内に設置されたコミッティ（「民法及び民事訴訟法分野担当委員

会」、フェーズ 2まではワーキング・グループと呼称）では、各起草班の法令案について司法省として

の最終的な審議をしてきた。また、フェーズ 2において日本の作業部会が起草を支援した、執行官法、

裁判寄託省令、人事訴訟法、民事非訴訟事件手続法、民法適用法の各案についても、発令・閣僚評議

会での審議に備え、さらに検討を重ねた。カンボジア側で条文を起草して追加したものもある。また、

特に民法適用法案では、土地法、担保取引法などの他省庁管轄法案との調整や、婚姻家族法との調整

について検討した。しかしコミッティのメンバーには裁判所の仕事に従事している者もおり、また他

の者も業務が多忙であるため、定期的に開催することができておらず、議事録の作成も完全には実施

できていない。 

各起草班メンバーの能力強化の観点で、新たに起草作業に参画した司法省職員の民法、民事訴訟法

についての理解度の向上は、自主的に起草・立法作業を行う上で必要不可欠であり、プロジェクト後

半の課題である。 

 

成果 2. 「司法省にて、司法省から提出された民法・民事訴訟法関連法案のフォロー及び他省庁から

提出された法令との調整が行われる」 

 

司法省から提出された法案の審議については、大臣から指名された次官が、テクニカル会合と省庁

間会議に出席し、法案によってしかるべき担当者を同行させている。問題があればコミッティに持ち

帰って再検討している。閣議および国会では、大臣が参加した上で、法案の詳細説明を同行の次官ま

たは次官補が担当している。 



民事非訴訟事件手続法案・人事訴訟法案は、閣僚評議会の審議結果を受けて、司法省内で再検討し、

2009 年 8 月に閣僚評議会に修正案を提出した。人事訴訟法案は 2010 年 2 月 19 日に閣議決定され、現

在国会に上程するために準備中である。民事非訴訟事件手続法案は 3 月 5日に閣議決定された。 

他省庁から提出された法令案については、土地法、区分所有権政令、外国人に建物専有部分の所有

権を付与するための法律、国際養子縁組法、商業裁判所法、地理的表示に関する法案について、民法・

民事訴訟法との抵触の有無や整合性をとるための修正案の検討が、コミッティで行われた。 

なお、司法省管轄法令との関係性がないと担当省庁が判断した場合には、閣僚評議会の前に情報を

入手することができない。また、閣僚評議会で情報を入手してから意見を提出しても、法案の大幅な

修正は不可能である。このように他省庁管轄法案との調整は困難な場合もあり、今後の懸念が残る。

 

成果 3. 「司法省が司法関係者等に民法・民事訴訟法及び関連法案を運用するための知識を広める」

 

普及活動は司法省主導のもとに推進されており、普及セミナーおよび教材の配布が計画どおり着実

に実施されている。新法理解研修は、教育･普及局が担当している。条文および関連教材の配布業務は、

以前はプロジェクトオフィスが担当していたが、現在は司法省に移管され、適切に配布業務が進めら

れている。 

司法省が計画・実施した民法・民事訴訟法の普及活動は、カンボジア全土で 2008 年に 7 回、2009

年に 6回、2010 年は 3月までに既に 3回、開催された。2009 年には新たに 5人の起草班メンバーが講

師に加わった。なお当初は、RSJP の継続教育と司法省の普及活動の間で調整が必要と考えられていた

が、司法省と RSJP 双方の認識では、現在、これら 2つの活動は、対象者および内容が異なっているた

め、調整の必要はそれほど高くない（RSJP の継続教育が裁判官・検察官に対する法曹実務レベルの内

容を含むのに対し、司法省の普及活動は、裁判所職員、州の職員、郡長、コミューン長、村長などを

含むより幅広い対象者・内容である）。 

Q&A のとりまとめに関しては、民事局が暫定的に担当している。以前は、日本人専門家にも直接質問

が寄せられていたが、現在は、民事局が質問受付を一元的に担っており、難しい質問については基本

的にはコミッティで審議することになっている。今後民法が適用されれば、裁判官以外にも一般の行

政職員や国民から、幅広い質問が寄せられる可能性があるため、司法省でも対応する必要性が高まる

ことが見込まれる。このことからも司法省職員の民法理解度を向上させることが急務といえる。 

 

（２）プロジェクト目標及び上位目標の達成の見込み 

残りの期間を通じて、いくつかの課題（詳細は後述）に適切に対処することで、プロジェクト目標

の達成が見込まれる。 

本プロジェクトの上位目標は、「民事法制度がカンボジアにおいて適切に機能する」である。この上

位目標の達成のための前提としての不可欠なプロセスである関連法制度の整備、あるいは、民法・民

事訴訟法及び関連法の普及活動、他の法令との調整等については、現在、プロジェクト活動として、

司法省が鋭意進めているところであるが、一方で、上位目標の達成のためには、裁判所、国土省土地

管理局（土地登記）、地方行政機関などの関係官庁においても、これらの法律が適切に理解され、運用

されることが必要となる。また、公務員や官庁だけでなく、弁護士、市民、企業なども、これらの法



令を理解し、適切に活用することが必要となる。現在のプロジェクト活動による制度整備及び法曹・

公務員への普及活動に加えて、これらの条件が全体的に整えば、上位目標が達成できるといえる。 

 

PDM で設定されたプロジェクト目標の各指標に対する実績と見込み・課題は以下のとおりである： 

 

ア． 司法省による付属法令・運用指針の起草実績及び日本側の関与の変化 

 法令案の分量・複雑さや関係省庁の有無により、起草班ごとに進捗のばらつきはあるが、予定

していた法令案は上述のとおり概ね着実に起草されている。 

 第 1 班（不動産登記関連省令）は、国土管理都市計画建設省（MLMUPC）との定期的な共同コミ

ッティの開催が、MLMUPC 側メンバーが多忙であることおよびメンバーが少ないことにより困難

であったが、今次レビュー調査において MLMUPC 高官により、メンバーの増員および MLMUPC 内

での準備会合の実施など、前向きな協力姿勢が表明された。 

 第 5 班が担当している「法人登記に関する司法省令」は多くの省庁との整合性を図る必要があ

るため、他省庁の起草法案の情報収集を行っている段階である。 

 起草班会合の開催や内容の検討において、カンボジア側の自主性が大変高まってきた。各班は

まず自分たちで検討・起草を進め、解決できない問題についてだけ日本人専門家に質問するよ

うになった。ただし、主に民法についての理解度の低さから、日本人専門家の助言が必要と思

われる場面は依然として少なくない。起草班メンバーを中心として司法省職員の民法理解度を

向上させることが、プロジェクト後半における課題である。 

 

イ． 司法省による民法・民事訴訟法関連法案の立法プロセスにおける調整実績及び日本側の関与

の変化 

 司法省から発出された後の審議状況の確認・内部共有や、他省庁管轄の法令案についての確認

などは、現在までのところカンボジア側が主体となって順調・適切になされてきている。 

 日本側の関与については、以前に比べてカンボジア側が必要とする際にのみ助言をするという

形が中心となってきた。 

 

ウ． 司法省による普及活動の実績及び日本側の関与の変化 

 普及活動は前述のとおり、司法省主導のもとに推進されている。普及セミナーおよび教材の配

布は計画どおり着実に実施された。 

 Q&A のとりまとめに関しては、民事局が暫定的に担当している。民法が適用されれば司法省で

も回答していく必要性は高まるため、このことからも司法省職員の民法理解度を向上させるこ

とが急務である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 

（１） 妥当性：極めて高い 

 



カンボジア政府は、引き続き司法分野における人材育成を重視している。2004 年 7 月に発表された

国家開発戦略である「四辺形戦略」、2008 年の「第二次四辺形戦略」で明らかになっているとおり、

司法改革は引き続き高い優先順位を与えられている。また、より具体的には、2003 年の「法・司法制

度改革戦略」や 2005 年の「法司法制度改革短期・中期行動計画」において、立法の枠組みの近代化が

司法分野の 7重点分野の一つと位置づけられている。カンボジアにおいて民事法制度を適切に機能さ

せるために最も重要な政府機関のひとつが司法省であるため、司法省の人材育成及び組織の強化が、

民法・民事訴訟法の関連法令の起草や普及活動を効率的・効果的に運営するうえで不可欠である。今

次レビュー調査では本プロジェクトがこれらニーズに対応するものである旨確認された。 

本プロジェクトはまた、日本の ODA 計画や戦略とも一貫性を有している。2002 年の「カンボジア国

別援助計画」、2009 年の「法制度整備支援に関する基本方針」および JICA の「国別援助実施方針(2009

年)」で、民事法制度の構築と向上はカンボジアに対する重要政策中枢支援であり、日本は民法・民事

訴訟法の運用・普及支援の継続により、法司法制度改革の推進に貢献する方針が定められている。 

加えて、これまでフェーズ 1、2において民法・民事訴訟法の起草・立法化支援を日本が実施してき

た経緯を踏まえると、他ドナーに比してなお日本に技術的な優位性がある。また今フェーズでは、民

法・民事訴訟法関連法令の起草・普及活動において、司法省職員が、より主体性を発揮し、自立的に

民法・民事訴訟法の適切な運用のために必要な施策を取れるようになることを目指しており、このア

プローチは上述のニーズを満たす上での妥当性が高いことが確認された。 

 

（２） 有効性（予測）：高い有効性が見込まれるものの、プロジェクト後半に取り組むべき課題も残

っている 

 

成果 1.「司法省にて、民法・民事訴訟法関連法案の起草・立法化に向けて必要な作業が行われる」

に関しては、5つの起草班が、班ごとのばらつきはあるものの、概ね各班の課題に対処しながら着実な

進捗を見せている。意欲ある新たな職員も随時追加され、起草班メンバー自ら検討を進める・草案を

作るといった手法が完全に定着した。起草班会合での検討経緯を記録に残すことは，今後の法令解釈

の資料に供するという観点からも重要であるが、必ずしも十分には実施されていないのが現状である。

決定事項とその理由を起草メモの形で簡単に残しておく等の工夫が必要である。成果 1達成のための

課題は、起草班メンバーの民法・民事訴訟法の理解度向上である。日本人専門家からのより積極的な

インプットが有効と思われる。 

成果 2.「司法省にて、司法省から提出された民法・民事訴訟法関連法案のフォロー及び他省庁から

提出された法令との調整が行われる」に関しては、前述のとおり着実に行われており、これまでどお

り活動することで達成が見込まれるが、他省庁間管轄の法令案との調整の時機を逸することのないよ

う、引き続き情報収集に努めることが望ましい。 

成果 3.「司法省が司法関係者等に民法・民事訴訟法及び関連法案を運用するための知識を広める」

については、新法理解研修および条文や教材の配布を教育･普及局が担当し、適切に実施されている。

ただし Q&A のとりまとめについては、司法省内の体制整備と職員の民法理解度を向上させることが重

要であるといえる。 

これら産出されつつある成果を目標達成に結びつけるためには、前述の課題に適切に対処する必要



がある。 

 

（３） 効率性：比較的高い。 

 

投入については、一部法曹人材の日本国内におけるリクルートの困難から、長期専門家の派遣が遅

れたケースがあった。しかし、全体に、前フェーズに引き続き、常駐の専門家と日本における支援体

制（民法作業部会、民事訴訟法作業部会、不動産登記にかかる実務アドバイザーグループ、および、

日本国法務省）の組み合わせ、また短期専門家による現地セミナーや、本邦研修といった複数の形態

を活用した支援のあり方は、カウンターパートが適時かつ広がりや深みのある助言を得ることができ、

また実務上のニーズに即した情報提供ができる方策であり、効率性の促進要因となっている旨が確認

された。日本側支援体制については、一部普及に必要な教科書・解説の出版の遅れがあったが、その

他の法令ドラフトに対するコメントや本邦研修を通じたインプットについては適切に行われた。また、

実施中の「裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト（フェーズ 2）」や「弁護士会司法支援プ

ロジェクト」との間で、条文や法令解説等の出版物が共有されており、今後も引き続き共有がなされ

ることで、効率性が更に高まっていくことが期待される。 

コミッティ会合が適時開催されるかどうかは、プロジェクトの効率性に与える影響が大きい。コミ

ッティ会合が予定通り開かれ、主体的に遅延なく起草でき、さらに成果をあげるために、コミッティ

の構成を再編し、新しいメンバーを入れる必要がある。 

 

（４） インパクト 

 

プロジェクトに関わっている司法省職員の立法技術および法の理解・解釈の経験は、起草班での活

動を通じて着実に蓄積されている。これは司法省が民事分野以外の法令を起草・普及していく上でも

活用されている。 

立法局は本プロジェクトでの活動を通じて PDM 手法に関する知識を獲得し、同局の 5か年計画を作

成する際に自らそれを取り入れた。 

 

（５） 自立発展性 

 

本プロジェクトでは、プロジェクトの目標および成果に、司法省における民法・民事訴訟法が適切

に運用できることの自立発展性を埋め込んでいるため、基本的には目標・成果の達成が自立発展性と

直結している。 

今フェーズでは、ここまで、カンボジア側が法案を起草し、日本人側は、起草された法案に対して

コメントをする手法を採用してきた。これにより、カンボジア側の自立傾向は非常に高まったと言っ

てよく、今後もこの手法を続けることによって、プロジェクトの自立発展性が高まっていくと見込ま

れる。 

一方で、新たに起草活動に参加した職員の民法・民事訴訟法の理解は、まだ十分なものとは言えな

い。今後、法案の起草・検討の効率を上げ、プロジェクトの成果・活動の自立発展性を一層高めるた



めには、司法省職員の間で、民法・民事訴訟法の基本的な体系について、一定程度の理解を共有する

ことが必要と考えられる。そのためには、条文の背景を理解している日本人専門家からのインプット

も必要と考えられる。 

民事訴訟法のうち特に起草に必要とされる部分については、一定の理解が進んでいると考えられ、

今後は、起草班内において、新しく参画したメンバーに対するインプットを自主的に行うことが必要

である。 

自立発展性を阻害する最大のリスクのひとつは、資金面・人員配置面での継続性である。引き続

き司法省から政府に対し、予算措置・人員強化を働きかけることが必要である。 

 

 

３－３. 今後の活動に向けた提言 

（１）起草班会合の記録 

 

起草班会合の記録について、多くの班の場合個人の指摘メモに留まる形で、法令案の議論の過程を

記録として十分に残してはいない。しかしながら、将来の法令解釈の参考として起草の過程を記録す

るためには、結論のみでなく、少なくとも結論に至った理由、できれば議論の簡単な経緯も記録され

ることが望ましい。必ずしも長大な議事録を作成する必要はないが、会合中に起草メモの形で決定事

項とその理由を記録し、すぐにファイリングしておく等の省力的な方法で、起草過程の記録を残して

いくことが望まれる。 

 

（２）民法理解度の向上に向けた日本人専門家によるインプット 

民法起草時にカンボジア側で関わった司法省職員や裁判官などのコミッティメンバーは、現在大変

多忙であり、起草班での起草作業は彼らではなく、司法省の中堅・若手職員が担っている現状にある。

彼らの民法理解度を向上させることが、今後起草作業の効率・自立性を高めるために重要であると考

えられる。このためには、これまで行われている司法省による民法理解度向上のための勉強会の開催

といった努力に加え、条文の背景を理解している日本人専門家からのインプットが必要となる。司法

省内外での新法普及のための講師候補、アシスタント講師となる人材の育成を目標として、講義内容

を設定することが望ましい。ただし、他の司法省職員もオブザーバーとして自由に参加できることと

する等、司法省職員の自発性を損なわないよう、双方で協議して適切なアプローチや内容を検討して

いくことが望まれる。 

 

（３）コミッティ会合の臨機応変な開催 

裁判所の仕事に従事しているコミッティメンバーもおり、また他の者も業務が多忙であるため、定

期的に開催することができていないことは、プロジェクト活動の円滑な進捗に影響を及ぼす要因にな

っている。コミッティ会合については、意思決定できる高官の都合にあわせて臨機応変に開催される

ことが望まれる。 

 

 




