
「裁判官・検察官養成高民事教育改善プロジェクト（フェーズ２）」 

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：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） 

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 223,637 千円 

(R/D 署名日)2008 年 3 月 21 日 先方関係機関：王立司法学院(RAJP)・王立裁判官・

検察官養成校（RSJP） 

協力期間 協力期間 

2008 年 4 月 1 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 1，2）」を通じ

て民法・民事訴訟法の起草・立法化を支援してきている。その結果、2007 年 7 月に民事訴訟法がカン

ボジアにおいて適用され、民法も 2007 年 12 月に公布された。 

しかしながら、両法案はカンボジアにとって新しい概念を含んでおり、同国で両法案が適切に運用

されるためには両法律を理解する法曹人材を養成する必要があるとして、2005 年 11 月より王立裁判

官・検察官養成校（RSJP）において、「裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト」を開始し、

2008 年 3 月に終了した。 

「裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト」（2005.11～2008.3）では、RSJP におけるカリ

キュラム策定・改訂、教材作成・改訂、教官の能力向上に取り組んできた。カリキュラムや教材が揃

わないまま講義が進められていたプロジェクト開始前と比較すると、カリキュラムが策定され、教材

が一部作成され、同校において民事教育が行われる土台ができつつあった。。しかしながら、1990 年代

前半までの内戦と社会的混乱の影響により、カンボジアでは法曹人材が絶対的に不足している状況で

あり、同校においても教官不足が大きな課題となっていたため、持続的に同校において民事教育が行

われるためには、教官候補生養成及び教材作成により、自立発展性を高める必要があるということが

終了時評価において課題として挙げられた。 

このような中、これまで同校において民事教育改善に取り組んできた日本に対し、更なる協力の継

続について要請があり、2008 年 2 月に事前調査が行われ、RSJP が自立的に民事教育を実施できるよう

になることを目指し、フェーズ 2が開始された。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

カンボジアにおいて民法･民事訴訟法に基づいて適切に民事裁判が行われるようになる。 

 



（２）プロジェクト目標 

RSJP において民法・民事訴訟法に則った裁判官・検察官に対する裁判実務に関する教育（以下、「民事

教育」）が自立的に実施できるようになる。 

 

（３）成果 

1. 組織的に学校運営（教官確保・カリキュラム策定）を行うノウハウが RSJP に蓄積される。 

2. 教材作成・改訂のノウハウが教官及び教官候補生に蓄積される。 

3. 民事に関する継続教育が行われる。 

 

（４）投入（中間レビュー時点） 

 日本側： 総投入額約 98,272 千円 

 － 長期専門家派遣 2 名 

 － 短期専門家派遣 9 名 

 － 研修員受け入れ 24 名 

 － 国内作業部会  のべ 10 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：RAJP学院長 

プロジェクトマネージャー：RSJP校長 

プロジェクト運営管理：RAJP事務局長 

第一審裁判所判事、控訴裁判所判事、最高裁判事、司法省職員等からなる教官および教官

候補生 

－ 施設、事務室 

 RSJP 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. 「組織的に学校運営（教官確保・カリキュラム策定）を行うノウハウが RSJP に蓄積される」

 

日本人専門家と RSJP マネジメント層は必要な際には常時協議できる関係を維持しており、プロジェ

クト運営上の必要に応じて適宜協議を重ねてきた。教官候補生もこれらの協議には適宜参加している。

フェーズ 1 に引き続き教官候補生の養成が進められ、今フェーズ初年度から教官アシスタント制が

導入された。教官候補生の採用基準は、（1)成績、（2)本人の希望、（3)適性、（4)裁判官であること(民

事教育のため)である。教官候補生の採用計画については、毎年７名ずつ採用していくことで RAJP/RSJP

と日本側の間では共通認識に至っている。実際、今レビュー調査時点までに 1 期生（フェーズ１で養

成）、2 期生、3 期生がそれぞれ 7名ずつ採用され、1期生は既に教官アシスタントとして活動している。

そのうち 2名は書記官養成校では教官として単独で講義を担当している。 

なお、専任教員の確保については、PDM では「常勤及び非常勤の教官数が増加する」との指標が挙げ

られているが、RAJP/RSJP では「学校側としては、将来的には専任教官を確保したいと思っているが、

カンボジアの司法人材が圧倒的に不足しているという現状に鑑みれば、現場実務への配置を優先する

べきであり、そのため当校の専任教官は将来的に確保を希望するものの当面は現実的ではない」と認

識しており、日本人専門家も、このような認識を共有している。専任教官を確保できない点は、複数

の教官候補生に教官ミーティングや模擬裁判等に関与させることで、学校での教育実施に対する一貫

したコミットメントを高める等の方法で補ってきた。 

教育体制については、現在のカリキュラムは、民法、民事訴訟法がほぼ同程度の時間数の講義が行

われており、RSJP では主に手続法を中心とした実務教育に重点をおきたいということと、現状の民法

浸透度の両方から考えると、バランス的に問題はないといえる。これまでのところ、予定していた教

官が講義できなくなった場合に教官候補生が代理を務めるなど、日本人専門家が講義をせずとも RSJP

のリソースだけでカリキュラムどおりに講義が運営されるようになってきている。また、教官と教官

候補生が共同で講義を実施する割合が減り、教官候補生だけで講義する割合が着実に上がってきてい

る。また、2009 年の模擬裁判は 2008 年に比べて、教官候補生がより主導する形で運営された。 

教官ミーティングは、教材作成計画やカリキュラムの検討を目的として開催されており、学校側が

完全に開催のイニシアティブをとっているとは言えないものの、教官候補生が議論の主体となってい

る。RAJP/RSJP の幹部は、組織的なナレッジマネジメントとして、議事録を作成して共有することの重

要性を認識しており、一般的な会議に関しては内容を要約した議事録を作成し、重要な会議に関して

は詳細な講義録を作成している。 

 

成果 2. 「教材作成・改訂のノウハウが教官及び教官候補生に蓄積される」 

 

教官候補生の養成活動の実績として、毎週開催されている教官候補生ワーキンググループで、教官

候補生が日本人専門家の支援のもと、「不動産強制売却の模擬記録・マニュアル」等のマニュアル・教

材を作成しており、これらは全国の裁判所や RSJP 学生へ配布され活用されている。また、カンボジア

での現地セミナー、JICA-Net セミナーおよび本邦研修への参加、あるいは日本人専門家に日常的に質



問・相談するといった活動を通じて、教官候補生は知識や経験を蓄積し、教材の草稿を担えるように

なってきた。ある教官候補生は、自らの学習および実務での活用を企図して、JICA-Net セミナーで得

た知識をもとに、日本人専門家の助言を仰ぎながら、督促手続のマニュアルを自主的に作成した。 

関係者（カンボジア側・日本側）によれば、プロジェクトを通じて作成・改訂されたこれら教材は、

日本人専門家および日本側支援体制による助言のもとに作成されており、RSJP での教育において概ね

適切な内容に仕上がっているとの認識が共有されている。このうち４編のマニュアルについては、日

本人専門家による講義にもとづいて教官候補生が草稿し、日本人専門家によるコメントを反映させて

完成させている。作成する教材については、教官ミーティングで教官候補生自身が提案し、決定する

ようになっており、日本人専門家が、教材の内容を決定し作成していた前フェーズに比べると、カン

ボジア側が主体となって教材整備を行う体制が構築されつつある。 

教官候補生からは、教材作成に関する日本人専門家の助言は今後も必要であるとの意見が出されて

おり、教官候補生が、より自立的に教材作成を進めるためのノウハウや知識を、プロジェクト後半で

更に培っていくことが必要である。 

今次調査では、民法の理解が限られていること及び民法教育の重要性について、学校運営側と認識

を共有した。RSJP 学生については、民事訴訟法は理解が進んできているものの民法については十分と

は言えないとの評価が、教壇に立っている教官候補生 1 期生からも報告された。プロジェクト後半で

は、民法の適用を見据え、例えば RSJP で民法教育を充実させるために講義計画を作成するなど、具体

的な取り組みについても今後学校側と日本人専門家との間で協議を進めていくことが確認された。 

 

成果 3. 「民事に関する継続教育が行われる」 

 

RSJP における継続教育は、2008 年に RAJP のイニシアティブにより、EWMI（East-West Management 

Institute: USAID の資金で活動している米国を本拠とする NGO）の支援を受けて開始された。学校側

がドナーを招いて行った担当分野の協議会合を経て、JICA が民事分野の一部を担当することになった。

民事分野の継続教育は、2009 年は 1コースあたり 5 日間の日程で行われ、学校側が決定した教育項目

に沿って、3日間はカンボジア人教官が、1日は日本人専門家が、もう 1日は他ドナーが担当した。（2008

年は、半日を日本人専門家が担当した。） 

継続教育では、年間計画に基づき参加者を６グループに分け、それぞれ 5 日間のセッションをプノ

ンペンで実施している。受講者総数（裁判官および検察官）は、2008 年は 187 人、2009 年は 206 人、

2010 年は 269 人(予定)となっている（2009 年以降の増分は毎年の RSJP 卒業生である）。下級裁判所の

裁判官・検察官は受講が義務づけられていることもあり、ほとんど全員が参加している。RSJP では参

加者からのフィードバックを終了後に取り纏めて、どのテーマを強化すべきか分析し、その結果に基

づいて毎年内容を改善している。 

本プロジェクトでは、保全についてのレクチャーを各セッション半日或いは 1 日担当した。2009 年

は学校側の発案で Q&A スタイルが採用され、事前に全国の裁判所から質問を収集し、各講師が回答準

備を担当した。日本人専門家はこのスタイルの導入および実践に際して助言した。 

 

（２）プロジェクト目標及び上位目標の達成の見込み 



教官候補生が養成され、講義や教材作成、模擬裁判などでも大きな役割を果たすようになってきて

おり、特に民法理解の向上に配慮することにより、プロジェクト目標は達成される見込みが高い。 

本プロジェクトの上位目標は、「カンボジアにおいて民法･民事訴訟法に基づいて適切に民事裁判が

行われるようになる」である。RSJP において、今後の民法の適用を見据えて、民法教育をさらに充実

させることができれば、プロジェクト終了後も、民法、民事訴訟法に関する十分な教育を受け、適切

な運用能力をもった卒業生を輩出することができる見込みは高いが、上位目標の達成には、RSJP での

教育を受けていない既存の裁判官に対する民法の普及が必要となり、RSJP の継続教育をもってしても

時間がかかることが予想されるほか、弁護士の能力向上、民事執行や保全などの関連制度の整備・普

及も必要となる。 

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． 民事教育に関する授業実施状況 

 現在のカリキュラムは、民法、民事訴訟法がほぼ同程度の時間数で行われている。 

 2009 年の模擬裁判は 2008 年に比べて、教官候補生がより主導する形で運営された。教官候補

生はコーディネーターやチューターとしての役割を全うし、学生に対して助言や講評を与えた。

日本人専門家が、講評を準備する段階で教官候補生に助言を行ったところ、それを基に教官候

補生が適切な講評をした。 

 民法の理解度については、学校運営側は学校における民法教育の必要性を認識しているところ、

民事訴訟法に比較して、民法に対する学生の理解が十分とは言えないとの評価が教官候補生 1

期生からも報告されている。プロジェクト後半では、民法の適用を見据え、民法教育の充実に

向けて具体的な取り組みが必要である。 

 

イ． 教官（アシスタント教官を含む）の数が増加する 

 RAJP/RSJP では、2012 年まで毎年 7 名ずつ、計 35 名の教官候補生を養成する計画で、レビュー

調査時点で 21 名の教官候補生が養成されている。 

 RAJP/RSJP マネジメント層による教官候補生の養成方針は、教官候補生ワーキング・グループ、

現地セミナー等の日本側からのインプットを活用してできるだけ知識を習得させ、教壇に立た

せる時期を見定めるというものである。 

 教官候補生 1 期生は、今フェーズ開始初年度から 7 名全員がアシスタント教官として活動して

いる。 

 

ウ． カリキュラムの策定状況 

 カリキュラムについては、上記ア．のとおり、バランスよく策定されている。 

 

エ． RSJP 内部で教材作成ができる体制が整備・維持される 

 教材作成の中心である教官候補生ワーキンググループでは、教官候補生が教材の作成・改訂経

験を積み、草稿を担えるようになった。また、教官ミーティングで教官候補生自身が教材作成

計画を提案し、決定するようになった。日本人専門家が、教材の内容を決定し作成していた前



フェーズに比べると、カンボジア側が主体となって教材整備を行う体制が構築されつつある。

 教官候補生は、教官候補生ワーキンググループ、本邦研修、現地セミナーおよび JICA-Net セミ

ナー等において、教材作成に関するノウハウや知識を習得している。 

 全国の裁判官から来る多くの質問とその回答が Q&A 集としてまとめられた。その結果、地方裁

判所からの質問がさらに増えた。 

 民法については未だ教材が作成されておらず、今後教材作成の前提となる教官候補生の民法に

ついての理解を深める必要がある。 

 教官候補生からは、教材作成に関する日本人専門家の助言は今後も必要であるとの意見が出さ

れた。教官候補生が、より自立的に教材作成を進めるためのノウハウや知識を、プロジェクト

後半で培うことが必要である。 

 

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、「司法サービスを強化す

ること」が司法分野の 7重点分野の一つと位置づけられている。また本プロジェクトの枠組みは、カ

ンボジアにおける法曹人材の育成に関する主要機関である RAJP(RSJP)のニーズを満たしていること

が、改めて確認された。ポル･ポト政権下で法・司法制度が崩壊し、法曹人材が壊滅に近い状態となっ

たカンボジアでは、法曹人材の不足は現在も引き続き深刻であり、健全な社会・経済開発を妨げる大

きな阻害要因となっている。人材の育成及び組織の強化が、民事教育を効率的・効果的に運営するう

えで不可欠であり、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、裁判官・検察官養

成校への人材育成支援等の継続により、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、これまで法制度整備プロジェクト（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、さらには本プロジェクト（フェーズ 1）で RSJP の民事教育にか

かるカリキュラム策定や教材作成を支援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、学校運営の根幹をなす教官採用・養成計画、カリキュラ

ム検討、教材作成といった活動において、カンボジア側カウンターパート職員・教員が、より主体性

を発揮し、自立的に民事教育の実施を行え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.「組織的に学校運営（教官確保・カリキュラム策定）を行うノウハウが RSJP に蓄積される」

に関しては、状況に応じて適時 RAJP・RSJP 経営陣と日本人専門家とのミーティングが開催されており、

日本側がイニシアティブを取らずとも、必要な内容が選択され議論されつつある。また、教官ミーテ

ィングについては、教官が多忙につき参加できない場合でも、教官候補生が主体的に議論するように

なっている。RSJP において民法教育の実施は重要であるが、民法は複雑で、学生の理解度も限定的で

ある。教官および教官候補生の養成については、アシスタント教官を務める人数が着実に増加してお

り、特に 1期生のうち 2人は書記官養成校においてアシスタントではなく教官を務めるといった好ま

しい成果が既に産出されている。また教官候補生が単独で講義する割合が増加している。学校運営ノ

ウハウの組織的な蓄積の観点では、RAJP・RSJP 経営陣と日本人専門家との会合や模擬裁判の準備会合

等に教官候補生も参加することで、経験を共有する人数を増やすという工夫がなされている。 

成果 2.「教材作成・改訂のノウハウが教官及び教官候補生に蓄積される」に関しては、前述のとお

り各種教材が作成されており、数の観点から一定の進捗があったと評価できる。また作成された教材

の内容は日本人専門家のチェックを経ているため、適切であると考えられる。また、教官候補生が教

材をドラフトするなどしてカンボジア側の関与が深まってきたことや、作成すべき教材が学校側から

提案されるようになったことで、教材の内容及びレベルをカンボジア側で活用しやすいように設定す

ることが可能となったことなどは大きな進歩である。プロジェクト後半では、日本人専門家のインプ

ットを得ずとも教官候補生自ら調査・検討して教材を作成することに少しずつ取り組み始めることが

必要である。 

成果 3.「民事に関する継続教育が行われる」については、全国の下級裁判所の全裁判官・検察官が

継続教育への参加を義務づけられており、RSJP ではこれに基づいて全員参加できるよう計画・運営し

ているため、量としては適切な成果が産出されていると言える。参加者の理解度についても、教官候

補生（講師や参加者としての立場）からの聞き取りや、学校側が 2008 年に開催した際に集めたフィー

ドバックによると、概ね理解度も高く、良好な評価を得ている。 

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。プロジェクト目標の達成見込みを検証する上で、どのような指標により「ノウハウが蓄積さ

れた」と判断するのか、引き続きカンボジア側と日本側で日常的に意見交換をしていくことが望まれ

る。 

 

（３） 効率性：比較的高い 

 

年度毎の計画に沿って、適切なタイミング・量の投入が行われた。フェーズ１に引き続き、常駐の

専門家と日本における支援体制（アドバイザリーグループ、日本国法務省）の組み合わせ、及び短期

専門家による現地セミナーや JICA-Net セミナー、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。 

また、RAJP・RSJP マネジメント層と日本人専門家は頻繁に会合を持ち、また教官候補生は疑問点を



すぐに日本人専門家に相談することができている。こうした良好なコミュニケーションもプロジェク

トの効率性を高めている。 

民法についての日本側インプットのあり方は、民法の基礎を中心として、民法全体を体系的に理解

しうる講義をその主眼とすることが肝要である。これを通じ、今後カンボジア側が自主的に民法の理

解を深化させることが可能になると考えられる。 

 

（４） インパクト 

 

教材作成ワーキンググループで作成した強制執行のマニュアル等は地方裁判所に配布され、RSJP 内

部のみならず実務の現場で活用されている。ある教官候補生は、自らの学習および実務での活用を企

図して、JICA-Net セミナーで得た知識をもとに、日本人専門家の助言を仰ぎながら、督促手続きのマ

ニュアルを自主的に作成した。 

また、前述のとおり、1期生の教官候補生のうち 2名は、書記官養成校で教官として単独で講義を担

当している。 

さらに、プノンペン市首都裁判所では、日本側が提供した判決書等多数の書式をカンボジアに適合

するように修正して実際に使っている。 

その他のインパクトとして、全国の裁判官から来る多くの質問とその回答が Q&A 集としてまとめら

れた。その結果、地方裁判所からの質問がさらに増えた。ただし、本プロジェクト終了後に Q&A 集の

作成と配布を日本人専門家の支援なしで実施して行くためには、実務で時に発生する複雑な問題に回

答できる能力の向上や、質問及び回答の取りまとめ作業に時間を割くことができる担当者の配置が課

題である。 

 

（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、RSJP における民事教育の自立発展性を埋

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。したがって、前述し

た RSJP の組織あるいは人員のキャパシティ向上に関する各種課題は、プロジェクト終了後の自立発展

性の観点からも、プロジェクト後半の活動において解決に向けた工夫が求められる。 

継続性を担保する政策・計画的要素としては、RAJP の 5 か年計画(2008-2012 年)の存在が挙げられ

る。司法省、司法官職高等評議会および RAJP で協議した結果、約 600 人の裁判官・検察官が必要とい

う判断に至り、RAJP ではそれに基づいて 5 か年計画を策定し、2008-2012 年の間に毎年 55 人の裁判官・

検察官を養成する予定としている。 

自立発展性を阻害する最大のリスクのひとつは、教官候補生が様々な理由で活動に参加できなくな

ることである。家庭・健康上の理由、転勤等により活動が継続できなくなるというリスクは排除でき

ない。RAJP・RSJP マネジメント層からは、現時点の育成計画は、RSJP だけではなくその他の養成校を

含む RAJP 全体の学校運営の持続性を考えれば十分とは言えないとの懸念が表明された。資金面の自立

発展性については、まずは教官への謝金を学校で全額負担できるようになることが望まれるため、引

き続き学校側から政府に対し予算措置を働きかけることが必要である。これらのリスクについてはプ



ロジェクト後半の活動期間においても継続的に注視していく必要がある。 

 

３－３. 今後の活動に向けた提言 

（１）指標の具体化 

今次調査では、プロジェクト目標の達成見込みを検証する上で、どのような指標により「ノウハウ

が蓄積された」と判断するのか、さまざまな定量的・定性的な見方について議論をしたが、より具体

化を図ることが望まれる。今後、「学校運営のノウハウ」や「教材作成のノウハウ」といった指標に

ついて、カンボジア側と日本側で日常的に意見交換をし、具体化をしていくことが望ましい。 

 

（２）民法適用を見据えた民事教育 

民法の理解が限られていること及び民法教育の重要性について、学校運営側と認識を共有したこと

から、プロジェクト後半では、民法の適用を見据えて、RSJP で民法教育を充実させるための具体的な

取り組みが必要であり、学校側と日本人専門家との間で協議を進めることが望ましい。 

 

 




