
評価調査結果要約表 

 

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：産業開発・公共政策部 法・司

法課  

協力金額（終了時評価時点）：約 272,973 千円 

協力期間 

(R/D)2008 年 4 月 8 日 先方関係機関：司法省 

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 

1970 年代から 20 年にわたり内戦を経験したカンボジアでは、1993 年に制憲議会が成立し、

法制度整備を国の最重要課題と位置づけたが、基本法体系が十分に整備されておらず、また

法曹人材がきわめて少ないことから、自力で法制度整備を行える状況になかったため、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）」を通じて

民法・民事訴訟法法案の起草支援を行ってきた。当該プロジェクトでは、日・カ合同起草チ

ームにより民法・民事訴訟法起草作業の実施を中心に協力が行われ、2003 年 3 月に両法案を

カンボジア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、民法・民事訴訟法法案の立法化支援及び附属法令を主眼とした継続支援を実施する「法

制度整備プロジェクト(フェーズ 2)」が 2004 年 4 月から開始され、1 年間の期間延長の後、

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。 

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、関連法案の起草が不可欠であるとともに普及活動も必要であったこ

とから、カンボジア政府より日本に対し、フェーズ 2 の後継案件として更なる協力の要請が

あった。2008 年 2 月に事前評価調査を行った結果、2008 年度より付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（終了時評価時点） 

 日本側： 

 ‐ 長期専門家派遣 延べ 8 名 

 ‐ 短期専門家派遣 延べ 13 名 

 － 研修員受け入れ 延べ 22 名 

－ 国内作業部会  委員 37 名 

－ 機材供与     48,697 米ドル 

－ 現地活動費    54,445 千円 

  

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、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担当者用の常設事務所、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     桑島 京子 JICA 産業開発・公共政策部長 

（２）法整備支援  磯井 美葉 JICA 国際協力客員専門員 

（３）起草支援   松川 光康 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

（４）評価企画   金田 雅之 JICA 産業開発･公共政策部ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ法･司法課職員 

（５）評価分析   栗田 貴之 株式会社アイコンズ  

（※通訳（日･ク）は現地傭上 サー・セネラ） 

2－2 調査期間：2011 年 8 月 21 日～9 月 7日 

2－3 評価種類：終了時評価 

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 

一部の活動に遅れが見られるもののプロジェクト活動は概ね円滑に行われ、成果が達成さ

れつつあることが確認された。プロジェクト活動実施、成果達成状況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。」 

カンボジア側が将来にわたって自立的に起草・立法業務を実施していけるよう、司法省民

事局・立法局の組織を強化し、起草作業の軸足をカンボジア側に映していくことが必要であ

るという認識の下、起草班体制の変更をプロジェクトの初年度に行った。 

プロジェクト開始当初は、日本側が法案のアウトラインを作成する形態が採られていた

が、現在は、長期専門家及び日本国内の支援委員会（「カンボジア民法作業部会」「カンボジ

ア民事訴訟法作業部会」「カンボジア不動産登記実務アドバイザリーグループ」）、日本国法務

省などの協力機関の支援を受けながら、「法制度整備プロジェクト(フェーズ 1)」において日

本側との共同起草作業を担っていた司法省次官等の監督下で、司法省の民事局・立法局職員

が中心となり起草作業を担うという新たな体制が構築され、各起草班が自主的に必要な起草

会合を開催し、法案起草及び審議を主導する形態が定着した。 

カンボジア側による自主的な起草班の活動の下、民事訴訟法関連の不動産登記共同省令

（司法省と国土管理都市開発建設省との共同省令）、裁判官の填補に関する司法省令、手数料

および訴額算定基準に関する改正省令などが起草され、発令された。また、民法関連の不動

産登記共同省令、法人登記省令、夫婦財産契約登記に関する省令、執行官関連の省令などの

起草作業が進められている。また、法令案の電子データについては、閣僚評議会に提出した

時点のものを、立法局において一元的に管理・保管されている。 

他方で、起草班会合での議論を記録として保存・共有するという活動は、部分的な実施に

とどまっている。また、知識向上のための継続的な省内研修も実施されているが、参加職員

の希望により逐条的に学習する形となっているため、基本的な民法の全体構造、機能の理解

につながっていない側面があり、今後改善の余地がある。 

 

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」 

フェーズ２で起草された法案については、民事非訴訟事件手続法、人事訴訟法が閣僚評議

会提出後の条文加除修正や国会での法案説明等に対する支援を実施した結果、成立したほか、

裁判寄託省令も司法省から発令された。また、民法適用法が 2011 年 5 月に国王の審署を経て

成立しており、同 12 月から民法及び上記関連法令等が適用開始となる。 

他方、執行官法については、閣僚評議会に提出された後、副首相特別会合において、修正

提案を受けている段階で、法律としては成立に至っていない。 

他省庁管轄のものを含む関連法令については、主なものとして、裁判所構成法、外国人に

建物専有部分の所有権を与える法律、国際養子縁組法、DV 防止法、労働組合法などがあり、



それぞれ専門家の助言を得つつ、司法省からもコメントを提出している。また、他省庁から

民法との抵触がないかについての確認依頼が労働組合法を所管する労働省などから寄せられ

るようになってきており、司法省が適切なコメント、省令チェックを行うことにより、同省

に対する他省庁からの信頼も向上してきたことが伺える。 

 

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」 

普及セミナーは、これまでに各地で全 14 回実施され（2008 年 7 回、2009 年 6 回、2010

年 1 回。司法省が財務省から予算を得て実施した分のみで、他ドナーがスポンサーとなり実

施した分については含まず）、以前は長期専門家が講師を務めたこともあったが、現在ではカ

ンボジア側のコミッティ及び起草班メンバーが講師となり実施する体制となっている。 

また、裁判寄託省令、人事訴訟法、民事非訴訟事件手続法、不動産登記共同省令（民訴関

連）の普及セミナーなどを実施するとともに、民法適用開始に向け、短期専門家が講師とな

り、裁判官、司法省職員、弁護士向けの民法現地セミナーを開催した。 

このほか、教材・資料として、民法逐条解説全 6巻、人事訴訟法、民事非訴訟事件手続法、

民事過料手続法の条文及び逐条解説書、2009 年 12 月開催の民訴部会委員による控訴裁・最

高裁向けセミナーの議事録及びレジュメをまとめたものなどが出版され、民法逐条解説に関

しては各地の裁判所、弁護士会、大学などに配布された。民法教科書については原稿作成に

遅れがあり、現在も作成中であるが、本プロジェクト終了時には完成する見込みである。 

新法理解研修について、2010 年 4 月に TOT（Training of Trainers）のメンバーが教官候

補生として選出され、6 月から日本人専門家による週 1回の民法講義が開始された。2011 年

1 月からは週 2回となり、終了時評価の時点までに 61 回行われている。 

外部（裁判所等）からの質問の受付窓口と回答送付は、民事局が担当することとなってい

る。以前は、日本人専門家に対して民事訴訟法の運用上の質問が直接寄せられることも多か

ったが、現在は、司法省において自主的に回答するようになっている。ただし、現状は、ア

ドホックに対応していることが多く、今後、質問受付のメカニズムが確立されていくことが

期待される。 

 

（２）プロジェクト目標の達成見込み 

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」の達成のため、民法、民訴法関連法案の起草、立法過程フォロー及び他

省庁所管の法令との調整、適切な運用のための理解促進・普及という一連の活動を支援して

きた。司法省は本プロジェクトの一連の活動を通じ、コミットメントと自主性を見せ始めて

おり、その結果、プロジェクト目標の達成に向かって、各成果は達成されつつある。長期的

にも民法、民事訴訟法の運用における司法省職員のコミットメントと自主性が維持されるた

めには、司法省職員の更なる能力強化が求められる。 

 

（３）上位目標の達成見込み 



「民事法制度がカンボジアにおいて適切に機能する」という上位目標の達成に向けて、民

事法制度の基礎となる民法、民事訴訟法及び各種関連法令の起草、制定、適用が着実に進ん

でいる。また、制度の運用に欠かせない司法関係者の新民法・新民事訴訟法に対する理解に

関しても、起草活動及び各種研修等の日本側からの技術移転の機会を通じて向上しつつある。

これまでのフェーズでは、日本側が主導的に行っていた各種活動も今フェーズではカンボジ

ア側カウンターパートが自立的・主体的に起草作業をはじめとする各種業務を進めるように

なってきた。このような状況は、司法制度が崩壊し、法曹人材が一桁に近い壊滅的な状態で

あった協力開始時点に比して、大きな進歩である。今後、更に、司法省職員が裁判官・検察

官をはじめとする法曹関係者等とともに、民法・民事訴訟法及び実務に関する着実な知識を

習得し、両法の全体構造や機能に対する理解が定着することが重要であり、それにより将来

的に上位目標の達成が見込まれる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は極めて高い。 

本プロジェクトは、カンボジアの政策・ニーズに合致しており（「第二次四辺形戦略（2008

年）」、「法制度司法制度改革短期・中期行動計画（2005 年）」、「国家戦略開発計画（NSDP、

2009-2013 年）」）、また日本政府の政策にも合致している（経済海外協力会議「法制度整備支

援に関する基本方針（2009 年）」、外務省「カンボジア国別援助計画（2002 年）」、JICA「国別

援助実施方針（2009 年）」）。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、関連法令の起草や新法普及活動を引

き続き日本が協力してきたことは、従来の協力の成果を高めることに資するものであり、過

去の協力を通じて構築された支援体制や協力の成果を活用できる点で日本に優位性があると

考えられる。 

また、日本の支援の開始当初のカンボジア司法制度の状況を踏まえると、1999 年から継続

的に長期的なスパンで、起草による民事法体制整備と人材育成を支援した本プロジェクトは

社会のニーズに合致しており、妥当性は非常に高い。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトの有効性は概ね高い。 

カンボジア側のオーナーシップを高めるため、法案の起草作業準備を司法省職員に移行する

本プロジェクトのアプローチは有効であった。一部の業務に遅延が見られたものの、多くの

起草班メンバーは多忙なスケジュールを調整し、積極的、かつ熱心に起草作業に従事し、起

草作業を通じ、起草班メンバーは、民法関連の理解を深めていったといえる。一方、一部の

起草班メンバーについては、民法・民事訴訟法の逐条的な理解は高まっているものの、全体

構造、実用的な意味を十分に理解していない点が見受けられた。起草作業、および民法・民

事訴訟法の運用能力を高めていくためには、司法省職員の民法・民事訴訟法の全体の構造と

機能の理解を広げていくことが必要である。 



4 年間のプロジェクト期間の中には、一時期、カウンターパートの自主性を引き出そうと

するあまり、日本側からの資料の提供も控えてカンボジア側から不満が出たり、逆にカンボ

ジア側から頼られてプロジェクトと関連の薄い事項まで質問や相談を受けたりするなど、日

本側の支援姿勢にも、時期と対象によって多少濃淡があったが、起草作業は、概ね日本人専

門家からの民法・民事訴訟法の丁寧なインプットを伴いながら進められ、特に民法・民事訴

訟法のうち、具体的な起草作業と関連する執行手続き、物件、法人制度などの部分について

の理解は大きく促進された。他方、司法省の担う起草という作業の性質上、実務的にはさほ

ど利用頻度の高くない制度についても条文を整備する必要があるために、若手職員は、民法・

民事訴訟法の基本的な構造に対する理解が乏しい状態のまま、各制度の重要性の軽重にかか

わらず、詳細に理解することが要求されたため、結果的に、かえって両法の全体構造や制度

の機能に対する理解が十分ではない面がみられた。 

また、司法省には、現場で裁判や登記等の実務における具体的な課題に接する機会が少な

いことから、民法・民事訴訟法の運用のために必要な施策をとるにあたっては、裁判官・弁

護士などの法曹実務家、国土省の不動産登記官など、外部の人材との連携を適切にとってい

くことも求められる。この点、不動産登記に関する共同省令を国土省職員と司法省職員の共

同コミッティで検討したことは、より具体的な状況に即した省令案を起草するのに役立つと

ともに、司法省職員にとっては、不動産登記実務の現状をふまえた、民法・民事訴訟法の制

度のより有機的な理解にもつながったといえる。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトの効率性は概ね高い。 

投入については、概ね適切なタイミング・量であったと考えられるが、一時、長期専門家

の派遣に遅れが生じたことがあった。また、プロジェクトの趣旨から求められる活動に比し

て、長期専門家の業務量が過多となった場面や、複数の専門家を派遣しているが、カウンタ

ーパートから全専門家それぞれの意見を求められるなど、専門家間の適切な業務の分担が困

難となった場面も一時期見られた。 

プロジェクトの実施においては、カンボジア司法省側起草班メンバーの関与が拡大し、長

期専門家による彼らへの技術移転（起草に必要な法案起草技術や知識のインプット）が適切

になされた。日本側支援体制については、民法の普及に必要な教科書・逐条解説の出版の遅

れがあったが、カンボジア民法作業部会、カンボジア民事訴訟法作業部会、カンボジア不動

産登記実務アドバイザリーグループによる法令ドラフトに対するコメントや本邦研修、現地

セミナーを通じたインプットは概ね効果的に行われた。 

上記の各部会・アドバイザリーグループ及び法務省による日本におけるプロジェクト支援

体制、短期専門家による現地セミナーや JICA-Net セミナー、本邦研修等複数の異なる形態を

活用した支援形態は、カンボジア側カウンターパートの支援ニーズに対応することを可能に

するとともに、民法・民事訴訟法の第一人者からなる作業部会・アドバイザリーグループに

よる支援により、質の面でも充足した支援が可能となり、プロジェクトの効率性を促進する

要因となった。また、現地にて不動産登記共同省令起草のための体制が整ったことを受けて、



その作業ニーズに対し、実務的な観点からの助言や情報の提供を通じた起草支援をすること

を目的に、不動産登記実務アドバイザリーグループが 2009 年 7 月に新たに設置された。 

更に、現在実施中の「裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト」や 2010 年まで実

施されていた「弁護士会司法支援プロジェクト」との間で、成果である教材や法令解説等の

共有がなされ、相互に活用されており、プロジェクト実施の効率性向上に貢献している。 

 

（４）インパクト 

すでに発現している正のインパクトとしては、起草班メンバーである民事局・立法局の若

手職員が、司法省プロジェクトでの起草班での作業で習得した法案起草技術や、法律に対す

る理解・解釈などの実際的な能力を、民事以外の分野の法令を起草したり普及したりする際

に活用している点が挙げられる。また、PDM や PO によるプロジェクト管理の手法についてカ

ンボジア側の認識・理解が進んだことにより、立法局が PDM を参考にした５カ年計画を独自

に作成するといった副次的な効果も見られた。 

このほか、特に不動産登記に関する共同省令を、国土省もまじえた共同コミッティで検討

したことにより、不動産登記を扱う国土省職員にも、民法・民事訴訟法の理解が浸透しつつ

あり、このことは、上位目標の達成にも大きく貢献するものといえる。 

また、最近では、一部の省庁が、その管轄する法案について、自発的に司法省に、民法・

民事訴訟法との整合性について、具体的なポイントを挙げて問い合わせをしてくる例も出て

きており、民法・民事訴訟法が徐々にカンボジアの社会にも広まっていることがうかがえる。

 

（５）自立発展性 

プロジェクトの自立発展性については、一定レベルで認められる。 

プロジェクト開始当初から一貫した配慮がなされ、起草班会合における作業の進め方につ

いて、日本人専門家の関与の度合いを徐々に薄めてきた結果、作業に携わる民事局・立法局

職員へのキャパシティ・ディベロップメントを通じて、少しずつ司法省のオーナーシップが

涵養され、起草作業に主体的に関わる形に変化してきたことは、ポル・ポト政権時に司法制

度が壊滅状態となっていたことを踏まえると、将来の自立発展に向けた大きな成果といえる。

他方で、司法省職員の民法・民事訴訟法の全体構造及び機能に対する理解については必ず

しも十分ではなく、民事法制度がカンボジアにおいて適切に機能するには今後さらに自立的

に民法・民事訴訟法及び関連法令を運用・普及していくための能力を向上させていくことが

必要となる。 

また、資金面・人員配置面での継続性を維持することも自立発展性を確保するためには不

可欠である。クメールルージュ特別法廷での裁判業務等への人材抜擢については、今後の予

測が不透明な面も否めないものの、少なくともプロジェクト期間中に起草に携わった若手司

法省職員は定着しており、人的な面での継続性については最低限確保されていると評価でき

る。ただし、より一層自立発展性を高めていくためには、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ていくこと等が必要である。 

 



３－３．効果発現に貢献した要因（実施プロセス） 

（１）オーナーシップの醸成（司法省の体制整備） 

プロジェクトフェーズ１及び２において、起草作業は日本側が主導しつつも、日本人専門

家とカウンターパートによるワークショップや「用語確定会議」等を通じてカンボジア側の

オーナーシップを高める取り組みを行ってきたが、今フェーズではさらに進んで、カンボジ

ア側が主体的・自立的に草案を作成する作業を行うとともに、会議運営やデータの管理等、

付随する業務についても、自主的に推進できるような体制を構築することを目指してきた。

今フェーズにて起草作業をカンボジア側に主体的・自立的に実施させるアプローチを採っ

たことについて、プロジェクトの開始当時は混乱も見られたが、民法・民事訴訟法の適切な

運用のために必要となる関連法案の起草に関しては、複数の起草班を司法省内に組織して、

起草業務を分担して実施する体制が整備された。これらの起草班会合において、カンボジア

側カウンターパートが徐々に主体的に起草に関与するようになった。 

また、起草作業に限らず、セミナー等の普及活動や出版物の配布等についても、司法省内

の担当窓口が明確化される等、プロジェクト期間を通じて、司法省の組織体制の強化が見ら

れた。 

 

（２）オーナーシップの醸成（専門家による起草支援方法） 

上述のとおり、今フェーズでは、起草作業の軸足をカンボジア側に移してきたが、その際

にカウンターパートが起草作業を通じて民事法に関する理解を深めていくことを重視し、カ

ウンターパートが作成した草案に専門家が根気強く、丁寧にアドバイスするというアプロー

チをとってきた。このようなアプローチをとってきたために、起草作業には時間がかかって

いるものの、プロジェクト開始時点と比較して、カンボジア側のオーナーシップが強まり、

民事法に関する理解も進みつつある。 

 

（３）他省庁との調整・共同起草作業（不動産登記共同省令） 

不動産登記省令の起草に際しては、省令を実効的なものとするために、登記実務を所管す

る国土省と司法省が共同で起草に取り組むために、省庁を超えた困難な調整を経て、共同コ

ミッティを形成した。フェーズ３に入っても、特に国土省職員の多忙のために、なかなか起

草作業が進まない場面も見られたが、司法省次官の努力や、専門家の丁寧な支援により、次

第に作業が活発になっていった。これにより、司法省職員も共同コミッティや起草班会合の

場を通じて実務面での適用にも配慮しながら起草作業を進めることが可能となるとともに、

国土省側においても、新しい民法・民事訴訟法に対する理解が進み、両法との整合性を踏ま

えた共同省令が準備されている。 

 

（４）実務ニーズに合わせた国内支援体制の強化 

従来のフェーズに引き続き、民法作業部会、民事訴訟法作業部会、法務省法務総合研究所

等の協力を得ているほか、現地にて、司法省及び国土省との共同コミッティが結成され、不

動産登記共同省令起草のための体制が整ったことを受けて、そのニーズに応えるため、実務



的な観点からの助言や情報の提供を通じた起草支援を行うことを目的に、2009 年 7 月、本邦

における研究者及び実務家からなる不動産登記実務アドバイザリーグループが新たに設置さ

れ、共同コミッティが行う具体的な制度検討を支援している。 

 

３－４．問題点及び問題を惹起した要因 

（１） 司法省における人材層の薄さ 

司法省は人材の層が薄いという事情もあり、主要な C/P は複数の起草班メンバーとなる一

方、業務多忙でプロジェクト活動への参加が一部制約され、起草作業や立法手続きに遅れが

生じる結果となった。 

（２）長期専門家の派遣 

長期専門家派遣に関するプロジェクトマネジメントに関し、以下の事態が発生したために、

一部プロジェクトの円滑な実施運営が阻害される側面があった。 

ア． 一時、長期専門家の派遣に遅れが生じたこと。 

イ． プロジェクトの趣旨から求められる活動に比して、長期専門家の業務量が過多となっ

たこと 

ウ． 専門家間の適切な業務の分担の実施による効率化が困難となった場面が一時期見ら

れたこと 

 

３－５．結論 

 終了時評価を実施した結果、成果 1 に関し、一部の活動において遅れがみられるものの、

前フェーズまでに起草済みの法案（人事訴訟法、民事非訴訟事件手続法、裁判上の寄託に関

する省令、民法適用法）の成立・発令が実現し、今フェーズ（本プロジェクト）にて民事訴

訟法関連の不動産登記共同省令が発令されたほか、供託法及び夫婦財産契約登記省令などの

起草作業がほぼ終了している。また、成果 2、成果 3 についてもほぼ達成されており、プロ

ジェクト目標は達成されつつある。 

本プロジェクト開始時点、更にはフェーズ１からの一連の協力を開始した時点における状

況と比べて、着実な改善、進捗が確認できた。今後、残りの起草作業を促進していくことで、

民法・民事訴訟法関連法令整備に一定の目途がつくことが見込まれる。また、2011 年 12 月

の民法適用後も見据えて、インパクト、自立発展性の観点から TOT や勉強会の実施方法の改

善等を通じて民法の一層の理解強化を目指していくことが必要である。 

 

３－６．提言 

プロジェクト残り期間における活動に関しては、一部遅れている法令の起草作業の一層の

推進と司法省においてより幅広い層を巻き込んでの民法・民事訴訟法に関する体系的な理解

の促進を行うことを提言した。 

また、プロジェクト終了後の対応については、民法・民事訴訟法の全体構造や機能に対す

る理解の定着のために更なる人材育成を図ることが必要であること、及び司法省職員は、裁

判官・弁護士などの法曹実務家、大学等の研究者、国土省の不動産登記官など、外部の人材



との連携を通じて、民法・民事訴訟法の実務現場における具体的な課題に触れ、学ぶ必要が

あることについて言及した。 

 

３－７．教訓 

（１）長期的な支援 

協力開始時点で司法制度が崩壊しており、法曹人材が非常に少ない状況にあるような場合、

息の長い支援を行う中で、最初は日本側が主導しつつも徐々に相手側のオーナーシップを醸

成していく手法が必要である。この点は、今後、同様の条件の国での法整備支援を実施する

ような場合などに対する教訓としても有効である。 

 

（２）次世代人材の育成 

司法省の人材の層が薄いこともあり、フェーズ２までに育成してきた人材は昇進等により

プロジェクト活動への参加が制約され、起草作業等への関与が得られなかった。このため、

本プロジェクトでは、次世代を担う若手をワーキンググループの活動に参加させ、起草作業・

各種議論、講義を通じて育てることにより、より長期的な人材育成に貢献するとともに、人

材の底上げに寄与してきた。 

今後、例えば長期研修制度等の活用なども通じて、更なる次世代人材を実務につながる形

で継続的に育成していくことも検討が必要である。 

 

（３）新たな法律・概念に対する理解の重要性 

協力開始時においては、カンボジア側にとって全く新しい法律・概念の導入であったため、

起草作業を進める中でも、基本的な理解を進めるのに大変な時間とインプットが必要となっ

た。基本的な理解、体系的な理解を深め、充足させることが、起草も含めた民事法制度の構

築に不可欠であるため、大学における民事法教育の向上等も含めた長期的な人材育成とあわ

せて考えていく必要がある。 

 

（４）現地の事情に精通した日本側支援体制の長期的コミットメント 

国内支援委員会（民法作業部会、民事訴訟法作業部会、不動産登記アドバイザリーグルー

プ）及び日本国法務省による本邦におけるプロジェクト支援体制、短期専門家による現地セ

ミナーや JICA-Net セミナー、本邦研修等複数の異なる支援メニューを最大限に組み合わせた

支援形態は、カンボジア側カウンターパートの支援ニーズに対応することを可能にした。 

また、法整備支援という極めて専門性の高い分野の支援において、日本の民法・民事訴訟

法における第一人者である研究者及び実務家が、フェーズ１の協力開始当初から継続的に助

言を行っている。作業部会・アドバイザリーグループという形で長期的なコミットメントを

得られる体制を築いてきたことにより、日本の民事法制度のみならず、カンボジアの現地の

法社会制度事情についての知識が蓄積され、質の面でも充足した支援が可能となった。 

以上



 


