
ラオス「法律人材育成強化プロジェクト」 

中間レビュー 評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 

国名：ラオス 案件名：「法律人材育成強化プロジェクト」 

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（中間レビュー時点での全体事業総額）： 
310,314 千円 

協力期間 

(R/D 署名日) 
2010 年 6 月 7 日 

先方関係機関：司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、
ラオス国立大学  

協力期間 
2010 年 7 月 10 日～ 
   2014 年 7 月 10 日 

日本側協力機関： 
法務省、日本弁護士連合会、国内支援委員会 
他の関連協力： 
技術協力プロジェクト「法整備支援プロジェクト」 
（2003 年 5 月～2008 年 3 月） 

1－1 協力の背景と概要 

ラオス国は、1986 年に「新思考（チンタナカーン・マイ）」を政治スローガンとして掲げ、経

済面では、「新経済メカニズム（New Economic Mechanism：NEM）」を導入し、経済開放化、市場

経済化を柱とした改革を実施している。また、1997 年には東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟

を果たし、さらに将来的には WTO 加盟を目指すなど国際的枠組みへの参加を推進している。こ

れに伴い、市場経済化を促進するための法整備が進められ、現在までに約 80 の法律が制定され

ているが、市場経済化のために必要となる基礎法は十分に整備されておらず、存在する法律も体

系化されていない。また、立法手続は効率的でなく、法の運用に関しても、統一性及び迅速性に

欠けるのが現状である。 

 JICA は、2003 年 5 月から 2008 年 3 月にかけて、司法省・最高人民裁判所・最高人民検察院を

対象とした「法整備支援プロジェクト」を実施し、法務・司法関連職員の教材や執務マニュアル

の作成にかかる協力を行った。一方で、ラオスの抱える課題の根底には、法律を体系的に整理す

ることができる人材、理論と実務の双方を考慮しながら裁判実務や教育を行なうことができる人

材が不足しているという問題があることが明らかになった。人材不足の要因としては、大学等の

法学教育において、法律科目の講義は条文の説明のみ行われ、法理論の体系的な説明、条文と実

務上の問題とが関連付けられた説明がなされていないことが多く、結果、学生も表面的な条文の

理解にとどまっていることが挙げられる。また、実務家は、教育・研修機関で行う実務教育の機

会も含めて、実務と法理論を結び付けて考えるための情報や機会に恵まれておらず、結果、法理

論の裏付けがなく、時として条文からも乖離した実務が行なわれているため、一貫性のない法の

運用や執行が行われていることが挙げられる。 

 そのような状況の下、ラオス政府より、法律の研究や議論を通して法曹人材を育成する支援の

要請があったことから、2010 年 7 月から 2014 年 7 月にかけて、「法律人材育成強化プロジェクト」

を実施することとなった。本案件は、ラオスの法務・司法関係機関及び法学教育・研修機関が、

法理論や実務上の課題を発見・分析する能力を向上し、ラオス法の法体系を発展させつつ、法学

教育や実務研修の改善および法律実務の改善につなげることを目指すものである。 

 



1－2 協力内容（プロジェクト開始時） 

(1) 上位目標 

ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及びその所属職員・教員が、ラオス法の理論と実

務の体系的な分析を踏まえた法理論研究を発展させ、法理論に基づいた実務の改善に取り組む

能力を向上する。 

(2) プロジェクト目標 

ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員が、ラオス民法・民事訴訟法・

刑事訴訟法について、理論と実務を体系的に分析し、分析結果を法学教育・研修・実務に活用

する基礎的能力を開発する。 

(3) 成果  

成果 0：司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大学の職

員・教員により形成されたワーキング・グループが適切に運営される。 

成果 1：ラオス民法、民事訴訟法、刑事訴訟法について、ラオスの法理論と実務上の問題が体

系的に分析され、その結果をまとめた「モデル教材（ハンドブック）」が、ワーキン

グ・グループによって開発される。 

成果 2：ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員に対し、「モデル教材

（ハンドブック）」の活用方法が共有され、内容が普及される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

【日本側】 

1. 専門家派遣（日本人専門家） 

（長期） 

・「法・司法分野人材育成／「民法／民事訴訟法」、「業務調整／援助協調」（短期） 

・「民法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」（左記 3 分野で計 13 回の派遣実績） 

2. 機材供与 

  ・コンピュータ、プロジェクト・オフィス用事務機器、プロジェクト用車輛等 

 

【ラオス側】 

1. カウンターパート及びその他スタッフの配置： 

・対象 4 機関（司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス国立大学）から、以下が配

置されている。 

・プロジェクト・ダイレクター（＝JCC：Joint Coordination Committee メンバー）、プロジェク

ト・マネージャー（＝MC: Management Committee メンバー）、SWG: Sub-Working Group

メンバー、LU: Liaison Unit メンバー 

2. プロジェクト・オフィス、その他追加的な施設や機材（コンピュータ、家具等） 

 3. プロジェクト活動に必要な経費の一部負担 

 



2. 評価調査団の概要 

調査者 子浦 陽一 団長 JICA 産業開発・公共政策部法・司法課長 

佐藤 直史 法整備支援 JICA 国際協力専門員 

中村 憲一  法・司法制度 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

瀬戸 裕之 法曹養成 京都大学東南アジア研究所研究員 

板垣 賢樹 協力企画 JICA 産業開発・公共政策部法・司法課職員 

十津川 淳 評価分析 佐野総合企画株式会社 

調査期間 2012 年 7 月 22 日～8 月 4 日 評価種類：中間レビュー調査 

3. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

(1) 成果 

成果 0：「司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大学の職

員・教員により形成されたワーキング・グループが適切に運営される」 

成果 0 はこれまで順調に進捗している。 

4つの関係機関から構成されるワーキング・グループは、LUおよびSWG、MCによる連絡・調

整体制が整備されてきたことによって、現在概ね適切に運営されている。ただし、今後リエゾン・

ユニットの更なる業務実施能力の強化や、SWGからMCへの報告の質を高めることが必要である。

  

成果 1：「ラオス民法、民事訴訟法、刑事訴訟法について、ラオスの法理論と実務上の問題が体系

的に分析され、その結果をまとめた「モデル教材（ハンドブック）」が、ワーキング・グループ

によって開発される」 

成果1はこれまで順調に進捗している。 

モデル教材の主たる作成物となるテキストブックは、各SWGによって2012年3-4月から執筆が

開始された。また、モデル教材の一部である民事訴訟法チャート、刑事訴訟法チャートは既に完

成し、関係機関への配布がなされている。民法事例問題集についても、既にドラフトは作成され

ており、近々に印刷される予定である。 

 

成果 2：「ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員に対し、「モデル教材

（ハンドブック）」の活用方法が共有され、内容が普及される」 

成果2は概ね順調に進捗している。 

モデル教材のうち、民事訴訟法チャートおよび刑事訴訟法チャートについて、普及ワークショ

ップが2012年5-7月にかけて国内の北部、中部、南部で実施されており、チャート内容の普及が精

力的に行なわれた。ただし、民法の事例問題集については印刷が当初予定よりも遅れたため、普

及活動はまだ実施されていない。 

 



(2)プロジェクト目標 

「ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員が、ラオス民法・民事訴訟法・

刑事訴訟法について、理論と実務を体系的に分析し、分析結果を法学教育・研修・実務に活用す

る基礎的能力を開発する」 

プロジェクトは目標の達成に向けて概ね順調に進捗している。 

プロジェクトは対象 4 機関による、それぞれの専門性を活かした効果的な実施体制のもとで活

動を続けており、カウンターパートは法理論と実務にかかる分析能力および実務への活用能力を

身につけ始めている。 

 

3-2 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

ラオス政府の政策との整合性 

ラオスの国家開発政策である第 7 次国家社会経済開発計画（2011-2015 年）における個別の戦

略において、「法・司法分野の質の改善」ならびに「質の高い法律家の人員増大」が謳われてい

る。また、法セクターにおける中心的な政策枠組みとして位置づけられる、リーガル・セクター・

マスター・プランでも、取り組むべき主たる課題として、「法・司法関係機関の組織能力強化」

および「法・司法関係機関職員の人材育成」が掲げられている。 

以上から、本プロジェクトはラオスの政策に整合していると判断できる。 

 

開発ニーズとの整合性 

 ラオスは民法典起草を始め、2015 年までに約 90 の法律制定・改正を予定しており、立法実務

の改善に資する人材育成は不可欠である。 

また、現在、各法務・司法機関（司法省、裁判所、検察院）や国立大学、法科大学において、

研修、法学教育が行われているが、教材は乏しく、授業の質も決して高いとは言えない状況であ

る。そのため、教材の作成を通じて研修・教育の質を向上させることは喫緊の課題である。 

 以上から、本プロジェクトはラオスの法セクターにおける開発ニーズに整合している。 

 

国別援助計画との整合性 

対ラオス人民民主共和国国別援助方針（2012 年 4 月）において、行財政能力強化とならび法制

度整備などのガバナンス面の必要性に留意することが掲げられている。また、2008 年 1 月の第

13 回海外経済協力会議において策定された法制度整備支援基本方針において、ラオスは支援重点

国の一つとされている。 

以上から、本プロジェクトは国別援助計画及び援助方針に整合している。 

 

 

 



ターゲットグループ選定の適切性 

4 つのカウンターパート機関のうち、司法省、裁判所や検察院は実務について詳しく、一方、

大学や法科大学は、比較的学問的な見地から適切な意見を述べることが見られるなど、それぞれ

の専門性を有する 4 機関が、ひとつの SWG を構成してプロジェクト活動を展開できる体制の効

果は高く、本ターゲットグループの選定ならびに 4 機関から成るプロジェクトの実施体制は適切

と考えられる。 
 

プロジェクトアプローチの適切性 

 本プロジェクトは、条文の意味や関連条文間の関係性等を検討し、実務を踏まえながら適切な

法の運用を考えるようになることを重視している。そのため、ラオス側のオーナーシップを重視

した議論や運営方法、研究のプロセスを取っている。時間を要するアプローチではあるが、人材

育成のための取り組みとしては適切と判断できる。 

 

(2) 有効性 

プロジェクト目標および成果の達成度 

本プロジェクトの目標については順調に進捗している。3 つの成果についても概ね順調に進捗

しているが、成果 2 の民法部分についてのみ普及ワークショップが未だ実施されておらず、進捗

がやや遅れている。 
 

外部条件の充足 

「ワーキング・グループメンバーの大幅な異動がない」および「ワーキング・グループの本案

件以外のワークロードが増えない」の二つの項目について、充足されていない傾向が見られる。

プロジェクトの継続そのものに影響を与えるまでの状況には至っていないが、プロジェクト活動

の効果的な運営に対して克服すべき課題となっている。 

 

プロジェクト目標・成果達成にかかる貢献要因 

 対象 4 機関の良好な協力関係 

対象 4 機関が良好な協力関係を維持しており、法理論と実務に関する基礎的能力の開発を

目指すにあたり、非常に効果的な活動環境となっている。 

 

 対象 4 機関の幹部層におけるプロジェクトへの理解 

対象 4 機関の幹部層が本プロジェクトの有効性を高く評価している。この理解が、有能な

カウンターパート配置を可能とさせるひとつの要因になっているものと考えられる。 

 

 アドバイザリー・グループによる支援 

有識者から成るアドバイザリー・グループが日本に設置されており、適宜 JICA-Net セミ

ナーや本邦研修、短期専門家としての派遣を通して、カウンターパートに対する有効な提言

や指導を行っている。 



 本邦研修の実施 

 本邦研修では、日本の事例紹介や日本における研修教材作成の方法や種類についての説

明・意見交換、裁判所や法科大学院など関連施設への訪問等が行なわれた。日本の事例にか

かる情報は、カウンターパートがラオスの法理論や実務を研究、改善するうえで有効な知見

となっている。 

 

プロジェクト目標・成果達成にかかる阻害要因 

組織内の人事異動や留学などのためにSWGメンバーの交代が度々生じている。そのため、技術

移転や教材開発など、一貫性が要求される活動に影響を与えている。また、通常業務とプロジェ

クト活動の両立に苦労しているメンバーも居り、SWG会合を度々欠席するケースも見られる。 

 

(3) 効率性 

人的投入（日本側） 

対象とする民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の技術移転にあたる長期専門家と業務調整/援助協

調の人員構成によって円滑にプロジェクト運営がなされてきた。また、短期専門家やアドバイザ

リー・グループの設置など、重層的な人員投入を行ってきたことによって、これまでの成果達成

に大きく貢献してきたと評価できる。 

 

人的投入（ラオス側） 

  ラオス側は司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス国立大学からカウンターパート

人員を投入している。人選にあたってラオス側は、有能且つ将来ラオスにおいて法・司法および

教育機関で活躍しうる人材を選抜しており、プロジェクトの円滑な実施およびプロジェクト実施

の効用を高めることに寄与している。 

 

物的投入 

物的投入はコンピュータなど、プロジェクト活動に必要な最低限の資機材に絞られており、

適正と考えられる。 

 

予算 

 本プロジェクトでは、予算額および予算支出のタイミングに起因する問題は生じていない。 

 

本邦研修 

SWG メンバーに対して本邦研修が実施されており、高い効果をあげている。また、対象機関

の幹部層を対象とした高官訪日（本邦研修）も行われ、参加した幹部同士のコミュニケーション

や協力関係が更に強化される効果がみられた。 

 



(4) インパクト 

上位目標達成の見込み 

上位目標の目指すレベルは高いものの、これまでのプロジェクト目標に向けた進捗が概ね順調

であり、関係者の法に対する理解や分析能力も向上している事実から判断すると、上位目標が達

成される見込みはあると予想できる。 

 

その他インパクトの発現 

① プラス・インパクト 

 改正民事訴訟法および刑事訴訟法に対するインプット 

2012 年 6 月および 7 月の民事訴訟法および刑事訴訟法の改正にあたり、プロジェクトのカ

ウンターパートが改正作業に中心的に携わった。改正法では、プロジェクト活動を通して得

られた情報や法の考え方などが適宜取り入れられている。 
 

 国会審議における民事訴訟法・刑事訴訟法チャートの利用 

 改正民事訴訟法および刑事訴訟法の国会審議において、本プロジェクトが作成したチャー

トが国会議員に使用され、審議の促進に間接的に貢献したものと考えられる。 

 

② マイナス・インパクト 

特筆すべきマイナスのインパクトは生じていない。 

 

(5) 自立発展性 

政策面 

ラオスでは2015年の民法典起草をはじめ、多数の法律制定・改正が予定されており、立法実務

の改善に資する人材育成は不可欠である。また、法律制定・改正のみならず、実務の改善も必要

であり、今後も政策的な重要性は維持される可能性が高い。 
 

組織面 

対象4機関はそれぞれ独自の研修機関を有しており、所属する職員に対して定期的な研修を実

施している。使用する教材やカリキュラムなどのソフト面において改善の必要はあるものの、継

続的な人材育成活動を行なうための組織的な構成そのものは整備されていると判断できる。 
 

技術面 

本プロジェクトが技術移転する内容は、法律に関する深い思考能力および分析能力であり、日

進月歩で革新する分野の技術そのものではない。つまり、本プロジェクトによって、高い能力を

得ることが出来れば、プロジェクト終了後もその能力は基本的に関係者個々の努力によって維

持、発展できるものである。この観点において、技術面での自立発展性は担保される可能性が高

いといえる。 

 



財政面 

財務面の自立発展性については、今後如何なる方法を以て、対象 4 機関が研修や普及活動を行

なうかに拠るものであり、中間レビュー時点において自立発展性の見込みを評価することは難し

い。 

 

4. 提言 

4-1 ワーキング・グループメンバーの活動参加 

ワーキング・グループの運営上の課題として、①SWG メンバーの異動・留学等による交代、

長期離脱、また交代時に迅速に後任メンバーが配置されない、②多忙により会合に参加できない

ケース（参加率、業務負荷）、といった点が挙げられる。 

この点に関し、本調査では、今後モデル教材の作成が本格化していくことから、①ラオス側に

おいてメンバーの業務量を最大限に配慮すること、②メンバー交代時には切れ目なく迅速に交代

要員を配置すること、③メンバーがプロジェクト活動により専念できるよう、活動状況を正確に

評価し、メンバーの上司、同僚の協力を得られるように配慮することが喫緊の課題であるとの認

識を、ラオス側高官レベルと合意した。 

 

4-2 成果品の編纂・承認方法 

 民法事例問題集の編纂・印刷作業が当初予定より遅れたため、今後のモデルハンドブック作成

にあたっては、第二回 JCC 会合（2011 年 12 月）において確認された承認プロセスに基づき、円

滑に編纂・印刷作業を行う必要があることをラオス側と合意した。 

 

4-3 プロジェクト成果の普及 

 本調査を通じ、SWG メンバーが、自身の所属組織において、プロジェクト活動に関する情報

を同僚と共有していることが確認された。しかしながら、今後更に、プロジェクトで得た研究成

果、教訓をプロジェクトメンバー以外と積極的に共有することで、SWG メンバーだけでなく、

ラオスの法務・司法関係職員の能力向上を図っていくことが期待される。 

 

4-4 プロジェクト活動の連絡調整 

 LU とプロジェクト事務所との業務分担が明確化され、LU によるラオス実施機関の調整は概ね

有効に機能している。しかしながら、プロジェクト終了後の自立発展性の観点からも、今後更に、

LU がプロジェクト事務所の支援なしに、積極的に調整機能を果たしていくことが期待される。 

 

4-5 通訳・翻訳 

 本プロジェクトの効果的な実施にあたっては、法律用語に精通した高いレベルの通訳・翻訳が



必要とされる。しかしながら、現状においては、本プロジェクトに対応可能な通訳は極めて限定

的であり、今後、ラオス側において、法律用語の概念を明確にしていく等、改善に向けて努力し

ていくことが期待される。 

 

 




