
評価調査結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名：ベトナム 案件名：ベトナム法・司法制度改革支援プロ

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：産業開発・公共政策部 法・

司法課 

協力金額（評価時点）：4.4 億円 

 

 

協力期間 

(R/D): 2011 年 2 月 25 日 先方関係機関：司法省（MOJ）、最高人民裁判

所（SPC）、最高人民検察院（SPP）、ベトナム

弁護士連合会（VBF） 

協力期間： 

2011 年 4 月～2015 年 3 月（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、大学有識者・法務省教官を中

心とする国内支援委員会（民法共同研究会、

裁判実務研究会） 

他の関連協力： 

裨益対象

者と規模 

(1) ベトナム国の中央司法関係機関所属機関の職員などのカウンターパート

(2) セミナー・ワークショップやトレーニングを通じて中央司法関係機関のモ

ニタリング・指導・助言・監督を受ける全国の省・県レベルの法曹・司法

関係職員（中間レビュー調査時点では、関係者を含めた延べ参加者数：

8,813 人日） 

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム国では2005年に共産党中央委員会政治局決議48号および49号が発表され、

司法改革が具体的に進められてきたが、依然として法令が不明確であり、法令間の齟齬

などが見られた。また、地方レベルでは制定された法律を十分に理解しないまま実務が

行われていた。このため、地方で生じている実務上の問題を中央司法関係機関が汲み上

げ適切な指導・助言を行うとともに、制度的な改善策を講じる能力の向上が急務になっ

ていた。 

本プロジェクトは、裁判実務や法執行実務の改善を目的とし、2007 年 4 月～2011 年

3 月にかけて MOJ、SPC、SPP を主要カウンターパート（CP）として実施した「法・司法

制度改革支援プロジェクト」（フェーズ 1）の後継プロジェクトとして、フェーズ 1 で

蓄積された地方の現状や課題を抽出し対処する中央司法関連機関のノウハウを使い、全

国的な課題の抽出や改善の検討を行い、その一連の活動が中央司法関係機関の組織の業

務フローに定着されることを目指して実施された。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

法曹及び法律関係職員が、中央司法関係機関から助言・監督を受け、より円滑かつ統

一的な法規範文書の運用及び裁判・執行実務を行えるようになる。 

 

（２）プロジェクト目標 

中央司法関係機関において、実務上の課題及びベトナムの発展のニーズを踏まえて、

法規範文書の内容、法規範文書の運用及び裁判・執行の実務の改善のための組織的・人

的能力が強化される。 

 

（３）成果 

成果 1：中央司法関係機関において、現場の実務に関する全国的なモニタリング・指



導・助言・監督の能力が向上する。 

成果 2：適正な裁判の基礎となる実体法・手続法・組織法等の法規範文書の草案が適

切に作成される。 
 
（４）投入（2011 年度ならびに 2012 年度の実績） 

日本側： 

長期専門家派遣  4 名（延べ 5名） 機材供与  42,305US$（＝4.0 百万円）

短期専門家派遣  7 名    ローカルコスト負担  1,085,194US$ （＝102.2

百万円） 

研修員受入   96 名 

相手国側： 

カウンターパート配置  63 名 ローカルコスト負担 SPP 78,000US$（＝7.3 百

万円）、ハイフォン市人民検察院 83.2 百万 VND（＝0.4 百万円）、その他金額は不明

であるが、CP による活動、セミナー開催関連費用、会議室や設備機材、車両の活

用が挙げられている。 

２．中間レビュー調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

(1)総括      子浦陽一  JICA 産業開発・公共政策部法司法課長 

(2)法整備支援   佐藤直史  JICA 国際協力専門員、弁護士 

(3)法整備支援   小松健太  JICA 国際協力客員専門員、弁護士 

(4)法司法制度   松本剛   法務省法務総合研究所国際協力部教官 

(5)法司法制度   須田大   法務省法務総合研究所国際協力部教官 

(6)協力企画    千葉周   JICA 産業開発・公共政策部法・司法課職員

(7)法司法制度事務 中村秀逸  法務省法務総合研究所国際協力部専門官

(8)評価分析    持田智男  OPMAC 株式会社 

(9)通訳      大貫錦   JICA 登録研修監理員 

調査期間 2013 年 4 月 13 日（土）～4月 27 日（土）評価種類：中間レビュー 

３.中間レビュー調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１） プロジェクト目標の達成見込み 

執務参考資料の中には、既に法規範文書の改正を踏まえて改訂が進められた（あるい

は予定されている）資料や、現場のニーズを踏まえた法規範文書の起草・改正方法が組

織の業務フローに反映されている（あるいはされつつある）事例が、4つの中央司法関

連機関で見られた。これらはプロジェクト目標の達成度をはかる指標であり、プロジェ

クトは目標達成に向かって着実に進捗している。プロジェクトの終了時までにプロジェ

クト目標は達成されると見込まれる。 
 

（２） 成果（アウトプット）の達成状況 

アウトプット 1に関連し、全国レベルのサーベイ、セミナー、ワークショップ開催を

通じて、現場の実務上の課題を分析し、これを執務参考資料に反映させ、現場での実務

改善に活用するという指標で表される一連の活動が、合同通達の作成やマニュアルの作

成などという目に見える形で、具体的に定着しつつある状況が確認された。中央司法関

係機関における現場の実務に関する全国的なモニタリング・指導・助言・監督の能力向

上は、この一連の業務フローの定着を通じて進展しているといえる。 

アウトプット 2の達成度は、現場の実務上の課題などを考慮した法規範文書の草案の

作成や報告書の作成などの指標によって検証されることになっているが、法規範文書の

改正・作成、報告書などの作成の過程で、実務に直接関与する関係者の参加を得て、全

国レベルのセミナーや地方サーベイが開催されてきた。アウトプット 2 の達成に向け

て、着実な進展が認められる。 



３－２ 中間レビュー調査結果の要約 

（１） 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は高い。 

・ベトナムの司法改革との整合性 

本プロジェクトは、2005 年のベトナム共産党中央委員会政治局決議第 48 号（2010

年までのベトナム法律システムの構築と整備のための戦略及び 2020 年までの方針）

及び第 49 号（（2020 年までの司法改革戦略））に沿った形で、中央司法関係機関の人

的・組織能力の向上を目的として進められており、ベトナムの国家戦略と合致したも

のである。 

・県級の司法関係機関をターゲットとしたことの適切性 

プロジェクトでは、中央の司法関係機関が県級の司法関係機関が直面する実務上の

問題点を踏まえて、執務参考資料を作成するなどの活動を行うことになっているが、

中央や省級の司法関係機関だけでなく、県級の司法関係機関も活動の対象とされてい

る。県級検察院は全国の刑事事件の相当数を扱うとともに政治局決議第 49 号では司

法機関の効率性の向上と県級司法機関の能力向上に政策的な重点を置いていること

などを背景に、プロジェクトでは県級司法関係機関の効率化や職員の能力強化に着目

している。このように、県級の法律専門家や司法関係職員をターゲットとしたことは

適切であった。 

・アプローチの適切性 

中央の法律関係職員や司法関係者の問題点だけではなく、地方レベルにおける実務

上の問題を特定・分析の上、中央司法関係機関にて問題への対応を法規範文書等に反

映し、現場の実務改善を図る一連の活動が、業務フローに定着しつつある。この一連

の活動の中で、中央と地方（省及び県レベル）との縦の連携のみならず、関係各機関

が参加したセミナーなどの開催により横の連携を図るアプローチも採られている。現

場の実務上の課題に対処すべく、中央司法関係機関の能力向上を図るために、適切な

アプローチが採用されていると考えられる。 

 

（２） 有効性 

・アウトプットとプロジェクト目標の達成予測 

プロジェクトはアウトプットとプロジェクト目標の達成に向けて計画通り着実に

進捗している。プロジェクトの終了時までにアウトプットとプロジェクト目標は達成

されると見込まれる。 

 

（３） 効率性 

効率性は高い。 

・日本側 

支援に伴う予算などの制約の範囲内で、日本人長期専門家が派遣されており、その

限られた時間の中で的確な準備を行い、ハブ機能を担いつつ、ベトナム側に対しタイ

ムリーな協力活動を実施する事が出来ている。また、投入には短期専門家の派遣、本

邦研修の実施、コンピューターなどの機材貸与、セミナー・サーベイ活動・事務所経

費などの現地業務費の負担、日本での研究会の開催（民法共同研究会、ベトナム裁判

実務改善研究会）があり、適切に活用されている。 

・ベトナム側 

各機関によるカウンターパートの十分な投入、セミナーのカウンターパート資金や

地方でのサーベイ費用、事務機器に要する消耗品などの一部が負担されている。 

 

 

 



（４） インパクト 

・上位目標達成の見込み 

上位目標に関しては、プロジェクト終了後 3～5 年以内に実現することが見込まれ

る。下例の通り、上位目標の達成状況を検証する指標が充たされつつある事例も見ら

れる。例えば、SPC の監督の下にバクニン省で作成された刑事裁判手続マニュアルは、

裁判官による事件の検討、公判運営、判決宣告における統一性の確保を目的としてお

り、実際に裁判官などの法律実務家に、参考資料として活用されている。また、ハイ

フォン市人民検察院では、セミナーやワークショップの終了後、SPP への報告書を作

成する過程で、SPP と意見交換しつつ作成を進め、中央司法関係機関からの助言を受

ける機会となっている。 

・当初予想されていなかった正のインパクトとして、2012 年 7 月フック副首相一行

の公式訪問が行われ、プロジェクトの長期専門家によって提供された関連トピックに

係る基礎情報を踏まえて、日本の大学の学者・教授陣と憲法上の理論等に関する協議

を行い、憲法改正を巡るいくつかの重要な論点について有益な情報と経験が共有され

たこと、プロジェクトの活動においても、憲法条文の改正に結びつく可能性のあるい

くつかの点について協議が行われたこと、2013 年 1 月には、「ラオス法律人材育成強

化プロジェクト」刑事訴訟法ワーキンググループ 15 名を招聘しベトナムにおける刑

事司法改革の取り組みが SPP や VBF などにより紹介されるなど、南々協力を通じてベ

トナムにおける JICA プロジェクトの成果を他国に普及する取り組みが行われたこと

などを挙げることができる。 

 

（５） 自立発展性 

自立発展性は見込まれるが、今後ともカウンターパートによる資金が確保されるよう

に注視する必要がある。 

・技術面 

中央の司法関係機関において、現場のニーズを踏まえた上での、執務参考資料の作

成及び法規範文書の起草の業務フローが定着しつつある。 

・政策・制度面 

5 項目評価の妥当性で記載した通り、共産党中央委員会政治局決議第 48 号及び第

49 号は 2020 年までの方針と戦略をそれぞれ定めているため、本プロジェクトで実施

している活動への政策的支援は、今後も持続する見込みである。 

・組織・財政面 

カウンターパート機関は、地方でのサーベイやセミナー等の実施経費などを一部負

担してきている。今後とも、活動経費がカウンターパート機関においても確保される

ことを注視する必要が有る。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

司法改革の方向性との合致のほか、現場の実務上の課題を踏まえて法規範文書等を作

成し、現場の実務改善を図るという一連の活動を組織の業務フローに定着させるという

アプローチが、開発課題への対処として効果的であったこと、フェーズ 1の成果の活用

が挙げられる。さらに、市場経済化に対応した法整備支援を 1996 年以来切れ目なく継

続してきたことにより醸成された日本側とベトナム側の長期的な協力関係と、本邦研修

時の日本国内の研修機関や、大学教授や法務省教官をメンバーとし JICA-Net を通じた

研究会の開催といったバックアップ体制を踏まえた日本の技術力の優位性の上にプロ

ジェクトが構築されたことが挙げられる。 

 

 



（２）実施プロセスに関すること 

業務フローの定着の重要性に対するベトナム側の理解と企画能力の高さ、現地ワーク

ショップ・セミナー⇒本邦研修⇒更なる成果共有ワークショップ・セミナーという連続

性・一貫性のある取組み、日本人長期専門家を含む関係者間の協力体制、司法改革とプ

ロジェクト活動への関係者の高いコミットメント、他ドナーとの連携などを挙げること

ができる。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

不動産登記法は、立法計画との関係や他に優先すべき分野があるため、フェーズ 2

においては JICA との活動は現時点では実施されていない。 

 

（２）実施プロセスに関すること（以下は問題点というよりもさらに効果をたかめるた

めの留意点として記載するもの） 

一部カウンターパートの異動が報告されているが、円滑な業務の引き継ぎが望まれ

る。また、ワークショップの結果が関係他機関との間で適切にフィードバックされるた

めには、他機関からのワークショップ参加者についても適切な人選が行われること、民

法改正などにあたり MOJ 内部の関係部局間の調整をより円滑にすることが望まれる。

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、ベトナムの開発政策やニーズに合致するとともに、適切なアプロ

ーチがとられていることから妥当性は高い。既に成果（アウトプット）やプロジェクト

目標に対応する一部の指標が充たされつつあり、プロジェクト終了までにプロジェクト

目標の達成が見込まれる。プロジェクトはこれまで専門家の派遣、本邦研修の実施、ワ

ークショップやセミナーの実施など効率的に進められてきている。プロジェクト終了後

3～5 年以内に、上位目標は達成されると見込まれるとともに、中間レビュー調査時ま

でにも憲法改正への協力、南々協力の推進など計画時予期していなかった正のインパク

トが認められる。自立発展性は認められるが、プロジェクト便益の持続性を確保するた

めには、引きつづき活動を注視するとともに、ベトナム側で必要な財政措置が執られる

ように努力していくことが求められる。 

 

４．提言と教訓 

４－１ 提言 

（１）該当する法規範文書や執務参考資料によりその関与の程度に違いはあるものの、

4 つの実施機関の協力・連携は、法規範文書や執務参考資料が作成される際に、極めて

重要である。例えば、SPP が刑事訴訟法の改正草案を作成する過程で、SPP、SPC、VBF

が刑事訴訟法に関連する活動について、可能な範囲で、これまで以上に協力しながら実

施することが望まれる。 

 

（２）プロジェクトに関与する関係機関間における日常的な情報共有を一層促進する事

が望まれる（一例として、各機関のプロジェクト活動を紹介する Web-site に相互にリ

ンクを設定する等）。 

 

（３）裁判所組織法ならびに検察院組織法の改正にあたっては、県級の組織の再編が検

討されていることから、県級の法律実務家の意見を聴取し、彼らが日常直面する実務上

の問題の解決に向けた効果的な措置が採られることが望まれる。 

 

 



（４）PDM の変更 

PDM の主な変更点は以下の通り。  

１）破産法支援については、2004 年に成立した破産法を運用する上で、実務上の問題

が明らかになっているため、同法改正に協力する事は本プロジェクトの目的にも合致

することを勘案し、PDM 上の活動に組み込むこととする。 

２）不動産登記法、担保取引登録法への協力については、プロジェクトの成果物とし

て必ずしも法律の草案が出来る事を想定していない事から、該当するプロジェクト活

動について下位法規範文書の草案を作成する旨を織り込む。 

３）いくつかの指標の入手手段もこれまで 2年間の活動の検証を踏まえて修正する。

 

３－７ 教訓 

（１）現場の実務上の課題を踏まえて法規範文書等を作成し、現場の実務改善を図ると

いう活動を組織の業務フローに体系的に定着させる活動は、地方レベルの実務上の課題

に対処するための開発アプローチとして効果的であった。 

 

（２）法整備支援分野の人的・組織的能力の向上にあたり、長期的な協力と国内のバッ

クアップ体制を踏まえた日本の技術力の優位性の上にプロジェクトを構築することは、

効果的かつ持続性のある結果につながる可能性が高い。 

 

３－８ フォローアップ状況（今後の協力に関する協議） 

日本政府による次回の要望調査の前に、プロジェクト終了後の将来的な協力の方向性に

ついて意見交換することが、中間レビュー調査団と中央司法関連機関の双方により合意

された。 

 

 

 

 




