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ウズベキスタン

バングラデシュ

Republic of Uzbekistan

国際協力部は、2001 年に JICA 及び名古屋大学と協力してウズベキ
スタンの法制度の調査を行い、2002 年以降、ＪＩＣＡの国別研修や現
地セミナー等に協力しました。また 2008 年から 2013 年にかけては、
法務総合研究所主催でウズベキスタンを含む中央アジア４カ国（カザフ
スタン、キルギス、タジキスタン）に対する中央アジア比較法制セミナー
を実施しました。
その後、国際協力部によるウズベキスタンに対する支援はしばらく中
断していましたが、2017 年に日本の研究者らが起草支援をしていた行
政手続法・行政訴訟法が成立したことをきっかけに、同国に対する支援
を再開しました。
2019 年には、ウズベキスタン司法省と日本の法務省との間，及びウ
ズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総合研究所との間でそれぞれ
協力覚書が交わされ、その協力関
係はますます強化されています。
国際協力部では、ウズベキスタ
ン国内の専門家によるワーキング
グループと共同で、行政手続法・
行政訴訟法の解説書を作成してい
るほか、今後は刑事司法分野へも
支援を広げていく予定です。

The ICD, in cooperation with JICA and Nagoya University, conducted a survey
on the legal system in Uzbekistan in 2001. Since 2002, the ICD has cooperated
with JICA’ s trainings and local seminars. Between 2008 and 2013, the ICD held
seminars on the comparative study of legal systems among four countries
(Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgiz and Tajikistan) in Central Asia.
Later, ICD’ s assistance to Uzbekistan had been suspended, however, it
resumed in 2017 when the Administrative Procedure Law and the Administrative
Litigation Law were completed which had been supported by Japanese
Professors.
In 2019, the memorandum of cooperation between the Ministry of Justice of
Uzbekistan and the MOJ, and between the Academy of the General Prosecutor’ s
Office of Uzbekistan and the RTI were concluded and the cooperative relationship
has grown even further.
The ICD, together with Uzbekistan’ s working group, whose members are Uzbek
experts, is currently assisting the drafting of the commentary on the Administrative
Procedure Law and the Administrative Litigation Law.
The ICD plans to expand its assistance to its criminal justice field as well.

People’s Republic of Bangladesh

バングラデシュは、近年、高い水準での経済成長を続けており、日本
企業の進出も増加しています。
国際協力部では、2013 年にバングラデシュが「法制度整備支援に関
する基本方針（改訂版）」における重点８か国の一つにされたことを契
機に、同国への支援に関する情報収集を行い、2016 年には同国法務・
司法・国会担当大臣らを招へいして共同研究を実施し、支援を開始しま
した。
力部はこれに全面的に協力しています。

フランス法・ドイツ法・英米法、という世界の法制度の
assistance to improve the Court function is provided with trainings aiming to

JICA倒産法注釈書作成支援プロジェクト開始（〜2007年）

JICA’ s assistance in drafting the commentary of the Bankruptcy Law began (-2007）

2008 年

中央アジア比較法制研究セミナー実施（〜2013年）

Conducted seminars on studying comparative legal systems in Central Asia (-2013)

2017 年

ウズベキスタン行政手続法，行政訴訟法成立

The Administrative Procedure Code and the Administrative Litigation Law of
Uzbekistan were completed.

るための対策の一つとして訴訟外の調停の活用を検討しており、国別研

三大潮流を自らの栄養として取り込んだ

Mongolia

C O NT E NT
S
In Mongolia,
socialism was de facto abandoned in 1990. In 1992, a new

モンゴルでは、１９９０年に社会主義が事実上放棄され、また、１９
９２年には、新憲法が制定され、モンゴル人民共和国からモンゴル国へ
と国名が変更されました。以来、モンゴルは、市場経済への移行に伴い、
■故三ヶ月章元法務大臣の言葉
1
国際機関や外国の支援を受けながら、民法典を含めた多くの法令を制定
しました。
■教えて！法制度整備支援
2
ＪＩＣＡにより、2004 年から法整備支援アドバイザーが派遣され、
2006 年からは弁護士会強化計画プロジェクト、2010 年からは調停制
■ 国 際 協 力年からは同プロジェクト・フェーズ２がそ
部の機構と
度強化プロジェクト、2013
5
れぞれ実施され、法務省は、調停制度強化プロジェクトにおいてアドバ
国際法務総合センター
イザリーグループの活動に参加するなどしました。
モンゴルでは、現在、商法典が
■法制度整備支援の主な内容
6
存在せず、商取引に関する規定は、
民法典の中に規定されており、商
■国際協力部の仕事
8
法典の制定を検討しています。
そこで，法務省は、2018 年８月、
■各国への法制度整備支援
モンゴル法務・内務省の職員等を
招へいして商取引法に関する共同
ベトナム
10
研究を実施するなど，モンゴルに
おける商取引規定の整備に関して
カ ン ボ ジ ア 共同研究の様子
11
支援活動を続けています。

constitution was established and the name of the country changed from the
Mongolian People’ s Republic to Mongolia. Ever since, along with the transition to
Wordsand
of Dr.
Akira
Mikazuki,
Former organizations and
a market economy
with
assistance
fromLate
international
Minister
of Justice
foreign countries,
Mongolia
has established many laws including the Civil Code.
JICA began dispatching legal technical assistance advisers to Mongolia in 2004,
and conducted
theabout
project
planTechnical
to establishAssistance
bar associations in 2006 and the
Q&A
Legal
project to establish the mediation system in 2010; Phase 2 of each project was
conducted in 2013. The MOJ participated in activities of the advisory group for the
Organization
Chart
and International
project to establish
the mediation
system.
Currently, Mongolia does not have a commercial code. Rules regarding
Justice
Center
business dealings
and
trade are stipulated under the Civil Code. Therefore
Mongolia is considering to establish a Commercial Code.
In response, the MOJ continues its assistance to develop trade rules, e.g.
conducting aOverview
joint studyof
onAssistance
trade law inviting staff of the Ministry of Justice and
Home Affairs of Mongolia etc. in August 2018.

Main Activities of the ICD
Assistance to Each Recipient Country
Vietnam
Cambodia

Joint study in Japan

16

JICAによる調停制度強化プロジェクト開始

2013 年

JICAによる調停制度強化プロジェクト（第２フェーズ）
開始（〜2015年）

2018 年

法務省による共同研究

インドネシア

ネパール／東ティモール

ウズベキスタン／モンゴル

バングラデシュ
International Cooperation Department
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かくて、漸く外に向かって自らの体験を語りかけるべき時を迎えたのである。

ダッカの町並み
Cityscape of Dhaka

元法務大臣・東京大学名誉教授

故
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Invited and conducted joint study on the Administrative Law of Uzbekistan (every year)

モンゴル

2010 年

enhance the capacity of mediators.

ICD NEWS

ウズベキスタン行政法共同研究（招へい）実施
（以後毎年継続して実施）

JICAによる弁護士会強化計画プロジェクト開始
ミャンマー

countermeasure to reduce the number of accumulated cases at Court; thus

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

2005 年

2006 年

Justice and Parliament Affairs.

日本の法律制度と法学は、
MOJ began cooperation for conducting trainings

Ｊ
ＩＣＡによる法整備支援アドバイザーの派遣

study program inviting participants from Bangladesh, including Minister of Law,

Bangladesh currently considers utilizing out-of-court mediation system as a

現在、バングラデシュでは、裁判所に係属・滞留する事件数を削減す

けた支援を実施しています。

法務省が研修の実施等の協力を開始

2004 年

collected information on Bangladesh and began its assistance in 2016 with a joint

In 2017, assistance within the framework of JICA’ s training courses began, to
アジア諸国に先立って、全く独力で、
which the ICD provides its full-fledged cooperation.

修では調停人の能力向上を目指した研修を柱に、裁判所の機能改善に向

2002 年

ラオス

When Bangladesh was designated as one of the eight prioritized countries in
“The Basic Policy on Legal Technical Assistance (revised version)” in 2013, MOJ

2017 年にはＪＩＣＡの国別研修の枠組みでの支援が開始し、国際協

ナヴォイ劇場
Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre

2018 年

Bangladesh has had high-level economic growth in recent years, attracting
more Japanese companies.

12

JICA dispatched a legal technical assistance adviser

13

Myanmar
JICA began the
project plan to establish a bar association

14

JICA began the project to establish the mediation system

15
16
17

Laos

Indonesia

2015 年

現地調査実施

Conducted local survey

2016 年

法律・司法・国会担当大臣を招へいして共同研究を実施

Conducted joint study inviting Ministers in charge of Legal/Justice/Parliament Affairs

2017 年

JICA国別研修開始

JICA’s training courses began

Before any other Asian nations, Japan independently absorbed
the three major trends of legal systems worldwide:
French law, German law and common law,
into its legal system as its primary nutrients.

国 際 協 力 部につ い てもっと知りたい！という方 のために…

It is finally time for the Japanese legal system and jurisprudence,
国際協力部が行う各種研修などの法制度整備支援活
developed in

Repo
rts are available
that
manner,

on ICD activities,
including legal technical assistance (such as
動、国際シンポジウムや外国法制の研究活動等は、国
to relate its experience towards
s e m i n athe
r s , eoutside
t c . ) , i n t eworld.
rnational symposia,
際協力部の機関誌である「ICD NEWS」に掲載されて
studies of foreign legal systems, etc. in "ICD
おります。
NEWS."
また、法務省 Web サイトの国際協力部業務紹介ペー
Updates are also available on the ICD, as well
ジでは、上記「ICD NEWS」のバックナンバーのほか、
s ICD N
WUniversity
S p r e v i oofuTokyo
s issues, on ICD web
Late Former Minister of Justice, Professor aEmeritus
ofEthe
国際協力部の最新情報を御覧いただけます。
pages within the MOJ website.
Source : ICD NEWS No.3, May 2002 (in Japanese)

Akira MIKAZUKI

JICA began the second phase of the project to establish the mediation system
(-2015)

Nepal/Timor-Leste

MOJ conducted a joint study

Uzbekistan/Mongolia
Bangladesh

International Cooperation Department
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アジア諸国に先立って、全く独力で、
フランス法・ドイツ法・英米法、という世界の法制度の
三大潮流を自らの栄養として取り込んだ
日本の法律制度と法学は、
かくて、漸く外に向かって自らの体験を語りかけるべき時を迎えたのである。

元法務大臣・東京大学名誉教授

故
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Before any other Asian nations, Japan independently absorbed
the three major trends of legal systems worldwide:
French law, German law and common law,
into its legal system as its primary nutrients.
It is finally time for the Japanese legal system and jurisprudence,
developed in that manner,
to relate its experience towards the outside world.

Akira MIKAZUKI
Late Former Minister of Justice, Professor Emeritus of the University of Tokyo
Source : ICD NEWS No.3, May 2002 (in Japanese)

International Cooperation Department
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・・・・・・・
法制度整備支援について、

教えて！
法 制度整 備 支援

よくあるご質問に
お答えします。
Frequently Asked Questions
about Legal Technical Assistance

Q&A about Legal Technical Assistance
国際協力部は、どのような組織ですか？

教 えて ！ 法 制 度 整 備 支 援

1

A

What is the history of the International Cooperation Department ?

法務省は、1994 年からアジアの国々に対して支援してきましたが、各国から支援の要請が年々
高まったことから、2001 年４月に法制度整備支援に専従する部署として、法務総合研究所内に
国際協力部を新設しました。
国際協力部には、検察官、裁判官等出身の教官と国際専門官がいます。

The Ministry of Justice (MOJ) began its assistance toward Asian countries in 1994. In response to the increase of
requests for Japanese legal technical assistance since then, in April 2001 the MOJ established the International
Cooperation Department (ICD) within the Research and Training Institute, a subordinate organization of the MOJ, to
exclusively specialize in legal cooperation.
The ICD is staffed with public prosecutors, MOJ officials specializing in legal affairs, etc. and administrative officers.

どのような機関や人と協力しているのですか ?

2

A

Does the ICD work with any partner organizations or individuals ?

国際協力部は、外務省等の官公庁、独立行政法人国際協力機構（JICA)、公益財団法人国際
民商事法センター（ICCLC)、裁判所、検察庁、弁護士会、大学関係者と緊密に連携し，活動し
ています。国際民商事法センターは、民商事法分野の法制度整備支援を目的として、財界・学会・
法曹界の協力を得て 1996 年４月に設立された財団で、心強いパートナーです。

The ICD works closely with the Ministry of Foreign Affairs, Japan International Cooperation Agency (JICA), the
International Civil and Commercial Law Centre Foundation (ICCLC), courts, bar associations and the academia. The
ICCLC is a foundation established in April 1996 in cooperation with the private sector, academia and the legal community
for the purpose of conducting legal technical assistance in the civil and commercial law field. It has been a very reliable
partner for the ICD.

02

International Cooperation Department

3

A

国際協力部が行う法制度整備支援とは何ですか？
What is " legal technical assistance " ?

開発途上国や市場経済への移行を進める国などに対して、それらの国々が進める法制度の整備
を支援することです。以下の３つが基本的な柱です。
①基本法令の起草支援
②制定された法令を運用する司法関係機関の制度整備支援
③検察官、裁判官等法曹実務家等の人材育成支援

It means to assist developing countries or countries in transition to market economies in their effort to improve their
legal systems, based on the following three pillars:
1. Assistance in the drafting of basic laws;
2. Assistance in the establishment of judicial institutions for the operation of enacted laws; and
3. Assistance in the capacity-building of legal professionals, etc.

A

教 えて ！ 法 制 度 整 備 支 援

4

国際協力部が行う
日本の法制度整備支援の特徴はなんですか？
What are the characteristics
of Japanese legal technical assistance ?

支援の成果である法律や制度は、相手国に根付くことが必要です。ですから、日本の法制度を押
しつけるような方法ではなく、相手国の立法・司法関係者と対話をしながら、相手国の実情に合った
法律や制度を共に考える手法を採っています。
また、そのような過程を通じて、相手国が主体的に制度を構築したり、運用・改善できるような能
力向上を図ることを重視しています。
さらに、相手国との相互理解を深めるため、研修やセミナーでは、相手国の母語と日本語との通
訳を介して実施しています。
このように、人と人との協力によって行われている日本の法制度整備支援は、
「顔の見える国際
協力」の１つの例であると言えます。

The newly established laws or legal systems, which are the achievements of Japanese assistance, need to take
root in recipient countries. Thus, Japan intends not to impose its own legal system but to find the laws and systems
most appropriate for the situation in recipient countries, through dialogue with legal drafters or judicial officials in
those countries.
Moreover, Japan stresses their capacity-building through the above-mentioned process to encourage recipient
countries to take the initiative in establishing, operating or improving their own systems.
Bilateral seminars and work shops are conducted using interpreters who translate the official language of the
client country and Japanese.
This type of Japanese legal technical assistance through interpersonal relationships can be referred to as an
example of “person-to-person international cooperation.”

International Cooperation Department
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教えて！
法 制度整 備 支援
Q&A about Legal Technical Assistance
日本はなぜ法制度整備支援を行うのですか？

5

A

Why does Japan provide legal technical assistance?

世界には、そもそも法律が十分整備されていなかったり、公正な裁判制度が確立していない国が
あります。それらの国々で個人の権利が守られ、自由な経済活動が活発になり、社会が発展して国
が安定することは、その地域の繁栄につながり、さらには国際社会全体の平和と安全に重要な意味
を持ちます。国際社会の平和と安全に貢献することは、国際社会の一員としての日本の責務でもあ
り、同時に他国からの信頼を培うものです。

教 えて ！ 法 制 度 整 備 支 援

Some countries do not have enough well-established laws or fair court systems. Protection of individual rights,
free and lively economic activities, and social development and stabilization in those countries may lead to the
prosperity of their surrounding regions, which may be conducive to the peace and safety of the whole international
community. Japan sees its responsibility to contribute to the peace and safety of the international community, and
such Japanese contributions may foster trusting relationships with other countries.

これまでの法制度整備支援でどのような成果がありましたか？

6

A

What has legal technical assistance achieved so far?

例えば、基本法令の起草支援を通じて、民法等の法典、各種法律の解説書等が数多く完成しまし
た。また、法曹実務家等の人材育成支援を通じて、司法機関等の中枢部で活躍する人々を始めとす
る大勢の人材が輩出されました。この他にも、研修やセミナー等を通じて、幅広い法的知識や実務
経験が相手国の司法関係者の間で共有されています。

For example, through assistance in drafting basic laws, many laws and law commentaries have been drafted
(including civil code, etc.). Moreover, our assistance in capacity-building of legal professionals have produced a
great number of individuals in leadership positions at judicial institutions in recipient countries.
Through our seminars and workshops, Japanese legal experts have shared their practical experience along with
a wide variety of general legal knowledge in the participants' countries.
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International Cooperation Department

機 構

Organization Chart

法務省

国際協力部

国際協力部長

Ministry of Justice (MOJ)

内部部局

Internal bureaus of the Ministry

審議会等

Councils

施設等機関

Facilities

法務総合研究所

International Cooperation Department

教

事務手続をサポート

General Affairs and Planning Department

研究部

Research Department

研修第一部

First Training Department

研修第二部

Second Training Department

研修第三部

Third Training Department

国際連合研修協力部

United Nations Training Cooperation Department (UNAFEI)

国際協力部

International Cooperation Department(ICD)

Support administrative procedures

国際事務部門

Research and Training Institute(RTI)

総務企画部

官

Professors

Director

首席国際専門官

国際専門官

Chief International Affairs Officer

統括国際専門官

International Affairs Officer

Deputy Chief International Affairs Officer

支所（全国に8箇所） Branch offices(8)
地方支分部局

Local branch offices of the Ministry

特別の機関

Extraordinary organs( 検察庁 Public Prosecutors Office)

外局

Independent organs

●法務総合研究所 (RTI)

国際法務総合センター

International Justice Center (IJC)

国際協力部は東京都昭島市に新設された国際法務総

relocation to the “International Justice Center (IJC),” a new
facility of the MOJ in Akishima City, Tokyo. Prior to this, the

開始しました。それまで国際協力部は約１６年間、大阪

ICD had been located in the Osaka Nakanoshima National

中之島合同庁舎に設置されていました。国際法務総合

Government Building for nearly 16 years. The IJC was

センターは法務省の国際協力活動の推進・強化、矯正

established with two purposes in mind: promoting and
strengthening international cooperation activities of the

医療機能及び矯正職員育成の促進といった目的から設

MOJ; and improving medical correctional functions and the

立されました。国際協力部、国連アジア極東犯罪防止

training of correctional personnel. IJC is composed of 7 facilities.

研修所（UNAFEI）、矯正研修所、東日本成人矯正医療

The ICD, the United Nations Asia and Far East Institute for the

センター、東日本少年矯正医療・教育センター、東京

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI),
the Training Institute of Correctional Personnel, the Medical

西少年鑑別所及び公安調査庁研修所の７つの施設で構

Center of Correctional Institution in East Japan, the Juvenile

成されます。国連プログラム・ネットワーク機関の一

Medical Training Center of Correctional Institution in East

つである UNAFEI は刑事司法に焦点を当て、アジア諸

教 えて ！ 法 制 度 整 備 支 援

合センターへ移転し、2017 年 10 月 2 日から業務を

The ICD made a new start on October 2, 2017, through its

Japan, the Tokyo West Juvenile Classification Home and the
Training Institute of the Public Security Intelligence Agency.

国のみならず、アフリカやラテンアメリカなどを対象

UNAFEI organizes multi-national training courses for not only

とした多国間研修を実施しています。

Asian and Pacific region but also other regions such as
Latin America and Africa, with focus on criminal justice.

●国際協力部とUNAFEIが入っている
国際法務総合センター国際棟

International Block in International Justice
Center where the ICD and UNAFEI are located

●国際会議場 A

（国際法務総合センター国際棟内）

International Conference Hall A

●国際会議場 B

（国際法務総合センター国際棟内）

International Conference Hall B

International Cooperation Department
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法制度整備支援の主な内容
Overview of Assistance
モンゴル国

ウズベキスタン共和国

〜協力開始（2004年）
〜

〜協力開始（2001年）
〜
・倒産法注釈書作成支援（2007年刊行）

・調停制度強化支援
・商取引法に関する共同研究を実施（2018年〜）

・行政法解説書作成支援

ウズベキスタン

キルギス

カザフスタン

タジキスタン

・中央アジア地域法制比較研究セミナーを実施（2008年〜2013年）
Uzbekistan
Cooperation began in 2001
・Assistance in drafting the Commentary on the Bankruptcy Law
(issued in 2007)
・Assistance in drafting the manual of the Administrative Law
Uzbekistan Kyrgyz Kazakhstan Tajikistan
・Central Asia Comparative Law Seminar (2008-2013)

ネパール連邦民主共和国
〜協力開始（2009年）
〜
法 制 度 整 備 支 援の 主 な 内 容

・民法起草支援（2017年制定）
・裁判所能力強化支援
・民法概説書作成、民法普及活動支援

・Assistance in establishing mediation system
・Joint study on Trade Law (since 2018-)

Federal Democratic Republic of Nepal
Cooperation began in 2009
・Assistance in:
- drafting the Civil Code (enactment in 2017)
- the capacity-building of courts
- drafting the commentary and dissemination
activities on the Civil Code

KAZAKHSTAN
KYRGYZ

UZBEKISTAN

ミャンマー連邦共和国
〜協力開始（2013年）
〜
・法令起草・審査支援
・調停の導入等に向けた制度構築支援
・執務参考資料作成支援
・法曹人材育成支援
・長期専門家を派遣（2014年〜）

カンボジア王国
〜協力開始（1996年）
〜
・民法起草支援(2007年公布)
・民事訴訟法起草支援（2006年公布）
・法律人材育成支援
・民法、民事訴訟法普及、運用改善支援
・長期専門家を派遣（2006年〜）

Republic of the Union of Myanmar
Cooperation began in 2013
・Assistance in:
- legal-vetting and legislative drafting
- establishing systems e.g. introduction
of mediation etc.
- drafting the textbooks related to work reference
- human resource development
・Dispatch of long-term experts(2014-)

Kingdom of Cambodia
Cooperation began in 1996
・Assistance in:
- drafting the Civil Code (promulgated in 2007) and
the Code of Civil Procedure (promulgated in 2006)
- capacity-building of legal professionals
- dissemination of the Civil Code and the Code of
Civil Procedure and improvement of their implementation
・Dispatch of long-term experts(2006-)

インドネシア共和国
〜協力開始（1998年）
〜
・和解・調停制度強化支援
・裁判官養成制度に関する支援
・知的財産権保護・法的整合性向上に関する支援
・長期専門家を派遣（2016年〜）
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Mongolia
Cooperation began in 2004
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Republic of Indonesia
Cooperation began in 1998
・Assistance in:
- establishing the court-annexed mediation system
- enhancing the judicial training system
- improving IPR protection and legal consistency
・Dispatch of long-term experts (2016-)

TAJIKISTAN

NEPAL

BANGLA

バングラデシュ人民

〜協力開始（2016年）
〜

・調停，裁判所機能強化支

People's Republic of Ban
Cooperation began in 2016
・Assistance for Mediation
Court Function

中華人民共和国

People's Republic of China
Cooperation began in 2007

〜協力開始（2007年）
〜
・民事訴訟法、民事関連法改正支援

・Assistance in:

・行政訴訟法、行政関連法改正支援

- revising the Civil Procedure Law and civil-related laws,

・権利侵害責任法(2009年公布)

leading to the promulgation of the Tort Liability Act in 2009,

・渉外民事関係法律適用法(2010年公布)

Law on the Application of Law for Foreign-Related Civil Relations in 2010,
revised Civil Procedure Law in 2012, and the Law on the Proteciton

・改正民事訴訟法（2012年公布）

of Consumer Rights and Interests in 2012

・消費者権益保護法（2012年公布）

- revising the Administrative Procedure Law and administrative-related laws

ラオス人民民主共和国
〜協力開始（1998年）
〜
・民事判決書マニュアル作成支援（2006年刊行）
・民法・商法教科書作成支援（2007年完成）
・民事・刑事訴訟法ハンドブック作成支援（2014年完成）
・法律人材育成支援
・経済紛争解決法ハンドブック作成支援（2017年完成）
・捜査段階Ｑ＆Ａ集作成支援（2017年完成）
・労働法ハンドブック作成支援（2018年完成）
・民法典起草支援（2018年成立）
・長期専門家を派遣（2002年〜2006年、2010年〜）

Lao People's Democratic Republic
Cooperation began in 1998
・Assistance in:
- drafting the civil judgement manual(issued in 2006)
- the textbook on civil and commercial laws(completed in 2007)
handbook on the Code of Civil Procedure and the Code
of the Criminal Procedure (issued in 2014)
- capacity-building of legal professionals
- handbook on Resolution of Economic Dispute Law(completed in 2017)
- Q＆A on criminal investigation stage(completed in 2017)
- handbook of Labor Law(completed in 2018)
- drafting the Civil Code（passed a bill in 2018）
- Dispatch of long-term experts(2002-2006,2010-)

ベトナム社会主義共和国
法 制 度 整 備 支 援の 主 な 内 容

〜協力開始（1994年）
〜
・民事訴訟法起草、改正支援（2004年、2010年、2015年公布）

MONGOLIA

・破産法改正支援（2004年、2014年公布）
・民法改正支援（2005年、2015年公布）
・民事判決執行法起草、改正支援（2008年、2014年公布）
・国家賠償法起草支援（2009年公布）
・行政訴訟法支援（2010年公布）

CHINA

・検察官マニュアル作成支援（2007年刊行）
・民事判決書標準化・判例整備支援
・司法機関等（裁判所、検察庁等）の能力改善支援
・法令の整合性確保及び統一的運用・適用のための手法・制度整備支援

ADESH

・長期専門家を派遣（2000年〜）

MYANMAR

LAOS
VIETNAM

共和国

〜

CAMBODIA

支援

INDONESIA

ngladesh
and Improving
TIMOR-LESTE

東ティモール民主共和国
〜協力開始（2009年）
〜
・法案起草能力向上支援
・法曹人材育成支援
・司法関係機関能力向上支援
The Democratic Republic of Timor-Leste
Cooperation began in 2009
・Assistance in:
- legislative-drafting capacity development
- human resource development
- the capacity-building of judicial institutions

Socialist Republic of Viet Nam
Cooperation began in 1994
・Assistance in:
- drafting and revising the Civil Procedure Code (promulgated
in 2004, 2010 and 2015)
- revising the Bankruptcy Law (promulgated in 2004 and 2014)
- revising the Civil Code (promulgated in 2005 and 2015)
- drafting and revising the Civil Judgment Execution Law
(promulgated in 2008 and 2014)
- drafting the State Compensation Law (promulgated in 2009),
Administrative Procedure Law (promulgated in 2010)
- drafting the Prosecutors Manual (issued in 2007)
- standardizing civil judgments, establishing judicial precedent system
- the capacity-building of judicial institutions
(courts, prosecution offices, etc.)
- the establishment of methods and systems for consistency and
uniform implementation and application of legal normative documents
・Dispatch of long-term experts (2000-)

（注）長期派遣専門家に関しては、法務省からの派遣のみを記載
The information on long-term experts is of that of those dispatched by the Ministry of Justice.

International Cooperation Department
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国 際協力 部 の仕事
Main Activities of the ICD
JICA 長期専門家（1 年以上滞在）として法務省か
ら派遣し、日常的に支援を続けています。
ICD attorneys are dispatched to client as JICA
long-term experts and remain there for over one year
to s u p p o r t l o c a l c o o p e r a t i o n a c t i v i t i e s o n a d a i l y
basis.
ベトナムの JICA プロジェクトオフィス
JICA project office in Vietnam

現地セミナーの企画・実施に協力し、講義をして
います。

国 際 協 力 部 の 仕 事

They cooperate in the designing and
organization of local seminars and provide

現 地

lectures to local legal experts.

カンボジアでの現地セミナー
Seminar in Cambodia

In Client Countries

アジア地域における民商事法分野の調査

Research and Studies

研究や各国との共同研究を通じて交流して
います。
The ICD conducts legal studies in the civil and
commercial law areas in the Asia-Pacific region,
and joint study programs with respective countries.
日韓パートナーシップ共同研究
Japan-Korea Partnership Program

独自に、またはＪ
ＩＣＡ調査団に専門家として参加し、
現地で様々な調査をしています。
The ICD conducts various legal surveys
independently, or as members of JICA survey teams,
in client countries.

バングラデシュ現地調査
Survey in Bangladesh
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調査・
研究

対象国の司法関係者を日本に招いて行う研修を企
画・実施しています。
The ICD designs and organizes seminars in Japan
for legal experts from client countries.

インドネシア本邦研修
Seminar in Japan for Indonesian officers

現地での活動を支援するために国内の研究者や法
律実務家で構成される部会に参加しています。

国 内

国 際 協 力 部 の 仕 事

ICD staff participate in the meetings of study groups
composed of Japanese scholars and
legal practitioners to assist cooperation
activities in client countries.
バングラデシュ法律・司法・国会担当省とのテレビ会議
TV conference with the Ministry of Law, Justice,
and Parliamentary Affairs of Bangladesh

In Japan

Exchange of Information
and PR Activities

情報交換・
広報

法 制 度 整 備 支 援に携わる各 機 関・関 係
者を招き、情報交換・討論を行う「法整備
支援連絡会」を開催しています。
The ICD holds an "Annual Conference on Technical

Assistance in the Legal Field" to exchange information

and discuss with stakeholders in relation to legal technical
assistance.

法整備支援連絡会
Annual Conference on Technical Assistance
in the Legal Field

機関誌「ＩＣＤ NEWS」を定期的に発行するほか、
学生向けのシンポジウムやインターンシップも実施し
ています。
The ICD quarterly issues the departmental journal "ICD
NEWS" and conducts symposiums and internship programs
for graduate/undergraduate students.
機関誌「ICD NEWS」
Departmental journal "ICD NEWS"

International Cooperation Department
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各 国への 法 制度整備支援
ベトナム社会主義共和国
ベトナムでは、1986 年にドイモイ（刷新）政策を導入し、市場
経済化を促進するための法整備が進められ、ベトナム政府から我
が国に対して法整備支援の要請がなされました。
法務省は、この要請に応じて、1994 年に初めてベトナムの司
法関係者を国内に招いて研修を実施しました。
1996 年に JICA による法整備支援プロジェクトがスタートし
てからは、同プロジェクト及びその後継プロジェクトに協力する形
で、ベトナムに対する支援を続け、司法省、最高人民裁判所、最高
人民検察院及びベトナム弁護士連合会の４機関を実施機関とし
て、基本法令の起草支援や、法令を実際に運用する人材の育成支
援、実務の改善支援など幅広い活動を行ってきました。その結果、
民法、民事訴訟法などの重要法令の制定や法律実務家を対象と
した実務マニュアルの共同作成など多くの成果を上げました。
2015年4月からは、実施機関に首相府を加え、ベトナムの法・
司法改革の目標年である 2020 年を見据えたプロジェクトが開
始されました。このプロジェクトでは、これまでの起草支援及び実
務改善支援に加え、今日ベトナムで数多く制定される法令間の整
各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

合性の確保等を目的とした支援や、法曹三者（裁判官、検察官及
び弁護士）が刑事訴訟法の運用上の課題について共同活動を行
うといった、新たな活動が行われています。
法務省は、これらのプロジェクトを実施するため、裁判官出身

Since the adoption of the Doi Moi (renovation) policy in 1986,
Vietnamhas undertaken legal development to accelerate the introduction
of a market-oriented economy. To this end, the government of Vietnam
requested assistance from Japan.
I n re s p o n s e to t h e re q u e s t , t h e M i n i s t r y o f J u s t i c e ( M O J ) o f J a p a n
organized a study trip in Japan in early 1994, inviting officers from the
MOJ of Vietnam.
Since the launch of the Technical Cooperation Project in the Legal and
J u d i c i a l F i e l d b y J I CA i n 1 9 9 6 , t h e M O J o f J a p a n h a s c o n t i n u e d i t s
a s s i s t a n c e to V i e t n a m t h ro u g h c o o p e r a t i o n w i t h t h i s p ro j e c t a n d i t s
succeeding projects . Working with four implementing organizations : the
MOJ,Supreme People 's Court (SPC), Supreme People 's Procuracy (SPP)
and the Vietnam Bar Federation (VBF), the MOJ of Japan has helped
develop a variety of assistance activities, including:
- Assistance in drafting basic laws;
- Capacity-building of personnel engaging in the operation of laws;
- Improvement of legal practices, etc.
Such efforts have achieved significant results, including: the enactment
of important laws (Civil Code, Civil Procedure Code, etc.); completion of
manuals for legal practitioners through joint work, etc.
In April 2015, a new project began with an eye towards 2020, the target
y e a r o f t h e l e g a l j u d i c i a l r e f o r m o f V i e t n a m , a d d i n g t h e O f fi c e o f
Government as another new implementing organization. In addition to
conventional areas of assistance in legislative drafting and improvement
of legal practices, this new project has launched new activities including
a s s i s t a n c e w i t h t h e g o a l o f e n s u r i n g c o n s i s te n c y a m o n g m a n y l e g a l
normative documents which have been established in Vietnam in recent
years, etc. and joint activities on challenges concerning the
implementation of the revised Criminal Procedure Code by the judges,
public prosecutors and attorneys.
I n o rd e r to e f f e c t i ve l y i m p l e m e n t t h e p ro j e c t , t h e M O J o f J a p a n i s
extending full-fledged cooperation, through the dispatch of prosecutors
(including those who were originally judges) as long-term experts, study
trips in Japan, etc

者を含む検事を長期専門家として現地に派遣しているほか、日本
での研修を受け入れるなどして全面的に協力しています。

プロジェクトオフィスの長期派遣専門家やスタッフの皆さん
Long-term experts and local staff of the JICA project office

本邦研修の様子
Seminar in Japan

現地セミナーの様子
Seminar in Vietnam

1986 年

ドイモイ（刷新）政策導入：市場経済化に向けた法整備が必要に

Introduction of the Doi Moi (renovation) policy – causing the necessity
for a legal framework appropriate for a market-oriented economy

1991 年

ベトナムから日本に対し法整備支援の要請

Vietnam requested legal technical assistance from Japan

1994 年

法務省がベトナム司法省に対する本邦研修を開始

The Ministry of Justice (MOJ) of Japan began organizing study trips to
Japan for the MOJ of Vietnam

1996 年

JICA法整備支援プロジェクト開始（起草支援、人材育成支援）

JICA legal cooperation project began (assistance in legislative drafting,
human resource development)

2000 年

法務省職員（検事）を長期専門家として派遣開始（現地に常駐）

MOJ began dispatching MOJ officers (prosecutors) to remain in Vietnam
as JICA long-term experts

JICA法･司法制度改革支援プロジェクト開始

JICA Technical Assistance Project for the Legal and Judicial System
Reform began (assistance in legislative drafting, human resource
development, improvement of legal practices)

2007 年
2015 年
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Socialist Republic of Vietnam

（起草支援、人材育成支援、実務改善支援）
JICA2020年を目標とする法･司法改革支援プロジェクト開始（同上）

International Cooperation Department

JICA Project for Harmonized, Practical Legisl ation and Uniform
Application of Law Targeting Year 2020 began (same as above)

Assistance to Each Client Country
カンボジア王国

Kingdom of Cambodia

プロジェクトオフィスの長期派遣専門家やスタッフの皆さん
Long-term experts and local staff of the JICA project office

In the 1970s, Cambodia went through the horrors of genocide and other
atrocities as well as the abolition of existing laws by the Pol Pot regime. In
the days following its civil war, there was an urgency to build a national
judicial system through the establishment of laws and through the training
of legal professionals. For this reason, the Cambodian government
requested legal technical assistance from Japan.
I n re s p o n s e to t h e re q u e s t , t h e M i n i s t r y o f J u s t i c e ( M O J ) o f J a p a n
organized a study trip to Japan inviting judicial officials from Cambodia in
1996, as part of technical assistance by JICA.
In 1999, a JICA legal cooperation project began with the aim of assisting
in the drafting of the Civil Code and the Code of Civil Procedure. As a
result, the two codes were enacted in 2007 and 2006, respectively.
In 2005, a new project was commenced to undertake human resources
development with the Royal School of Judges and Prosecutors (RSJP).
T h e p r o j e c t a i m e d a t fi n d i n g t h e a p p r o p r i a t e i n t e r p r e t a t i o n a n d
operation of the two new codes. In this project, a focus was placed on the
training of candidate trainers for the RSJP, who were chosen from among
junior judges in Cambodia. As a result of these efforts, graduates from the
RSJP currently serve as trainers at the school.
Since 2012, the MOJ has been working with the MOJ of Cambodia,
Royal Academy for Judicial Professions (RAJP), the Bar Association of the
Kingdom of Cambodia, and the Royal University of Law and Economics as
the implementing organizations of a new project. With the aim of human
resources development and further dissemination of the two codes, the
project cooperates with, by giving advice to, the working groups
composed of selected members from each implementing organization.
Since April 2017, another phase of the project has been conducted with
the MOJ of Cambodia as the implementing organization and cooperating
with other related organizations toward the aim of establishing a
foundation for appropriate legal practices in line with the two codes for
their proper application nationwide (or for their proper and wide range of
applications). The MOJ supported this phase, which focuses on three
pillars:1) drafting important civil-related laws, including property
registration law, etc., 2) drafting of forms such as complaints, etc.; and 3)
publication of court decisions, etc.
The MOJ has been extending full support to these projects through the
dispatch of prosecutors (including those who were originally judges) to
Cambodia as long-term experts, organizing study trips to Japan, etc.
In 2020, the memorandum of cooperation between the Research and
Training Institute (RTI) and the RAJP was concluded and cooperative
relationship has grown ever further.

ワーキンググループの活動風景
Working group

ワーキンググループの活動風景
Working Group

1994 年

カンボジアから日本に対し法整備支援の要請

Cambodia requested assistance from Japan

1996 年

法務省がＪ
ＩＣＡによる技術支援の一環として本法研修を開始

MOJ began organizing study trips to Japan as part of technical
assistance by JICA

1999 年

Ｊ
ＩＣＡ法制度整備プロジェクト開始（起草支援）

JICA Technical Cooperation Project in the Legal and Judicial Field began
(assistance in legislative drafting)

2005 年

Ｊ
ＩＣＡ裁判官検察官養成校民事教育改善プロジェクト開始
（人材育成支援）

JICA Project for the Improvement of Training on Civil Matters at the RSJP
began (assistance in human resources development)

2006 年

法務省職員（検事）を長期専門家として派遣開始（現地に常駐）

MOJ began dispatc hing it s o f fic ers (pro sec uto rs) as JICA lo n g - te r m
experts (to support the technical assistance field in Cambodia)

2007 年

カンボジア司法大臣招へい（法整備支援連絡会にて特別講演）

The Ministry of Justice of Cambodia was invited to Japan to give a special
speech at the ICD annual conference on legal technical assistance

2012 年

Ｊ
ＩＣＡ民事・民事訴訟法普及プロジェクト開始
（人材育成支援、法令普及支援）

JICA project for Dissemination of the Civil Code and the Code of the Civil
Procedure began (assistance in human resources development and in the
dissemination of law)

2017 年

Ｊ
ＩＣＡ民事・民事訴訟法運用改善プロジェクト開始

JICA Project for establishing a foundation for appropriate legal practices
according to the Civil Code and the Code of Civil Procedure began

2020 年

王立司法学院と法務総合研究所との間で協力覚書を締結

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

カンボジアでは、1970年代のポル・ポト政権時代に法律の廃止
や知識人の大量虐殺等が行われたため、内戦後は、法律の整備や
法律家の育成による司法制度の確立が国家的な課題となり、カン
ボジア政府から我が国に対して法整備支援の要請がなされました。
法務省は、この要請に応じて、1996 年からＪ
ＩＣＡによる技術支
援の一環としてカンボジアの司法関係者を日本に招いて研修を実
施しました。
1999年からは、民法と民事訴訟法の起草支援のためのＪ
ＩＣＡに
よる法制度整備プロジェクトが開始され、その成果として、2006年
に民事訴訟法が、2007年に民法がそれぞれ制定されました。
2005年からは、民法・民事訴訟法を適切に解釈・運用するため、
王立裁判官検察官養成校での人材育成支援プロジェクトが開始さ
れ、カンボジアの若手裁判官の中から選出された教官候補生に対
して集中的に指導を行いました。その成果として、現在では、同養
成校出身者が教官を務めるようになっています。
2012年からは、カンボジアの司法省、王立司法学院、弁護士会、
王立法律経済大学の４機関を実施機関として、民事・民事訴訟法
の更なる普及を目的とするプロジェクトが開始され、人材育成と民
法等の普及に取り組んできました。
2017 年４月からは、司法省を実施機関として、その他関係機関
と協力しながら，民法・民事訴訟法が広く適切に適用されるため、
これらの法律に従った適切な実務の基礎が確立することを目的とし
たプロジェクトを実施しています。このプロジェクトでは、不動産登
記法等の民事重要法令の起草、訴状等の書式例の作成、そして、判
決書等の公開を柱とした活動を実施しています。これらのプロジェ
クトを実施するため、法務省からも裁判官出身者を含む検事を長期
専門家として現地に派遣しているほか、日本での研修を受け入れる
など全面的に協力しています。
また，２０２０年には王立司法学院と法務総合研究所との間で協
力覚書が交わされ，その協力関係はますます強化されています。

The memorandum of cooperation between the RTI and the RAJP was
concluded

International Cooperation Department
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ラオス人民民主共和国

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

ラオスでは、１９８６年に新思考（チンタナカーン・マイ）政策
を導入するとともに、
経済面では新経済メカニズムを導入し、市場経済化を促進す
るための法整備が進められ、ラオス政府から我が国に対して法
整備支援の要請がなされました。
法務省は、この要請に応じて、１９９８年からＪ
ＩＣＡによる技術
支援の一環としてラオスの司法関係者を日本に招いて研修を実
施し、２００３年にＪＩＣＡによる法整備支援プロジェクトがスター
トしてからは、プロジェクト実施のため、法務省から検事を長期・
短期専門家として現地に派遣するほか、日本での研修を受け入
れるなどして全面的に協力を行っています。
具体的内容としては、２００３年から２００８年まで、法整備支援プ
ロジェクトが実施され、同プロジェクト終了後、法務省やＪ
ＩＣＡ、名古
屋大学等による現地調査等の期間を経て、２０１０年７月から、関係
４機関（司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立
大学）を実施機関とするＪ
ＩＣＡによる法律人材育成強化プロジェク
ト(フェーズ１)が、また、２０１４年７月からは、上記４機関を実施機関
とするＪ
ＩＣＡによる法律人材育成強化プロジェクト(フェーズ２) がそ
れぞれ実施されました。フェーズ１やフェーズ２では、執務参考資料
の作成や法学教育・法曹養成等研修における活動等を通じて人材
育成能力の強化が進められ、ラオスの法・司法分野における中核
人材の育成が図られました。
そして、２０１８年７月からは、上記４機関を実施機関として、
Ｊ
ＩＣＡ
による法の支配発展促進プロジェクトが実施されています。この
プロジェクトでは、ラオスの法・司法分野の中核人材が、基本法
令の法理論の構築研究、同理論に基づく運用・執行、法令及び
実務の改善の各能力を身に着け、その研究成果を中核人材以
外の同分野の関係者に広く共有するとともに持続可能な活動実
施体制を具体化し、法学教育・法曹等養成の担当者が質の高い
法律実務家を養成する能力を身に着けることを目標とし、基本
法 の 理 論や普 及 方 法 の 研 究 、教 材 作 成 ，カリキュラム整 備 等
様々な活動を行っています。

現地活動の様子
Working group in Laos
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現地セミナーの様子
Seminar in Laos

Lao People's Democratic Republic
Along with the introduction of the “New Thinking (Chintanakan)” policy,
Laos introduced a “new market economy mechanism” . At the same time,
and in order to advance legal development in promoting the needed
economic system transition, Laos requested legal technical assistance
from Japan.
I n re s p o n s e to t h i s re q u e s t , t h e M i n i s t r y o f J u s t i c e ( M O J ) o f J a p a n
organized a study trip to Japan inviting judicial officers from Laos in 1998,
as part of a JICA technical cooperation program. From 2003, after starting
implementation of the JICA “Technical Cooperation on the Legal and
Judicial Development Project” , the MOJ further extended its cooperation
by dispatching short/long-term experts to Laos and holding study trips to
Japan.
From 2003 to 2008, JICA “Technical Cooperation on the Legal and
Judicial Development Project” was implemented, and after the end of this
project, MOJ, JICA, Nagoya University, etc. conducted local surveys, etc.
Based on the results of these activities, the new JICA Project of Human
Resource Development in the Legal Sector (Phase1) was implemented
from July 2010 by working with four implementing organizations (MOJ,
People 's Supreme Court, Office of the Supreme People 's Public Prosecutor
and the National University of Laos), and from July 2014, new the JICA
Project of Human Resource Development in the Legal Sector (Phase2) was
implemented working with the four organizations. During the period of
implementation of “Phase 1” and “Phase 2” , the Project achieved
significant results in order to better build capacity-building through the
creation of reference materials on legal practices and activities in
improving legal education, legal training and continued practical training
etc., and to develop the core human resources of the legal and judicial
sectors of Laos.
From July 2018, new the JICA Project for promoting development and
strengthening of the rule of law in the legal sector for Laos was
implemented working with the four organizations. In this Project, the core
human resources of the legal and judicial sectors acquire abilities to study
l e g a l t h e o r i e s , to i m p l e m e n t a n d e n f o rc e b a s i c l a w s b a s e d o n l e g a l
theories and to improve laws and practices, share outcomes of the study
with relevant officials of the sector and pl an sustainable structures to
continue these activities by themselves, and the trainers and lecturers of
legal education and training sector acquire abilities to train legal
practitioners of high quality. For these purposes, the Project is
implementing various activities such as the study of basic law theories and
the way of dissemination, creation of reference materials and preparation
of curriculum, etc.

本邦研修の様子
Seminar in Japan

1986 年

新思考（チンタナカーン・マイ）政策、新経済メカニズム導入：
市場経済化に向けた法整備が必要に

Laos introduced the New Thinking (Chintanakan) and a new economic
mechanism, causing the necessity for legal systems appropriate for a
market-oriented economy.

1998 年

法務省がJICAによる技術支援の一環として法整備支援研修を開始

MOJ began holding study trips to Japan for Laotian judicial officials as a part of
JICA's technical assistance.

2003 年

JICA「法整備支援プロジェクト」開始
（教科書及びマニュアルの作成支援）

JICA Technical Cooperation on the Legal and Judicial Development Project
began (assistance in drafting law textbooks and manuals).

2010 年

JICA法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ１開始
（モデルハンドブックの作成等を通じた人材育成支援）

JICA Project of Human Resources Development in the Legal Sector (Phase1)
began (assistance in human resources development through drafting model
handbooks, etc.)

2014 年

JICA法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２開始
（起草支援、執務参考資料の作成等を通じた人材育成支援）

JICA Project of Human Resources Development in the Legal Sector (Phase2)
began (assistance in legislative drafting and in human resources development
through drafting reference materials on legal practices)

2015 年

法務省がラオス司法大臣を招へい

MOJ invited the Minister of Justice of Laos to Japan

2018 年

JICA 法の支配・発展促進プロジェクト開始（基本法理論や実務改
善の研究及びその成果の普及、教育・研修カリキュラムの整備及
び効果的な教材・教授法の研究等）

JICA Project for promoting development and strengthening of the rule of law in
the legal sector for Laos (assistance in the study of legal basic theories and
improvement of law and practices, and sharing of these outcomes, preparation of
curriculum and study of efficient reference materials, lectures, etc.）

International Cooperation Department

ミャンマー連邦共和国

Republic of the Union of Myanmar

ミャンマーは、2011年3月に民政移管後、2015年実施の総

M y a n m a r , a f te r i t s s h i f t to c i v i l i a n r u l e i n M a rc h 2 0 1 1 , t h ro u g h t h e

選挙を経て、国家最高顧問に就任したアウン・サン・スー・チー

general election in 2015 and under the leadership of Ms. Aung Sang Suu

氏の下、着実に民主化への道を歩んでいます。

Kyi who assumed the position of state counselor, has been making steady
progress toward democratization.

法務省は、2012 年以降、現地調査や、連邦最高裁判所長官
及び連邦法務長官の日本招へいなどの法律分野での交流を経

The Ministry of Justice (MOJ) of Japan has promoted personal
exchanges in the legal field since 2012, including local surveys and the
invitation of the Chief Justice and the Attorney General of the Union to

て、2013年11月に開始したJICAによる法整備支援プロジェク

Japan. The MOJ has been continuing assistance to Myanmar by

ト及び 2018 年 6 月に開始したその後継プロジェクトに協力する

cooperating with JICA 's Legal Cooperation Projects for Myanmar (the first
project began in November 2013 and current project in June 2018), etc.

などの形で、ミャンマーに対する法制度整備支援を続けていま
す。
ミャンマーでは、連邦法務長官府及び連邦最高裁判所をプロ

JICA 's Legal Cooperation Projects for Myanmar have been implemented
in cooperation with the Union Attorney General 's Office (UAGO) and the
Supreme Court of the Union of Myanmar as implementing organizations
and assisted in improving the legal system (especially economic-related

ジェクトの実施機関とし、ミャンマーにおける法の支配の確立や

laws), establishing the judicial system for prompt and appropriate dispute

これによる持続的な経済成長の促進等を目的として、経済関連

resolution and human resources development in the legal and judicial

法分野を中心とした法整備、迅速かつ適切な紛争解決を図る司
法制度の構築、法・司法分野の人材育成などの支援を行ってき
ました。これまでに、連邦法務長官府職員向けの契約審査ガイド

areas etc. Those Projects achieved significant results including drafting
the textbooks rel ated to work reference (the guidelines about vetting
c o n t r a c t s f o r o f fi c e r s o f t h e U A G O a n d t e x t b o o k s f o r j u d g e s ) a n d
implementing a pilot program on mediation.
In the current project, assistance in establishing intellectual property

ラインや裁判官向けの教材といった執務参考資料の作成、調停

trial system, disseminating mediation and improving the training system

の試験運用開始などの成果を上げています。

for lawyers etc. is being implemented.
The MOJ has extended its full-fledged cooperation to those projects, by

現行プロジェクトでは、知的財産裁判制度の構築、調停の更

dispatching its officers (prosecutors) as long-term experts and holding

なる普及、法曹養成のための研修改善等の支援などが行われて

study trips to Japan for Myanmar 's legal / judicial officers, etc.
In addition, in order to promote sustainable economic growth, the MOJ

います。

has taken the lead in conducting legal research (related to landed estate)
for improving the investment environment.

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

これらのプロジェクトを実施するため、法務省から裁判官出
身者を含む検事を長期専門家として現地に派遣しているほか、
日本での研修を受け入れるなど全面的に協力しています。
その他にも、ミャンマーの持続的な経済成長を後押しするた
め、法務省が主体となって投資環境整備に資する法制度（土地
関連）の調査を行うなどしています。

本邦研修の様子
Seminar in Japan

現地セミナーの様子
Seminar in Myanmar

現地協議の様子
Discussion with an iplementing organization

2008 年

新憲法（ミャンマー連邦共和国憲法）制定

Enactment of the new constitution (Constitution of the Republic of the
Union of Myanmar)

2011 年

民政移管

Shift to civilian rule

2012 年

連邦最高裁判所長官を共同招へい

Invitation of the Chief Justice of the Supreme Court of the Union to Japan

2013 年

2014 年

2018 年

連邦法務長官を共同招へい
Ｊ
ＩＣＡ
「法整備支援プロジェクト（フェーズ１）」開始
法務省職員（検事）を長期専門家として派遣開始（現地に常駐）

Ｊ
ＩＣＡ
「法・司法制度整備支援プロジェクト（フェーズ２）」開始

Invitation of the Attorney General of the Union to Japan
JICA Project for Capacity Development of Legal, Judicial and Relevant
Sectors in Myanmar (Phase 1) began
M O J b e g a n d i s p a tc h i n g i t s o f fi c e r s ( p ro s e c u to r ) a s J I CA l o n g - te r m
experts (to support in the technical assistance field in Myanmar)
JICA Project for Capacity Development of Legal, Judicial and Relevant
Sectors in Myanmar (Phase 2) began

International Cooperation Department
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インドネシア共和国
インドネシアでは、1990 年代半ばから、法曹養成の活性化や
汚職撲滅などといった司法制度の改革が重要な国家的課題の一
つとして位置付けられるようになり、法務省は、インドネシア政府
からの要請を受けて、2002 年からは、JICA が実施する枠組み
で、法曹関係者に対する研修等の支援を開始しました。
また、法務省は、2007年から2009年までの間は、JICAによ
るインドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクトに協力し、イ
ンドネシア最高裁判所を実施機関として、和解及び調停に関する
最高裁判所規則の改正、調停人養成研修制度の改善等に貢献し
てきました。そして、同プロジェクト終了後は、2010年から2015
年までの毎年度、法務省独自の枠組みでインドネシア最高裁判所
判事らを招へいし、裁判官の人材育成に関する共同研究を実施す
るなど、インドネシア最高裁判所に対する支援を継続し、インドネ
シア側との信頼関係を強化してきました。
さらに、2015 年度からは、これまで我が国の特許庁がインド
ネシアで実施してきたJICAによる知財支援プロジェクトを発展さ
せる形で、インドネシア最高裁判所、法務人権省知財総局及び同
省法規総局の３機関を実施機関とするビジネス環境改善のため
の知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクトを開始し、各実
施機関の職員等を対象とする本邦研修や現地セミナーを実施し
各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

ています。このプロジェクトは、知的財産権に関連する事件を担当
する裁判官の人材育成や判例集の作成等により、同事件の処理

Republic of Indonesia
Since the mid-1990s, Indonesia has considered its judicial system reform
(inc luding t he impro vement o f legal t raining and t he e r a d ic a tio n o f
corruption) as one of its critical national challenges. In response to a
request from the Indonesian government, in 2002 the Ministry of Justice
(MOJ) of Japan began legal technical cooperation with Indonesia within
the JICA framework. Its cooperation included the organization of seminars
for legal professionals, etc.
F ro m 2 0 0 7 to 2 0 0 9 , t h e M O J c o o p e r a te d w i t h t h e J I CA P ro j e c t f o r
Improvement of the Mediation System. Working with the Supreme Court
(SC) of Indonesia as the implementing organization, the MOJ contributed
to the revision of the SC regulations on mediation, and to the improvement
of the mediator training system, etc. After the completion of the project,
between 2010 and 2015, the MOJ annually organized joint studies on
judicial training within its original cooperation framework by inviting
judges from the SC and lower courts of Indonesia. In this way, it developed
and continued its original cooperation, thereby further deepening its
relationship of trust with Indonesia.
Furthermore, in December 2015, Japan began the new JICA Project on
Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for
I m p r o v i n g t h e B u s i n e s s E n v i r o n m e n t . Th e p r o j e c t w o r k s w i t h t h r e e
implementing organizations: the SC, the Directorate General of
Legisl ation, and the Directorate General of Intellectual Property of the
Ministry of Law and Human Rights. Japan has also organized study trips to
Japan and local seminars for staff of implementing organizations. The new
project has been developed by further advancing the former JICA project
on intellectual property(IP), in which the Japan Patent Office worked in
cooperation with Indonesia.
The new project aims to strengthen the IP protection system, and to
establish a mechanism to improve consistency in business-related laws
(with a focus on IP laws) in Indonesia. For these purposes, the project will
seek to improve predictability in the disposition of IP cases, and practices
in legal drafting and vetting, through the capacity-building of judges in
charge of IP cases and drafting law reports, etc.
The MOJ will extend its full-fledged cooperation to the new project
through the dispatch of prosecutors (including one who was originally a
judge) to Indonesia as long-term experts from 2016, along with other
approaches.

の予見可能性の向上を図るなど、インドネシアにおける知的財産
権の保護体制を強化するとともに、法令の起草・審査実務の運用
改善等を通じて、知的財産権関係法令を中心としたビジネス関連
法令の整合性を向上させるための手続整備を図ることを目的と
するものです。
このプロジェクトには、法務省も2016年から、裁判官出身者を
含む検事を長期専門家として現地に派遣し、全面的にその実施に
協力しています。

本邦研修の様子
Seminar in Japan

2019 年ジョイント・セミナー
2019 Joint Seminar in Indonesia

1998 年

法務省が経済法研修の実施等の協力を開始

MOJ began cooperation by organizing seminars on economic l aws in
Japan, etc.

2002 年

法務省がJICAによる技術支援の一環として本邦研修を開始

MOJ began study trips to Japan as a part of JICA technical assistance

2007 年

JICAによる和解・調停制度強化支援プロジェクト（〜2009年）開始

JICA Project for Improvement of the Mediation System began (until 2009)

法務省独自の枠組みで、現地調査及びインドネシア最高裁判所判事ら

Within its original framework, MOJ began local surveys and joint studies
on human resources development for Indonesian judges (until 2015)

2010 年

2015 年
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現地協議の様子
Discussion with an implementing organization

を対象にした人材育成に関する共同研究を開始（〜2015年）
JICAによるビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性
向上プロジェクト開始

International Cooperation Department

J I CA P r o j e c t o n I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y R i g h t s P r o t e c t i o n a n d L e g a l
Consistency for Improving the Business Environment began

ネパール連邦民主共和国
ネパールでは、2008 年に王政廃止と連邦民主制への移行が
宣言されたことに伴い、法制度の抜本的な近代化を目指し、19世
紀に制定された「ムルキ・アイン」
（民事・刑事の実体法・手続法
を包摂する法典）の分割改正が進められ、2018 年に民法、刑法
等の基本法 5 法が施行されました。法務省は、刑事法分野につい
て、2009 年から、現地セミナーを行い、2011 年からは、ネパー
ルの検事総長府検事等を招へいして共同研究を実施してきまし
た。民事法分野では、2010 年から、JICA 等と協力しながら、民
主化プロセス支援として、民法典や民法解説書の作成に関する日
本国内での研修を実施してきました。ネパールの裁判制度全体に
関しては、2013年から2018年にかけて、JICA による裁判所の
能 力 強 化プロジェクトが
実施され、法務省も日本
国内での研修等に協力し
ました。現在は、新民法に
ついて概説書の作成や普
及活動の支援を行うとと
もに、現地セミナーを実
施して刑事手続、不法行
為等について日本の運用 現地セミナーの様子
Seminar in Nepal
等を紹介しています。

Federal Democratic Republic of Nepal
In 2008 Nepal announced its national transition to the federal democratic
system, along with the abolition of its traditional monarchy. Since then, Nepal
has undertaken the division and revision of its 19th-century enacted Country
Code “Mulki Ain” (a code covering substantive and procedural laws in the civil
and criminal fields), with the aim of drastically modernizing its legal system,
and the basic l aws including the Civil Code, the Penal Code, etc. were
enforced in 2018.
The Ministry of Justice (MOJ) of Japan has extended legal technical
assistance in the criminal law field:
-organizing local seminars since 2009;
-organizing joint studies in Japan since 2011, by inviting Nepalese attorneys
from the Office of Attorney General.
In order to promote the national democratization process, the MOJ, in the
civil law areas, has organized study trips to Japan since 2010 to assist in the
drafting of the Civil Code and a commentary thereon in cooperation with JICA,
etc.
At the same time, in order to improve the court system in Nepal, JICA
conducted the project for strengthening the capacity of courts from 2013 to
2018, and the MOJ assisted it by helping organize study trips to Japan, etc.
The MOJ no w c o nt inues assist anc e in draf t ing o f c omme n ta r y , th e
dissemination of activities on the Civil Code and introduces Japanese practice
in criminal procedure, tort, etc. by conducting local seminars.

刑事法に関する現地セミナーを実施

MOJ conducted a local seminar on criminal-related laws

2010 年

JICA による技術支援の一環として民法典起草等に関する本邦研修
を実施

MOJ organized a study trip to Japan as part of technical assistance by
JICA, in order to help draft the Civil Code, etc.

2011 年

刑事法に関する共同研究を開始

MOJ began joint studies on criminal laws

2013 年

JICAによる裁判所の能力強化プロジェクトに協力(〜2018年)

JICA Project for Strengthening the Capacity of Courts began (until 2018)

2018 年

民法及び刑事法に関する現地セミナーを実施

MOJ conducted local seminars on the Civil Code and criminal-related
laws

東ティモール民主共和国
東ティモールは、長年にわたる紛争を経て2002 年にようやく独
立回復を果たした国であり、諸外国、国際機関等の支援を受けなが
ら国づくりを進めていますが、法及び司法の分野で、法制度整備の
遅れ、司法関係の機関や人材の不足が問題となっています。
法務省では、2009年から、東ティモール司法省等に対し、具体
的な法案を題材として、東ティモールの法案起草担当者が東ティ
モールの実情に即した形で自ら自国法を起草する能力が向上する
ことを目 的とした活 動を
実施しています。その他、

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

2009 年

The Democratic Republic of Timor-Leste
Timor-Leste recovered its independence in 2002, after going through a
long-standing conflict. Since then, the country has been pushing forward with
national development, with support from foreign countries and international
organizations. In the legal and judicial field, Timor-Leste faces several major
issues that must be addressed, including the delay in the development of the
legal system-building, a lack of judicial institutions and human resources, etc.
The Ministry of Justice (MOJ) of Japan has provided assistance to the MOJ
of Timor-Leste and other relevant institutions since 2009, with a focus on
strengthening legislative-capacity, through the actual drafting of specific bills.
Our highest goal is to enable the country's legal drafters to draft its own
national laws, in accordance with the actual situation of Timor-Leste. The MOJ
of Japan has also carried out activities with a focus on human resources
development and the capacity-building of judicial institutions

法曹人材の育成、司法関
係機関の能力向上等を目
的とした活動も実施してい
ます。

東ティモール司法省の職員のみなさんとの集合写真
Officials of the Ministry of Justice of Timor-Leste and Japan
(group photo)

2009 年

JICA による技術支援の一環として法案作成能力向上研修に協力
（〜2010年）

MOJ cooperated with training in capacity-building for legislative
drafting, as part of JICA 's technical assistance (until 2010)

2011 年

法務省による現地セミナー及び共同法制研究（〜2012年）

Local seminars and joint legal system studies by the MOJ (until 2012)

2013 年

JICAによる技術支援の一環として支援（法制度アドバイザー）
（〜
2014年）

Assistance as part of JICA technical assistance (providing advice on the
building of legal systems) (until 2014)

2014 年

法務省による現地セミナー及び共同法制研究（継続）

Local seminars and joint legal system studies by MOJ (ongoing)

International Cooperation Department
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ウズベキスタン
国際協力部は、2001 年に JICA 及び名古屋大学と協力してウズベキ
スタンの法制度の調査を行い、2002 年以降、ＪＩＣＡの国別研修や現
地セミナー等に協力しました。また 2008 年から 2013 年にかけては、
法務総合研究所主催でウズベキスタンを含む中央アジア４カ国（カザフ
スタン、キルギス、タジキスタン）に対する中央アジア比較法制セミナー
を実施しました。
その後、国際協力部によるウズベキスタンに対する支援はしばらく中
断していましたが、2017 年に日本の研究者らが起草支援をしていた行
政手続法・行政訴訟法が成立したことをきっかけに、同国に対する支援
を再開しました。
2019 年には、ウズベキスタン司法省と日本の法務省との間，及びウ
ズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総合研究所との間でそれぞれ
協力覚書が交わされ、その協力関
係はますます強化されています。
国際協力部では、ウズベキスタ
ン国内の専門家によるワーキング
グループと共同で、行政手続法・
行政訴訟法の解説書を作成してい
るほか、今後は刑事司法分野へも
支援を広げていく予定です。

Republic of Uzbekistan
The ICD, in cooperation with JICA and Nagoya University, conducted a survey
on the legal system in Uzbekistan in 2001. Since 2002, the ICD has cooperated
with JICA’ s trainings and local seminars. Between 2008 and 2013, the ICD held
seminars on the comparative study of legal systems among four countries
(Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgiz and Tajikistan) in Central Asia.
Later, ICD’ s assistance to Uzbekistan had been suspended, however, it
resumed in 2017 when the Administrative Procedure Law and the Administrative
Litigation Law were completed which had been supported by Japanese
Professors.
In 2019, the memorandum of cooperation between the Ministry of Justice of
Uzbekistan and the MOJ, and between the Academy of the General Prosecutor’ s
Office of Uzbekistan and the RTI were concluded and the cooperative relationship
has grown even further.
The ICD, together with Uzbekistan’ s working group, whose members are Uzbek
experts, is currently assisting the drafting of the commentary on the Administrative
Procedure Law and the Administrative Litigation Law.
The ICD plans to expand its assistance to its criminal justice field as well.

ナヴォイ劇場
Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

2002 年

法務省が研修の実施等の協力を開始

MOJ began cooperation for conducting trainings

2005 年

JICA倒産法注釈書作成支援プロジェクト開始（〜2007年）

JICA’ s assistance in drafting the commentary of the Bankruptcy Law began (-2007）

2008 年

中央アジア比較法制研究セミナー実施（〜2013年）

Conducted seminars on studying comparative legal systems in Central Asia (-2013)

2017 年

ウズベキスタン行政手続法，行政訴訟法成立

The Administrative Procedure Code and the Administrative Litigation Law of
Uzbekistan were completed.

2018 年

ウズベキスタン行政法共同研究（招へい）実施
（以後毎年継続して実施）

モンゴル

Invited and conducted joint study on the Administrative Law of Uzbekistan (every year)

Mongolia

モンゴルでは、１９９０年に社会主義が事実上放棄され、また、１９
９２年には、新憲法が制定され、モンゴル人民共和国からモンゴル国へ
と国名が変更されました。以来、モンゴルは、市場経済への移行に伴い、
国際機関や外国の支援を受けながら、民法典を含めた多くの法令を制定
しました。
ＪＩＣＡにより、2004 年から法整備支援アドバイザーが派遣され、
2006 年からは弁護士会強化計画プロジェクト、2010 年からは調停制
度強化プロジェクト、2013 年からは同プロジェクト・フェーズ２がそ
れぞれ実施され、法務省は、調停制度強化プロジェクトにおいてアドバ
イザリーグループの活動に参加するなどしました。
モンゴルでは、現在、商法典が
存在せず、商取引に関する規定は、
民法典の中に規定されており、商
法典の制定を検討しています。
そこで，法務省は、2018 年８月、
モンゴル法務・内務省の職員等を
招へいして商取引法に関する共同
研究を実施するなど，モンゴルに
おける商取引規定の整備に関して
共同研究の様子
支援活動を続けています。

In Mongolia, socialism was de facto abandoned in 1990. In 1992, a new
constitution was established and the name of the country changed from the
Mongolian People’ s Republic to Mongolia. Ever since, along with the transition to
a market economy and with assistance from international organizations and
foreign countries, Mongolia has established many laws including the Civil Code.
JICA began dispatching legal technical assistance advisers to Mongolia in 2004,
and conducted the project plan to establish bar associations in 2006 and the
project to establish the mediation system in 2010; Phase 2 of each project was
conducted in 2013. The MOJ participated in activities of the advisory group for the
project to establish the mediation system.
Currently, Mongolia does not have a commercial code. Rules regarding
business dealings and trade are stipulated under the Civil Code. Therefore
Mongolia is considering to establish a Commercial Code.
In response, the MOJ continues its assistance to develop trade rules, e.g.
conducting a joint study on trade law inviting staff of the Ministry of Justice and
Home Affairs of Mongolia etc. in August 2018.

Joint study in Japan

2004 年
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Ｊ
ＩＣＡによる法整備支援アドバイザーの派遣

JICA dispatched a legal technical assistance adviser

2006 年

JICAによる弁護士会強化計画プロジェクト開始

JICA began the project plan to establish a bar association

2010 年

JICAによる調停制度強化プロジェクト開始

JICA began the project to establish the mediation system

2013 年

JICAによる調停制度強化プロジェクト（第２フェーズ）
開始（〜2015年）

JICA began the second phase of the project to establish the mediation system
(-2015)

2018 年

法務省による共同研究

MOJ conducted a joint study

International Cooperation Department

ウズベキスタン

バングラデシュ

Republic of Uzbekistan

国際協力部は、2001 年に JICA 及び名古屋大学と協力してウズベキ
スタンの法制度の調査を行い、2002 年以降、ＪＩＣＡの国別研修や現
地セミナー等に協力しました。また 2008 年から 2013 年にかけては、
法務総合研究所主催でウズベキスタンを含む中央アジア４カ国（カザフ
スタン、キルギス、タジキスタン）に対する中央アジア比較法制セミナー
を実施しました。
その後、国際協力部によるウズベキスタンに対する支援はしばらく中
断していましたが、2017 年に日本の研究者らが起草支援をしていた行
政手続法・行政訴訟法が成立したことをきっかけに、同国に対する支援
を再開しました。
2019 年には、ウズベキスタン司法省と日本の法務省との間，及びウ
ズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総合研究所との間でそれぞれ
協力覚書が交わされ、その協力関
係はますます強化されています。
国際協力部では、ウズベキスタ
ン国内の専門家によるワーキング
グループと共同で、行政手続法・
行政訴訟法の解説書を作成してい
るほか、今後は刑事司法分野へも
支援を広げていく予定です。

The ICD, in cooperation with JICA and Nagoya University, conducted a survey
on the legal system in Uzbekistan in 2001. Since 2002, the ICD has cooperated
with JICA’ s trainings and local seminars. Between 2008 and 2013, the ICD held
seminars on the comparative study of legal systems among four countries
(Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgiz and Tajikistan) in Central Asia.
Later, ICD’ s assistance to Uzbekistan had been suspended, however, it
resumed in 2017 when the Administrative Procedure Law and the Administrative
Litigation Law were completed which had been supported by Japanese
Professors.
In 2019, the memorandum of cooperation between the Ministry of Justice of
Uzbekistan and the MOJ, and between the Academy of the General Prosecutor’ s
Office of Uzbekistan and the RTI were concluded and the cooperative relationship
has grown even further.
The ICD, together with Uzbekistan’ s working group, whose members are Uzbek
experts, is currently assisting the drafting of the commentary on the Administrative
Procedure Law and the Administrative Litigation Law.
The ICD plans to expand its assistance to its criminal justice field as well.

People’s Republic of Bangladesh

バングラデシュは、近年、高い水準での経済成長を続けており、日本
企業の進出も増加しています。
国際協力部では、2013 年にバングラデシュが「法制度整備支援に関
する基本方針（改訂版）」における重点８か国の一つにされたことを契
機に、同国への支援に関する情報収集を行い、2016 年には同国法務・
司法・国会担当大臣らを招へいして共同研究を実施し、支援を開始しま
した。
力部はこれに全面的に協力しています。

フランス法・ドイツ法・英米法、という世界の法制度の
assistance to improve the Court function is provided with trainings aiming to

JICA倒産法注釈書作成支援プロジェクト開始（〜2007年）

JICA’ s assistance in drafting the commentary of the Bankruptcy Law began (-2007）

2008 年

中央アジア比較法制研究セミナー実施（〜2013年）

Conducted seminars on studying comparative legal systems in Central Asia (-2013)

2017 年

ウズベキスタン行政手続法，行政訴訟法成立

The Administrative Procedure Code and the Administrative Litigation Law of
Uzbekistan were completed.

るための対策の一つとして訴訟外の調停の活用を検討しており、国別研

三大潮流を自らの栄養として取り込んだ

Mongolia
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JICAによる調停制度強化プロジェクト開始

2013 年

JICAによる調停制度強化プロジェクト（第２フェーズ）
開始（〜2015年）

2018 年

法務省による共同研究

インドネシア

ネパール／東ティモール

ウズベキスタン／モンゴル

バングラデシュ
International Cooperation Department
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かくて、漸く外に向かって自らの体験を語りかけるべき時を迎えたのである。

ダッカの町並み
Cityscape of Dhaka

元法務大臣・東京大学名誉教授
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Invited and conducted joint study on the Administrative Law of Uzbekistan (every year)

モンゴル

2010 年

enhance the capacity of mediators.

ICD NEWS

ウズベキスタン行政法共同研究（招へい）実施
（以後毎年継続して実施）

JICAによる弁護士会強化計画プロジェクト開始
ミャンマー

countermeasure to reduce the number of accumulated cases at Court; thus

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

各 国 への 法 制 度 整 備 支 援

2005 年

2006 年

Justice and Parliament Affairs.

日本の法律制度と法学は、
MOJ began cooperation for conducting trainings

Ｊ
ＩＣＡによる法整備支援アドバイザーの派遣

study program inviting participants from Bangladesh, including Minister of Law,

Bangladesh currently considers utilizing out-of-court mediation system as a

現在、バングラデシュでは、裁判所に係属・滞留する事件数を削減す

けた支援を実施しています。

法務省が研修の実施等の協力を開始

2004 年

collected information on Bangladesh and began its assistance in 2016 with a joint

In 2017, assistance within the framework of JICA’ s training courses began, to
アジア諸国に先立って、全く独力で、
which the ICD provides its full-fledged cooperation.

修では調停人の能力向上を目指した研修を柱に、裁判所の機能改善に向

2002 年

ラオス

When Bangladesh was designated as one of the eight prioritized countries in
“The Basic Policy on Legal Technical Assistance (revised version)” in 2013, MOJ

2017 年にはＪＩＣＡの国別研修の枠組みでの支援が開始し、国際協

ナヴォイ劇場
Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre

2018 年

Bangladesh has had high-level economic growth in recent years, attracting
more Japanese companies.

12

JICA dispatched a legal technical assistance adviser

13

Myanmar
JICA began the
project plan to establish a bar association

14

JICA began the project to establish the mediation system

15
16
17

Laos

Indonesia

2015 年

現地調査実施

Conducted local survey

2016 年

法律・司法・国会担当大臣を招へいして共同研究を実施

Conducted joint study inviting Ministers in charge of Legal/Justice/Parliament Affairs

2017 年

JICA国別研修開始

JICA’s training courses began

Before any other Asian nations, Japan independently absorbed
the three major trends of legal systems worldwide:
French law, German law and common law,
into its legal system as its primary nutrients.

国 際 協 力 部につ い てもっと知りたい！という方 のために…

It is finally time for the Japanese legal system and jurisprudence,
国際協力部が行う各種研修などの法制度整備支援活
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rnational symposia,
際協力部の機関誌である「ICD NEWS」に掲載されて
studies of foreign legal systems, etc. in "ICD
おります。
NEWS."
また、法務省 Web サイトの国際協力部業務紹介ペー
Updates are also available on the ICD, as well
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国際協力部の最新情報を御覧いただけます。
pages within the MOJ website.
Source : ICD NEWS No.3, May 2002 (in Japanese)
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JICA began the second phase of the project to establish the mediation system
(-2015)

Nepal/Timor-Leste

MOJ conducted a joint study

Uzbekistan/Mongolia
Bangladesh
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