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1．調査の目的 
ミャンマーでは、アウンサンスーチー国家顧問兼外相が率いる国民民主連盟（NLD）を

中心とする現政権が、2020 年までに電化率 50％にするという政策目標を掲げている。地
方を含む電化の促進は、アウンサンスーチー政権が目指す国民和解、和平の構築を実現す
るうえで重要なインフラ整備のうち、とくに貧困層が多数を占める地方・少数民族地域の
社会・経済発展を促すために大きな意味があると考える。今回の調査では、ミャンマーに
おける電化率の向上のための具体的な施策を探るため、現在の電力事情と導入可能な電力
網の姿、さらに電化率の向上にかかる予算措置及び電力網整備に伴って進めることが期待
される地方での産業振興と電力料金負担の方策を探る。 

 
2．調査の概要 
 ミャンマーにおける電化率（電化村／村総数）は、2014 年現在の調査で 36％にとどまり、
19 年現在でも約 40％とみられる。電化率の向上には、既存の電力網（On-grid)による電化
と、独立の電力網 (Off-grid) による電化の 2 つの方法がある。ただ現状では、On-grid 電
化の基幹送電線の整備は、達成目標を大きく下回っている。2020 年までに、電化率 50％を
達成するには、国が進める基幹送電網による 2000 村とソーラーホームシステム（SHS）に
よる 3000 村の整備が順調に進んだとして、さらにミニグリッドによる 2000 村の電化が必
要となる。整備の大幅なスピードアップがなければ、目標達成にはほど遠い。背景には、基
幹送電網は電力エネルギー省（MOEE）が担い、SHS とミニグリッドは農業畜産灌漑省
（MOALI）がそれぞれ担当しているため、電化を進めるのに必要な予算や専門人材が分散
していることも整備が進まない理由のひとつであろう。 
 
3．課題と展望 

現在、ミャンマー国会で審議中の農村開発法が施行されれば、農業畜産灌漑大臣をトップ
とする農村開発委員会が設置され、同委員会の下に農村開発基金が設けられ、電気、水道、
衛生、住居、道路、橋などの整備に加え、コミュニティーレベルの産業振興も担当する計画
とされる。ただ、電化の担当省が MOEE と MOALI に分かれていたように、コミュニティ
ーレベルの産業振興も、中小零細企業の監督・指導をめぐり、工業省（MOI）と MOALI が
分かれ、さらに少数民族地域では、民族省と国境省の業務が多くの面でオーバーラップして
いる。シャン州やカチン州では、予算配分も含めたスムーズな政策調整と実施が望まれる。 

一方で電力というのは無償で提供されるものではなく、利用のためには対価が必要とな
る。また単に電力が供給されて電灯が点ることで平和になる訳ではない。何らかの形で収入
を得ることができないと、電力の利用も生活の質の向上も見込めないために、収入源を開発
していく必要がある。 

しかし、ミャンマーでも、とくに少数民族が多く住む地方では、それだけで生活向上に大
きく資するほどの収入が得られるようなめぼしい産業がない。かつてわが国やミャンマー
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の隣国タイで行われた一村一品運動も、もともとは地方での産業振興を狙いとしたものだ。
こうした視点からミャンマーでも同様の産業振興策を実施するべく、日本ミャンマー協会
（JMA）が一昨年から行っている特産品・伝統工芸品調査では、輸出競争力のある商品、製
品を新たに発掘することに注力をしてきた。ただ、すでに多くの産品が中国や周辺諸国から
安価かつ大量に流入しているうえ、指導を受けながらでも、新たな商品を作り出し、海外に
輸出しようという意欲を持つ企業経営者は、それほど多くはない。地方・少数民族地域にあ
る伝統工芸品も、似たようなものが国境を接するタイや中国製で、さらにより高品質の製品
に置き換わられ、市場を奪われている。 

こうしたなかで、ミャンマー国内で生産され、輸出できる商品のキーワードは「オーガニ
ック」と考える。昨年度はミャンマー産のチョコレート、蜂蜜、コーヒーをピックアップし
たが、いずれもオーガニック栽培を目指していることが、日本での PR ポイントとなった。
農作物などのオーガニック栽培にとどまらず、オーガニック作物を原料にした新たな製品
づくりを目指すと同時に、安定した品質と量を確保できる製造方法やブランドづくりなど
を通じ、安心・安全な製品を作り、販売するノウハウを移植していくことが重要だ。国を挙
げたオーガニックへの取り組みが、ミャンマーの地方産業振興のカギとなると考えられる。 
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1. ミャンマーの電力事情 

1.1. 電力セクターの概要 

1.1.1. 一次エネルギー供給と最終エネルギー消費量 
 

 ミャンマーでは、電力供給システムの開発は未だ十分には行われていない一方、エネルギ
ー資源自体は豊富である。一次エネルギー供給量（Total Production of Energy Supply, TPES）
の 2000 年代の変化を図 1 に示した。通時的に伝統的なバイオマスの割合が最大であり、
2014 年時点でも TPES のほぼ 60％を占めている。石油、天然ガス、原油が、それぞれ 2014

年に TPES の 18％、11％、8％を占めており、石炭の割合は極めて小さい。TPES 総量は 2011

年までは 15,000ktoe 前後で安定していたが、それ以降は石油製品増加を主因として 9％（2012

年）、6％（2013 年）、16％（2014 年）と大幅に増加した。なお、天然ガスについてはタイお
よび中国への輸出向けの生産が過半を占めるのが現状である。例えば、2014 年時点で生産
量は 2110 ktoe であったものの、国内での最終消費量は 699 ktoe であった。 

 

 
図 1. 一次エネルギー供給量(TPES) (ktoe) 

Source: IEA data 

 

 次に最終エネルギー消費について概観する（図 2）。2014 年には最終的に 16,967ktoe が消
費されたが、エネルギー源別で見ると、電力としての消費は限定的であり、農村部を中心と
した薪等の利用がいまだに最大である。なお、ガソリン等石油製品に関しては、2011 年以
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降消費が増えている。次に、セクターごとに参照する（図 3）。民生用はエネルギー需要が
最も大きいセクターで、2000 年以降 70％を超え現状 80％に迫っている。他方で、産業用お
よび輸送用は 2000 年以降急増しており、2014 年時点で総消費量のそれぞれ 10％を占めて
いる。他方で、農林業、商業サービス、公共サービスは約 1％にとどまっている。 

 

 
図 2. 最終エネルギー消費量（ktoe） 

Source: IEA data 

 

図 3. セクター毎の最終エネルギー消費量 （ktoe） 

Source: IEA data 
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民生セクターにおいては、経済発展に伴い「電気」による消費が増加すると言われる。そ
こで、2014 年時点での調理や照明における「電気」の利用を参照する（図 4）。 

まず、調理において、最大のエネルギー源は薪であり７割ほどを占める。他方で電力利用
は 16％ほどで次が木炭利用である。次に照明用に関してはより電化が進んでおり、３割強
が電気を照明に使っている。他方で、いまだに２割ほどがろうそくを用いている。なお、近
年用いられるようになった小型太陽光パネル（Solar Home System, SHS）は、2014 年時点で
は 10%以下であるが、現在では後述する電化プロジェクトの影響もあり、10％を超えると
推測される。 
 

 
図 4. エネルギーのメイン元 調理用 (左図) 、照明用 (右図) （ktoe） 

Source: National Census (2015) 

  
1.1.2. 電力発電の現状 
 

 近年増加するミャンマーの電力供給量について参照する。図 5 に示しているように、電
力供給量は 2000 年から 2009 年の間は、成長率は 2〜8％と穏やかな増加であったが、2009

年以降急増し年成長率は近年では 15％に達し、2014 年は 14,000GWh で 2009 年時点のほぼ
倍となっている。現状、総発電容量は 3,896 MW で、電源別で見ると水力発電が 2,800 MW

で７割近くを占めている（このうち、Shweli 1 と Dapein 1 は、520 MW を中国に輸出してい
る）。天然ガスは 2000 年代中盤までは電源ミックスの過半を占めていたが、2005 年以降は
漸減し近年では 30％ほどとなっている。石炭および石油の発電用利用は限られており、近
年注目を集めている石炭発電はシャン州に一つあるのみである（表 1）。 
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図 5. 電力供給量の推移（GWh） 

Source: IEA data 

 

表 1.ミャンマーにおけるパワープラント(December 2012) 

Name Type Output (MW) Export (MW) 

Baluchaung-1 Hydropower 28  

Baluchaung-2 Hydropower 168  

Yeywa Hydropower 790  

Kinda Hydropower 56  

Sedawgyi Hydropower 25  

Zawgyi-1 Hydropower 18  

Zawgyi-2 Hydropower 12  

Thapanzeik Hydropower 30  

Mone Hydropower 75  

Paunglaung Hydropower 280  

Kabaung Hydropower 30  

Yenwe Hydropower 25  

Zaunglu Hydropower 20  

Shweli-1 Hydropower 600 300 

Keng taung Hydropower 54  

Shwegyin Hydropower 75  

Kun Hydropower 60  

Kyeeon Kyeewa Hydropower 74  
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Dapein-1 Hydropower 240 221 

Thauk-ye-khat (2) Hydropower 120  

Kyungchaung Gas-fired 54.3  

Mann Gas-fired 36.9  

Shwedaung Gas-fired 55.35  

Mawlamyaing Gas-fired 12  

Myanaung Gas-fired 34.7  

Hlawga Gas-fired 208.75  

Ywama Gas-fired 122.3  

Ahlone Gas-fired 275.2  

Thaketa Gas-fired 145.6  

Thaton Gas-fired 50.95  

Tigyit Coal-fired 120  

Total 3896.05 521 

Source: JICA (2014) 

 

 次に電力消費について概観する（図 6）。2014 年の最終電力消費量は 10,000 GWh で、総
供給量の７割程度である。セクター別の消費量を見ると、民生部門が最大で約 40％を占め
ている。他方で、産業および商業部門の消費増加は限定的で、特に 2014 年、産業部門の消
費は大幅に減少した。 

 

 
図 6. セクター別の電力消費量の推移（GWh） 

Source: IEA data 
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1.1.3. 電力供給の制度的枠組み 
 

 電力部門の管理は、いくつかの省庁・政府機関および公的な企業により伝統的に行われて
きた（図 7）が、2011 年以降改革が進んできた。U Thein Sein 政権下でエネルギーセクター
の責任は、エネルギー省（MOE）、ミャンマー・石油ガス公社（MOGE）、その他 10 の政府
機関に大きく分散していった（VDB-Loi, 2016 August）。ミャンマー政府は、各組織間調整の
ため、国家エネルギー管理委員会（National Energy Management Committee, NEMC）を設置し
た。NEMC は効果的なエネルギー政策の策定に役立つと考えられていたが、2016 年に国民
民主連盟（National League for Democracy, NLD）が政権奪取後、U Htin Kyaw 新政権下で廃止
された。 

 一方、新政権は電力省（MOEP）とエネルギー省（MOE）を電力・エネルギー省（MOEE）
として統合した。 MOEE の管轄としては、電力・ガス・石油の各政策、エネルギー需給バ
ランスの安定、外国投資の管理が含まれる（Myanmar Times, 2016 May 2）。これらの動きは
エネルギーセクターのガバナンス合理化の動きとして捉えることができよう（Doberman, 

2016）。とはいえ、具体的な成果は、未だ明示的ではない（The Diplomat, 11 August, 2016）
（Myanmar Times, 2016 May 2）。 

 ミャンマーの電力供給体制はシングル・バイヤー・モデル(Single Buyer Model)にとどまっ
ているものの、電力部門の構造改革が進行中である（図 8）。ミャンマー電力公社（Myanmar 

Electric Power Enterprise, MEPE）は、ミャンマー発電会社（EPGE）として改組された。また、
MOEE 内に新たに設置された送電・システム制御局（Department of Electric Power Transmission 

and System Control, DEPTSC）が送電を担当している（VDB-Loi, August 2016）。ヤンゴンとマ
ンダレー地域を除いて、全国各地への配電は地方配電公社（Electricity Supply Enterprise, ESE）
の管轄のままである（Posner Ross, 2015）。ヤンゴンおよびマンダレー地域については、それ
ぞれ、ヤンゴン電力供給委員会 (Yangon Enterprise Supply Board, YESB)を継いで 2015 年 4 月
に国有企業となったヤンゴン配電公社（Yangon Electricity Supply Corporation, YESC）と、マ
ンダレー電力供給委員会を継いだマンダレー配電公社（Mandalay Electric Supply Corporation、
MESC）によって管理されている（Posner Ross、2015）。こうした公社化の過程で、国際金融
公社（International Finance Corporation, IFC）の支援を受け、国有企業であるにもかかわらず
財政的に財務省から独立した組織となった(IFC, Myanmar Times 3 Feb 2014)（The Irrawaddy, 

6 March 2015）。その結果、マンダレーでは配電ロスが約 23％から 14％に減少し、ヤンゴン
では 16％減少した（Ostojic et al, The Global New Light of Myanmar）。YESC の年間純利益は
約 200 億チャット（1500 億米ドル相当）と推定されている。 
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図 7. 電力供給の制度的枠組み図 

Source: JICA (2014), and ADB (2016) 

 

 

 

図 8. 電力エネルギー省（MOEE）の組織図 

Source: Myanmar Legal, ESE, ADB 

 

 法規制の枠組みも、改めて整備されている。2014 年には、ノルウェーから資金提供を受
けた ADB 技術支援を得て新しい電力法(Electricity Law)が施行された（Myanmar Business 



  

15 
 

Today, 2015 Jan 22）。新電力法において重要ポイントは、以下に指摘する５点と、それらに
加えて電力規制委員会を設置したことである。1)国家グリッドに接続されていない小規模
（30MW 未満）の発電プロジェクトの開発の許可、2)外国投資を増やす意向、3)規則と手順
の開発、4)電気工事の許可の必要性、5)法律や電気規則の草案ではなく、計算の仕組みにつ
いて説明のない、商業税率に移行する明示的な意思 

 電力規制委員会の義務としては、以下の A〜G の７点が明治されている。 

A) 関連する省庁との協議の後、国家電気政策の作成と編纂 

B) 現代的かつ体系的な電力料金を修正するため、電気料金政策に関する事項をまと
めて提出と編纂 

C) 電力関連の仕事の体系的発展のため、連合政府の指針に従って関連する省庁に必
要に応じて助言 

D) 必要に応じて、地域、州、それぞれの自治区および自治部門に電力規制小委員会を
形成し、その職務および責任の規定 

E) 国際電気標準と規範と比較して電力部門の状況を調査、評価、レビューし、必要な
措置を講じるため関連省庁にその結果を協議 

F) 電気器具の製造、輸入、輸出、配電及び使用が指定された基準及び規範に従って行
われているかどうかを確認するために適切な人材で構成される検査チームの編成 

G) 連合政府によって割り当てられた電力に関する他の任務を遂行 

 

 また、電力法実施のため、新たに関連施行法が作成されており、地方電化法の起草が行わ
れている。現時点での地方電化法草案から、以下の重要な点を抽出できる。 

● 農村エネルギー管理委員会の設立 

● 譲歩的な条件で補助金やローンを提供する地方電化基金や地方電化ファイナンシ
ング・コーポレーションなどの融資メカニズムの創設 

● 小電力プロジェクトプログラム（SPP プログラム） 

 

 2016 年には、新たなミャンマー投資法（Myanmar Investment Law, MIL）が施行され、外国
とミャンマーの投資をカバーしている。Nikkei Asian Review (2017) によれば、MIL による
変化は以下の表にまとめられている（表２）。 

 

表 2. ミャンマーの投資、企業法における大きな変化 

NEW INVESTMENT LAW 

INTRODUCED IN OCTOBER 2016 

BEFORE AFTER 

Long-term of real estate (more than 1 

year) 

MIC approval required Approved, in principle, 

upon submission of 

application 
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Special corporate tax exemption MIC approval required 

(five year exemption 

period after start of 

operation) 

Approved, in principle, 

upon submission of 

application (three to seven 

year exemption after start of 

operations) 

Employment of local workers (in 

positions requiring high technical skills 

Required ratio to 

workforce 

Scrapping that condition 

Overseas remittance MIC approval required MIC approval unnecessary 

REVISIONS TO COMPANIES ACT 

EXPECTED IN SPRING 2017 

CURRENT ANTICIPATED 

CHANGES 

Acquisition of Myanmar stocks by 

foreign investors 

Not permitted Small investments 

permitted 

Definition of foreign invested 

companies 

Companies that receive 

any stock investment 

from foreign companies 

More than 35% ownership 

by foreign companies 

Foreign participation in restricted 

industries 

Not permitted in trading 

other sectors, in principle 

Permitted for some business 

sectors if investing small 

amounts 

Source: Nikkei Asian Review 18 January 2017 

 

1.2. 電力セクターにおける重要な論点  

 

 ミャンマーの電力セクターは３つの主な問題に直面している。（1）地方部における電力ア
クセスの低さ、（2）レジリエントでクリーンな電源の発電容量拡大に伴う困難、（3）（海外）
直接投資を誘致するための電力価格改革の実行の必要性である。（1）地方部における電力ア
クセスの低さは 1.3 章にて記述し、以下ではそれ以外の２つの主問題について述べる。 

 
1.2.1. 発電容量の拡大 
 

 ミャンマーの一人当たり電力消費量は非常に少なく、2013 年時点で、一人あたり平均で
156kWh／年である。これはタイの６％、ベトナムの 12％ほどの数値となる（図 9）。しか
し、経済成長と電力サービスへのアクセス改善によって、現状でも消費量の多い（表 3）都
市部を中心に需要は急速に拡大すると予想されている。現状でも、１）水力発電への依存、
２）電力供給システムにおける多大なロスを背景として、都市部を中心として乾季に深刻な
電力不足が生じている。頻繁な停電に対応するために、コスト高のディーゼルによるバック
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アップシステムが必須となっている。このように見てみると、短期的な視点から需要を満た
すために、適切な発電容量拡張案を見出すことの優先度は現在非常に高い。さらにこうした
短期的な計画と、より長期的な持続的なエネルギー・ミックスのための計画の整合性を取る
ことが今後の課題となる。 

 

 

図 9. 2013 年度の ASEAN 諸国における一人当たりの電力消費 (kWh/capita) 

Source: Nam et al, 2015 

 

表 3. ミャンマーの地域別電力消費量 

Region and 

State 

Power consumption 

(GWh) (2013)* 
Share of total* 

Population 

(2014)** 

kWh/capita

*** 

Yangon Region 5,031.50 49.76% 7,360,703 684 

Mandalay 

Region 1,740.80 17.22% 

 

6,165,723 282 

Nay Pyi Taw 558.70 5.53% 1,160,242 482 

Shan State 527.40 5.22% 5,824,432 91 

Magway 

Region 493.90 4.88% 
3,917,055 

126 

Bago Region 480.00 4.75% 4,867,373 99 

Sagaing Region 448.00 4.43% 5,325,347 84 

Ayeyarwady 

Region 324.30 3.21% 

 

6,184,829 52 

Mon State 209.50 2.07% 2,054,393 102 

156 241
506 672 730

1,285

2,426

4,345

0
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Kayin State 157.80 1.56% 1,574,079 100 

Kachin State 49.90 0.49% 1,689,441 30 

Kayar State 36.00 0.36% 286,627 126 

Tanintharyi 

Region 29.10 0.29% 

 

1,408,401 21 

Rakhine State 20.30 0.20% 3,188,807 6 

Chin State 4.70 0.05% 478,801 10 

Total (average) 10,111.90 100.00% 51,486,253.00 196 

Source: *Ministry of Electric Power; **National census; ***calculated by the author 

 
1.2.2. 電力小売り価格の改訂 
 

 ミャンマーでは非常に低価格で電力が供給されており、電力料金は近隣諸国の中で最も
低い（図 10）。結果、電力開発が民間投資家にとって魅力的でないだけでなく、国営企業が
老朽化したインフラを更新するための十分な財源が得られなくなっている。2014 年には政
府は電力補助金を補填すべく電力料金をあげたものの、依然電力経営は赤字状態が続いて
いる。また、従量課金の段階の付け方が緩やかであり、大口需要者も比較的安価に電力を利
用している（表 4）。さらに、補助金を得られる都市住民とオフグリッドで補助金を受けら
れない地方住民の間には電力料金を巡り不平等が存在し、地方住民は 40 倍も高い電力料金
となることさえある。 

 

 
図 10. 2012 年度における ASEAN 諸国の平均電力小売価格（US$ cents/kWh） 
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Source: Nam, 2015 

 

表 4. ミャンマーにおける電力小売価格 

 Consumption 

(kWh / month) 
Rate (kyats/kWh) 

Rate 

(US$ cents/kWh) 

Residential, SME, public 

buildings, and street lights 

0 – 100 35 2.5 

101 – 200 40 2.9 

201 + 50 3.7 

Industrial and large commercial 

consumers 

0 – 500 75 5.5 

501 – 10,000 100 7.4 

10,001 – 50,000 125 9.2 

50,001 – 200,000 150 11.1 

200,001 – 300,000 125 9.2 

300,001 100 7.4 

Source: Posner, VDB-Loi, ADB 

 

 安価な電力価格を背景として、ミャンマーには（海外）直接投資を電力開発に誘致するた
めの定まったスキームが見出されていないと言える。その中で、IFC 支援により、シンガポ
ールの Sembcorp Utilities Pte Ltd と Mandalay Myotha Industrial Development (MMID) Utilities 

Pte Ltd.が開発した、ミンジャン電力開発（225MW 複合サイクル）は衆目を集めた。ここで
は、国際的な入札実践をミャンマーに適用するという当初の目的は達成されなかったもの
の、原則的には国際的な PPA のあり方に沿ったものだと考えられている。本プロジェクト
には IFC に加えて、ADB が 4240 万 USD、アジアインフラ投資銀行（Asia Infrastructure 

Investment Bank, AIIB）が 2000 万 USD の協調融資を行った。このプロジェクトはミャンマ
ー投資委員会(MIC)の承認を 2016 年初頭に得て、政権交代の直後である三月に政府と PPA

に署名した。そして 2017 年一月には、22 年の建設・運営・譲渡（Build-operation-transfer, BOT）
契約が結ばれた (Myanmar Times, 170119)。 

 

1.3. 電力マスタープランと将来計画 

1.3.1. 国際援助機関の関与によるマスタープランの策定 
 

 2011 年に民主化と民主主義政府に向けて改革が開始されてすぐ援助機関はミャンマー国
内で活動を再開した。例えば、世界銀行（WB）とアジア開発銀行（ADB）は 2012 年に再交
渉を開始した。EU は 2013 年 4 月 22 日にミャンマーに対して制裁を解除し、2012 年 6 月
13 日には「武器と弾薬を除くすべての製品（Everything But Arms, EBA）」について、欧州市
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場への免税と無制限のアクセスを付与した(Danida1)。さらに、2016 年 10 月 7 日には、アメ
リカがすべての制裁措置を解除するに至った(US Department of Treasure2)。 

 こうした背景で、ドナー流入が加速化した。2012 年には 5 億ドル程度だった援助資金は、
2014 年には 45 億ドルにまでのぼり、2015 年までに約 20 の国際ドナーがミャンマーで活発
なプロジェクトを行っている（Devex）。また、援助機関の流入を調整するため the Cyclone 

Nargis を継いで組織された the Local Resource Centre によれば、そのデータベースの国際 NGO

は合計 247 にも及ぶ。OECD によれば対ミャンマーODA は民主化前に比べ約２倍から４倍
に膨れ上がり（図 11）、その中でもドイツ、日本は最大の拠出国であり、続いて英国、米国、
欧州連合、オーストラリアの順となっている（図 12）。なお、経済インフラおよびサービス
分野が主要分野であり、総 ODA の 41％を占めている（図 13）。 

 

 
図 11. ミャンマーに対する ODA の Net 合計と Gross 合計（USD million） 

Source: OECD-DAC, DEVEX  

https://www.devex.com/news/breaking-down-foreign-aid-engagement-with-myanmar-86334  

 

                                                      
1 http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref_Doc_Danida_-
_Denmark_Overview_in_Myanmar.pdf  
2 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/burma.aspx  
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図 12. 2014-2015 年におけるミャンマーに対する ODA 支援国上位 10 ヶ国（USD million） 

Source: OECD – DAC:  

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-

glance.htm   

 

図 13. 2014-2015 年におけるセクター別のミャンマーに対する 2 国間 ODA 割合 

Source: OECD-DAC 

 

 その中でもエネルギー分野は、多くのドナーの関心を集めてきた。特に、ADB、JICA、
WB が支援する三つの関連マスタープランは、同国エネルギー政策の根幹をなすものであ
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る。これらはそれぞれ、エネルギー・マスタープラン (Energy Master Plan, EMP)、電力マス
タープラン (National Electricity Master Plan, NEMP)、及び電化プロジェクト (The National 

Electrification Project, NEP)の三つである。 

 
1.3.2. エネルギー・マスタープラン（Energy Master Plan, EMP） 
 

 エネルギー・マスタープラン（Energy Master Plan, EMP）は、ADB の技術支援により 2015

年に発表された。ADB は 2012 年にミャンマーへの関与を再開し電力セクター評価を発表
後、2013 年に創設された国家エネルギー管理委員会（National Energy Management Committee, 

NEMC）の設立支援をした。さらに同年 8 月国家エネルギー政策（the National Energy Policy）
を策定するための TA-8244 を実施し、続いて 2015 年 12 月に TA-8356 を通じて EMP を発表
した。EMP は「経済展望」・「歴史的なエネルギー収支」「エネルギー資源在庫」・「需要予測」・
「長期的な最適燃料ミックス」・「エネルギー供給見通し」・「制度整備」の七つの章でミャン
マーのエネルギーセクター全体を網羅している。効率的な投資環境の創出、革新的な技術の
採用、環境的・社会的影響の最小化を図るため、「長期的視点で安定した信頼性の高いエネ
ルギー供給を確保するための、実行可能なエネルギー・ミックスシナリオを通じて供給戦略
を提供すること」を目的として、以下の 9 点が強調されている： 

(1) ミャンマーで利用可能なすべてのエネルギー資源を探索し活用すること 

(2) 国家の経済改革政策に従ってエネルギー関連の国家の組織体制を改革すること 

(3) ミャンマーの様々なエネルギー資源の国内需要と供給に関する体系的な統計を
集計すること 

(4) 都市と農村のエネルギー消費のギャップを狭めるために農村のエネルギー供給
プログラムを実施すること 

(5) 持続可能なエネルギー開発のための措置を実施すること 

(6) エネルギー効率の向上と省エネルギーを促進すること 

(7) エネルギー資源の探査および開発作業における国際的な慣例に従い、国際品質の
製品を生産するための研究開発機関を設立すること 

(8) エネルギー問題における国際協力を促進すること 

(9) エネルギー生産者・供給者・消費者の経済的安全を満たすエネルギー価格の決定
のための適切な方針を策定し、またエネルギー価格への補助金を削減すること 

 

 さらに、2017 年には ADB とミャンマー政府は以下のような国別戦略パートナーシップ
（the Country Strategic Partnership, CSP）を承認した 3。その中でも、エネルギーを含むイン
フラ計画に関連する指標として以下の記述がある。 

                                                      
3 https://www.adb.org/countries/myanmar/strategy 

https://www.adb.org/countries/myanmar/strategy
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「アクセスと接続性の改善」のアウトカム指標： 

・ 全シーズン道路へのアクセスを持つ農村世帯のシェアを 2013 年の 36％から
2021 年には 41％まで増加させる 

・ ヤンゴンと Myawaddy のタイ国境間の輸送コストを 2013 年に 20 ドル/トンから
2021 年には 30％減少させる 

・ 電気を使用できる世帯を 2016 年の 34％から 2025 年には 65％まで増加させる 

・ 2016 年から 2025 年にかけて、送電ネットワーク容量を 700MVA まで増加させ
る 

・ 2016 年から 2025 年にかけて、地方部の配電システム容量を 530MWA まで増加
させる 

・ 安全な水へのアクセスを持つ人口を、2021 年に 90.0％（2015 年には 80.6％）ま
で増加させる 

・ 2021 年までに、衛生設備にアクセスできる人口を 90.0％（2015 年には 79.6％）
まで増加させる 

 
 
1.3.3. 電力マスタープラン（National Electricity Master Plan, NEMP） 
 

 National Electricity Master Plan (NEMP)は、電力開発のための国家マスタープランであり、
主に日本国際協力機構（Japan International Cooperation Agency, JICA）の協力を得て策定され
た。NEMP では二パターンの需要増加が検討され、低い場合では 2030 年に現在の需要の 3

倍、高い場合では 5 倍になると見積もられた。後者については、MEPE の想定に基づき年
13％の需要増加を前提とした。 

 

 これらのそれぞれについて、3 つのシナリオが評価された（JICA, 2015）。３つのシナリオ
とは、国内のエネルギー源、特に大規模な水力発電の利用を最大限にするための「国内エネ
ルギー消費シナリオ」、発電コスト全体を最小限に抑え、石炭火力発電所を増強する「最小
コストシナリオ」、異なる資源の組み合わせとしての「電力資源バランスシナリオ」である
（図 14）。 

 

 国内エネルギー消費シナリオ：ミャンマーMOEP による従来の開発計画に基づき、国
内エネルギー資源の利用が最大化されるシナリオである。例えば、石炭火力発電所か
らの電力不足を補う形で、これまですでに開発されてきた大型ダム等の水力発電所や
ガス火力発電を増やす。 

 最小コストシナリオ：全体の発電コストが最小限に抑えられるシナリオである。した
がって、上記のシナリオと比較して、石炭火力発電所からの電力供給が増加する一方
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で、ガス火力発電所からの電力供給は減少する。 

 電源バランスシナリオ：単一の電源に偏る事なく、プロジェクト実施の実現可能性を
踏まえて電源ミックスを想定したシナリオである。ここでは、完成までのリードタイ
ムが短く、需要センターまでの距離が短い水力発電プロジェクト計画は開発される。
また、適切なガス供給が期待できる限り、ガス火力発電所も完全に開発される。さら
に、補填として石炭火力発電も開発される。 

 

 2014 年 5 月 27 日、この中で電源バランスシナリオが採択されるべきシナリオとされた
（JICA、2015）。このシナリオでは、2030 年に想定される総設備容量 23,594MW のうち、石
炭が 33％、大型水力発電が 32％、ガスは 20％を占める。 他方で、再生可能エネルギーは
2,000MW で 9％、ミニ水力は 6％と限定的な割合となっている。ただし、2016 年 NLD 新政
権後は、石炭発電の環境・社会配慮の側面にも社会的批判が集まりやすくなり、再生可能エ
ネルギーの導入は、図 15 に示されている NEMP 改定プロジェクトにおいて今後より検討
されるように思われる。 

 

 

 

図 14. NEMP で考慮された３つのシナリオ 

Source: JICA (2014) 
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図 15. NEMP アップデートプロジェクト 

Source: JICA (2016)4 

 
1.3.4. 電化プロジェクト（National Electrification Project, NEP） 
 

NEP はミャンマーの電化にかかわる国家マスタープランであり、世界銀行の協力によっ
て策定された。これは、Castalia 社（2014）による分析および、コロンビア大学地球研究所
（Earth Institute）の最小コスト地理空間モデルの分析に基づいたものである。NEP は 2030

年までの 100％電化を目指し、720 万の新しい世帯のグリッド接続を想定している。Castelia

社によれば電化総費用は 59 億ドルと推定されており、世界銀行は 2012 年に 4 億ドルの拠
出を承認した（Posner Ross, 2015）。2030 年までには、国土の大半が基幹グリッドに接続さ
れ、残りの 11,000 世帯が常設のミニグリッドに接続されることが期待されている。なお、
最初の数年については、ディーゼル及びソーラーのハイブリッド型ミニグリッドをベース
にしたプレ電化戦略に 25 万世帯が選択された（Castalia, 2014）。電化方法毎、州毎の対象と
された家庭数は表 5、その空間分布は図 16 に示されている。 

                                                      
4 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c3f87eee-9901-4f9c-a8b7-
24b4a52f039b/JICA+Engagement+in+Myanmar+Hydropower+SectorSEA+Workshop+N
PT+2016+10+06.pdf?MOD=AJPERES  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c3f87eee-9901-4f9c-a8b7-24b4a52f039b/JICA+Engagement+in+Myanmar+Hydropower+SectorSEA+Workshop+NPT+2016+10+06.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c3f87eee-9901-4f9c-a8b7-24b4a52f039b/JICA+Engagement+in+Myanmar+Hydropower+SectorSEA+Workshop+NPT+2016+10+06.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c3f87eee-9901-4f9c-a8b7-24b4a52f039b/JICA+Engagement+in+Myanmar+Hydropower+SectorSEA+Workshop+NPT+2016+10+06.pdf?MOD=AJPERES
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表 5. 電化方法、州毎の対象とされた家庭数の合計 

State / Region 
Total grid 

connections 

Total mini-grid 

connections 

Total off-grid 

connections 

Total 

connections 

Ayeyarwady 1,092,296 32 9 1,092,337 

Bago 686,085 160 0 686,245 

Chin 119,524 701 1,114 121,339 

Kachin 115,467 703 425 116,595 

Kayar 26,952 224 21 27,197 

Kayin 379,450 287 26 379,763 

Magway 788,685 203 72 788,960 

Mandalay 723,874 22 38 723,934 

Mon 256,452 1,221 21 257,694 

Nay Pyi Taw 98,221 0 0 98,221 

Rakhine 969,539 725 151 970,415 

Sagaing 908,747 1,366 275 910,388 

Shan 505,394 2,625 2,241 510,260 

Tanintharyi 322,853 2,611 75 325,539 

Yangon 207,752 0 8 207,760 

Total 7,201,291 10,880 4,476 7,216,647 

Source: Castalia, 2014 
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図 16. 家庭別の推奨電化方法（左図）とプレ電化戦略の対象家庭（右図）の空間分布 

Source: Castalia (2014) (left), World Bank (2014) (right) 

 

1.4. 地方電化の方向性と現在実施されている対策 

1.4.1. 地方電化の現状 
 

 国家マスタープランの策定、特に NEP 策定とその実施により、電力へのアクセスはここ
数年で改善されている（表 6）。2016 年段階では、総世帯の 34％がエネルギーアクセスを有
しているとされる。ミャンマーには 63,889 の村があるが、2014-2015 年度時点で全体の 41%

の 26,357 村が電化された。そのうちおよそ半分の 13,088 の村の電化はディーゼル発電機に
よってである。他の電源として、ナショナル・グリッド、太陽光システム、小規模水力発電、
バイオマス、バイオガスも用いられている（図 17、図 18）。 

 

 このように電化は少しずつ進んでいるものの、その水準は州ごとに大きく異なる。ヤンゴ
ンのように 78%と電化率が高い地域である一方で、多くの地方では電化率は 20%以下であ
る。こうした地方も含めて、2015 年に政府が採択した NEP は、主にナショナル・グリッド
の拡張を通じた 2030 年までの 100％電化を見据えている。とはいえ、最近では、分散型ア
プローチ（例えばソーラーホームシステムやミニグリッド）の重要性についても、広く合意
が形成されつつある。 
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 ナショナル・グリッドでは電化できない地域、つまりオフグリッド地域は主に地方部であ
るが、それらの電化は地方開発局（Department of Rural Development, DRD）に一任されてい
る。2014 年に制定された電力法は、30MW 以下の電化プロジェクトへの許認可権限を州や
地域に与えている。また、最新の地域電化法の草案は、オフグリッド地域の電化のために分
散型アプローチの実行を期待している。一方、ナショナル・グリッドの拡張に関しては長期
間様々な議論がなされており、民間投資家からは不安の声もあがっている。 

 

表 6. 電化家庭と電力消費の推移 

Year 
Total consumption 

(kWh - million) 

Electrified household Per capita consumption 

(kWh / year) No. of household (million) Percentage 

2010 - 2011 6467.30 2.22 25% 108 

2011 - 2012 7876.72 2.42 26% 131 

2012 - 2013 8441.04 2.63 28% 141 

2013 - 2014 9795.09 2.91 31% 163 

2014 - 2015 11406.76 3.26 29% 222 

2015 - 2016 13550.27 3.70 34% 263 

Source: World Bank,  

http://www.unosd.org/content/documents/1879Myanmar%20&%20World%20Bank_%20Towards%

20universal%20access%20to%20electricity%20by%202030.pdf 

 

 

図 17. 電源毎の電化される家庭数割合 

Source: Department of Rural Development, Ministry of Livestocks, Fisheries, and Rural 
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Solar system
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http://www.unosd.org/content/documents/1879Myanmar%20&%20World%20Bank_%20Towards%20universal%20access%20to%20electricity%20by%202030.pdf
http://www.unosd.org/content/documents/1879Myanmar%20&%20World%20Bank_%20Towards%20universal%20access%20to%20electricity%20by%202030.pdf
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Development: 

http://www.greengrowthdialogue.org/sites/greengrowthdialogue.org/files/publication_docs/DRD%2

0-%20Rural%20Electrificaiton%20Regulation%20in%20Myanmar.pdf 

 

 

図 18. 電源毎の電化される家庭の空間分布図 

Source: Castalia 

 
1.4.2. 地方電化の方向性 
 

 地方電化の方向性は主に NEP によって定められており、そのための財源は次の 7 つの機
関から調達されている： 

(1) WB IDA Loan 

(2) 政府の年間予算 

(3) KfW グラント 

(4) GIZ グラント 

(5) イタリア loan 

(6) ADB グラント 

http://www.greengrowthdialogue.org/sites/greengrowthdialogue.org/files/publication_docs/DRD%20-%20Rural%20Electrificaiton%20Regulation%20in%20Myanmar.pdf
http://www.greengrowthdialogue.org/sites/greengrowthdialogue.org/files/publication_docs/DRD%20-%20Rural%20Electrificaiton%20Regulation%20in%20Myanmar.pdf
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(7) JICS グラント 

 NEP の予算は総計 400 million USD にも昇り、電化の実現方法としては、ナショナル・グ
リッドの整備あるいは分散型システムの整備の二つの手段によって達成されるとしている。
ナショナル・グリッドの整備には 310 million USD が、オフグリッド策には 90 million USD

がそれぞれ割り振られている。分散型システムは、当該地域の電力需要や利用可能な発電
源、エネルギー需要の分布などによりさらに Solar Home System（SHS）と mini-grid の二つ
に細分化される。電化方法によって実行する主体も異なり、オングリッドは MOEE が、オ
フグリッドは MoALI が担当している。 

 さらに、それぞれに対して目標値が以下の表のように定められている。ナショナル・グリ
ッドには 645000 戸の、SHS には 456500 戸の、mini-grid には 35500 戸の家庭が最終的には
接続される目標である。また、分散型システムの整備、つまり SHS と mini-grid の整備に関
しては毎年の目標値やこれまでの実現値、それに係るコストも以下のように発表されてい
る（表 7、表 8）。 

 

表 7. 電化方法ごとの電化目標（2021 年） 

 Initial Goal 

HHs connected to grid electricity 0 (September 16, 2015) 645000.00 (March 31, 2021) 

HHs served with solar home system 0 (September 16, 2015) 456500.00 (September 30, 2021) 

HHs connected to mini-grid 0 (September 16, 2015) 35500.00 (September 30, 2021) 

Source: WB 

http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results 

 

表 8. SHS、ミニグリッド別の目標値(2018-2021)とコスト 

Fiscal year SHS Mini-grid Total コスト 

（Million $） Village HH Village HH Village HH 

2018-2019 1500 133275 100 11050 1600 144325 50.508 

2019-2020 1500 122950 100 9095 1600 132045 46.355 

2020-2021 1500 128550 100 7380 1600 135930 46.394 

Total 8575 614198 344 33790 8919 647988 203.121 

Source: Department of Rural Development, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 

 

 
 
1.4.3. MOEによるナショナル・グリッドの拡張施策とその成果 
 

 ナショナル・グリッドの拡張による電化を果たすため、MOE は補助金政策を策定してい

http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results
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る。ナショナル・グリッドの拡張に関しては、全予算 400 million dollars のうち、その約 75%

の 310 million dollars が割り当てられている。しかしながら、図 19 に示している通り、ナシ
ョナル・グリッドへの接続は全く進展していない。東京大学政策ビジョンセンター（PARI）
による NLD へのインタビューによれば、ナショナル・グリッドへの接続の不進展は、MOEE

によって実施を委任されていた ESE の組織的課題であるとおもわれる。今後は DEPP が実
施に加わり、ナショナル・グリッドの整備が進むことが期待される。 

 

 

図 19. ナショナル・グリッド整備の進捗 

Source: WB 

http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results 

 
1.4.4. MoALI による分散型システムの整備施策とその成果 
 

 Solar Home System や Mini-grid を含む分散型システムによる電化は MoALI が担当してお
り、実施のため同相は補助金施策を策定している。補助金の詳細は、プロジェクトの進展に
よって段階的に分かれる。2012 年度〜2015 年度の間は SHS も mini-grid も 100%まで政府の
補助金が利用できた。2016 年度は、SHS に関しては 85~90%NEP の予算がつき、10~15%は
需要者負担によってなされる。また mini-grid に関しては、60%は NEP の補助金、20%は
developers、残りの 20%はコミュニティーによって賄われる。それ以降の年については、具
体的に数字は発表されていないものの一件あたりの補助金額は漸減の予定である。オフグ
リッドの整備はナショナル・グリッドの整備と比較すれば、概ね順調に進んできた。ミニグ
リッドに関しては、図 20 に示している通り、初めは計画に対して少し出遅れていたが、現
在は殆ど計画通りに進んでいる。SHS に関しては、図 21 に示している通り、2017 年は計

http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results
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画通り、2018 年に至っては計画以上のペースで進んでいる。 

 

 
図 20. ミニグリッド整備の進捗 

Source: WB http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results 

 

 
図 21. SHS 整備の進捗 

Source: World Bank http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results 

 

1.5. 小活 

 

 上記で述べたように、ミャンマーは各国際機関の協力によって、一次エネルギー計画、二
次エネルギー計画、電化計画のそれぞれにおいて包括的なマスタープランを作成してきた。

http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results
http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=results
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しかし、援助機関とミャンマー政府双方に問題がある。援助機関の問題としては、各マスタ
ープランが需要予測や前提条件を共有しておらず、有機的に連続した計画ではなく、独立し
た計画となってしまっている。また、ミャンマー政府の問題としては計画を実行するエネル
ギーの専門家が十分ではないことが、2017 年 5 月に行われた PARI、UC berkeley、NLD の
ラウンドテーブルなどで明らかになっている。こうした中では、それぞれの計画を咀嚼して
各プロジェクト実施と有機的に連携させることは困難となる。 
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2. ミャンマーにおける地方開発と和平 

2.1. シャン・カチン州における少数民族武装勢力の紛争と、それに対する NLD

の対処の方向性 

 
 本節では、ミャンマーにおける少数民族の武装組織とビルマ族政府の紛争の概況を確認
したあと、特に紛争が頻発しているシャン州及びカチン州の現状をインタビュー調査の結
果を元に明らかにし、最後に紛争解決のための NLD の関与の方向性について考察する。 
 
2.1.1. シャン州、カチン州における少数民族武装勢力の紛争の現状 
 
 本項では、ミャンマーにおける少数民族の武装組織とビルマ族政府の紛争の概況を確認
する。ミャンマーは多民族国家であり、非常に多くの民族によって構成されている国家であ
る。ミャンマー全土にカチン・カヤー・カイン・チン・モン・ビルマ・ラカイン・シャンの
８つの部族が存在し、全体では 135 の民族が存在している。それぞれの部族・民族は異な
った文化を持ち、その分布にも偏りがある（図 22 参照）。ミャンマーでは、人口の大部分
が７つの管区(タイン)に居住し、少数民族は主に州(ピーネー)に住んでいる。後者の７つの
州は国内の主な少数民族グループに対応していて、国土面積の 57%である。ビルマ族の多
くは平野や谷間で稲作を営んでいる一方で、少数民族の主な居住地域は丘陵地や山地で、焼
畑農業を行っている。ミャンマーの人口は 5100 万人程度であるが、その中でも約七割がビ
ルマ族で、残りの三割がその他の部族・民族、つまり少数民族である。ミャンマーでは 1948
年の独立以後、多数派のビルマ族による支配が開始し、ビルマ族以外の民族は歴史的に虐げ
られることも多かった。その反発として、少数民族が武装勢力を組織することも多くあり、
国内では少数民族武装勢力とビルマ族の紛争が頻発している。 
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図 22. ミャンマーにおける部族・民族の分布図 5 

 
 ミャンマーの紛争の主要なアクターは、軍事政権、国民民主連盟(NLD)、そして前述した
少数民族グループの三者である。内戦の始まりは 1948 年 1 月である。1947 年にビルマ連
邦の基本として制定されたパンロン協定には、一部の少数民族しか署名することができな
かった。この結果平等に権利を与えられない少数民族が存在してしまったことが、民族自決
と自治を求める少数民族グループ達との戦闘が始まるきっかけとなった。1950 年代以降、
戦闘は全国に拡大していった。 
 少数民族の国家に対する不満は、主に三種類に分類される。第一の側面は、政治参加であ
る。少数民族グループは自治を求めてきたため、長らく続いた軍事政権の中央集権主義に対
する反発が大きかった。民主主義政府に対しては好意的に捉える少数民族グループが存在
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する一方、NLD の描く紛争解決への道筋に疑問を呈する少数民族グループも少なくない。
第二の不満は、経済開発に関するものである。少数民族グループは、中央政府が自分たちの
居住地域を開発して得た資源を輸出しているにもかかわらず、その利益を地域に還元され
ていないと感じているケースが多い。材木や貴石、天然ガスや石油の開発は、州に利益をも
たらさず、むしろ環境的な害を及ぼしている場合もある。第三に、文化・宗教上の不満が挙
げられる。たとえば少数民族の言語で書かれた書籍の出版の禁止、言語教育の制限、宗教的
同化政策など、少数民族の文化的・宗教的権利を抑制する行動が多く見られており、それら
に対する不満は高まっていた。 
 最近では、紛争問題にも変化が見られている。ミャンマー政府は、国際世論からの圧力や
ミャンマーの今後の経済発展を考慮し、ミャンマー全土での和平構築が喫緊の課題と考え
始め、少数民族武装勢力との停戦協議を開始した。2018 年 2 月 16 日の毎日新聞 6では、ミ
ャンマーの少数民族武装勢力２勢力が、政府との間で停戦協定に署名したことを報告して
いる。署名したのは南東部モン州などの武装勢力、新モン州党（NMSP）と東部シャン州の
ラフ民主同盟（LDU）の２つである。国軍主導のテインセイン前政権時代に８勢力が署名
したが、２０１６年３月のアウンサンスーチー氏が率いる NLD 政権発足後は初めてであ
る。また、同新聞は 2018 年 12 月 23 日 7に、ミャンマー国軍が 2019 年 4 月末まで、武装
勢力が活動する北部などでの軍事行動を停止することを報告している。本停戦宣言は、非常
に大規模な停戦宣言で、全国停戦合意文書（NCA）に未署名の武装勢力との交渉前進も期
待されている。 
 しかしながら、未だに紛争状態が続いている地域も多い。シャン州とカチン州はその最た
る例で、それぞれの地域で少数民族武装組織とミャンマー軍の武力衝突が頻発している。
MNDAA、TNLA、RCSS、SSPP、KIA と呼ばれる武装勢力は NCA にも署名しておらず、
ミャンマー軍とは未だ対立関係にある。南シャンの組織の多くは NCA に所属しているのに
対して、北シャンにはそうではない組織が多い。カチンでは、主に KIA がミャンマー軍と
の戦闘を引き起こしている。こうした武装組織とミャンマー軍との紛争、また武装勢力同士
の抗争はシャン、カチン両州に大きな不安定をもたらし、何万という住人が移住を余儀なく
されてきた。 
 上述した 2019 年 4 月末までのミャンマー国軍の軍事行動の禁止は、シャンやカチンでの
紛争にとっても大きなニュースであり、紛争解決に一歩前進している。本軍事活動の禁止宣
言は、今後少数民族武装勢力を議論のテーブルにつかせるためのものであるとする見方も
あり、実際、元々ミャンマー軍に対して武装放棄を望んでいた少数民族武装勢力に歓迎され
ている。 しかし、この宣言は双方向的な取り決めではなく、ミャンマー軍による一方的な
決定であり、この停戦の宣言の効果は特定の諸地域にとどまり、紛争が続く地域もあるので

                                                      
6 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20180217/k00/00m/030/068000c 
7 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20181223/k00/00m/030/136000c 

https://mainichi.jp/articles/20180217/k00/00m/030/068000c
https://mainichi.jp/articles/20181223/k00/00m/030/136000c
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はないかという懸念もある。少数民族武装勢力の中には、ミャンマー軍との対等な議論を望
む声もあり、今回の停戦が一過性の宣言にとどまらず、真の意味での紛争問題の解決に資す
る深い議論にまでつながっていくかどうかが注目されている。 
 
2.1.2. 紛争と対処の現状に関するインタビュー結果 
 
 前項で示された通り、シャン州やカチン州での戦況は変化が著しく、また紛争が頻発して
いる。その現状を理解するために、ミャンマーでの複数のステークホルダーに対してインタ
ビューを行なった。インタビューの結果をインタビュイーごとに列挙した後、それらを分析
し、シャン州やカチン州の紛争の現状に対する観点を明らかにする。インタビューは表 9
にまとめてある通り、カチン州政党の議長である Aung Kham や、連邦議会の議員である
Yee Mon など、合計 5 人に行なった。 
 

表 9. インタビュイー一覧 

Interview No. date name position 

１ December 27, 2018 
 

Aung Kham Chairman of Kachin 
Democratic Party 

２ December 26, 2018 
 

Yee Mon Member of Union 
Parliament (NLD) 
Member of Mineral, 
Natural Resources  and 
Environmental 
Conservation Committee 

３ October 11, October 
19, and December 
26, 2018 
 

Zaw Thein NLD Parliament 
Member (War  Khel 
Ma Township) 
Chairman of 
International Relation 
Committee, Pyithu 
Hluttaw 

４ December 30, 2018 
 

Sai Seng Murng Member of Parliament 
(Lower House), SNLD 
Member of International 
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Relationship Committee 
Maing kaing 
Constituency, Southern 
Shan State 

５ December 26, 2018 
 

Aung Ko Ko Advisor of 
Central Economic 
Committee (NLD) 

 
 以下では、この五人へのインタビューでの回答の要約を示す。 
 
No.1  Aung Kham へのインタビュー 
 紛争解決の道筋に関して非常に悲観的な意見を持っている。例えばカチン族の武装組織
KIA は政府軍と 20 年以上にわたり紛争を続けてきている。KIA の民族意識の強さやカチン
州の豊富な資源による支援が紛争の長期化の原因だと考えている。 
 インタビューのつい数週間前、NCA に承認されていないマイノリティ民族集団とミャン
マー政府軍の間で 4 ヶ月の停戦がアナウンスされた。しかしこの停戦がどれくらい続くの
か、見通しを持てる人はいない。アナウンスがあったとて、ミャンマー政府軍が KIA の土
地を攻撃すれば戦闘は再開する。実際彼は、シャン州北部の TNLA の管轄の土地で政府軍
が停戦を宣言した二日後に戦闘を再開したという事例を知っているという。 
 彼はミャンマー軍と少数民族武装組織の間の信頼構築が最優先されるべきだとしている。
連邦政府とカチン族が信頼関係を構築できないかぎり、有効な政策を打ち出すことはでき
ない。 
 
No.2  Yee Mon へのインタビュー 
 彼もまたシャン州やカチン州で起きている紛争を少数民族武装組織とミャンマー政府軍
の信頼関係の問題として捉えている。アウンサンスーチー氏が地域の平和を志しても政府
軍をうまくコントロールできない限り、効果的ではない。そして、実際に関係を構築するう
えでネックになってくるのが憲法である。憲法には国の中で正規の軍は一つでなければな
らないという原則があり、その原則を少数民族武装集団が受け入れるかどうかが問題にな
ってくると考えられる。 
 また、少数民族武装組織は、彼らが支配している地域から産出される地下・地上資源を自
由に売買して利益を得ているため、ミャンマー政府軍に彼らの領域を奪われる事を恐れて
いる。憲法を受け入れた場合、前述のとおり少数民族武装組織はミャンマー政府軍の管轄下
になる。そして、ミャンマー政府軍の指示を受けて軍事活動を行うようになる。そのような
原則があるため、少数民族武装グループのリーダーたちは自分の立場や権利を守るために、
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停戦に対して抵抗しているということも考えられる。  
 彼は NLD の人間として、NCA の通りに、すべての少数民族武装組織に関して平和協議
を進めていくつもりである。紛争地域の少数民族武装グループが開発の遅れを自覚し、連邦
政府と足並みを揃えて自らの地域を開発するモデルを作って行くことを望んでいる。 
 
No.3. Zaw Thein へのインタビュー 
 彼はミャンマー軍と政権の関係に着目したうえで、政権の果たせる役割の限界について
論じている。武装組織が関わることがらに関して NLD は主導権をもつことができないこと
が明らかになっており、安全保障関連の問題はミャンマー軍の管轄とされている。NLD は
ただ現在の紛争地域に対して、Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement を通じて
しか貢献することができない。政治に関することにしか介入できないのだ。またミャンマー
軍は政権の少数民族に対する政策を理解したうえで戦略的に動いているため、アウンサン
スーチー氏のもと NLD が平和構築のため動いていても、ミャンマー軍と地方の武装組織の
抗争は時折発生している。 
 彼は 2018 年 10 月 15 日の NLD と武装組織との会合での出来事を取り上げて語ってい
る。ミャンマー軍の上級大将はこの場で、憲法に規定されているように、ミャンマー軍が国
家の中でのただ一つの武装組織となり他の武装組織が排斥されるべきであると主張した。
一方、アウンサンスーチー氏のスピーチは以前と異なり、ミャンマー軍の上級大将のスピー
チに対して明確に反対的な立場をとるものではなかった。Zaw Thein はこの出来事を、ミャ
ンマー軍の影響力が以前より大きくなってきていることの表れであると見ている。 
 さらに、憲法の改定を通じて、州や地域の行政官が、州や地域の首相の近くで働いたり協
働したりする新たな役職に割り当てられることが決まった。もし行政官がミャンマー軍の
下での内務省によって選ばれ任命されるようになると、州や地方におけるミャンマー軍の
有効性の役割はより大きくなるであろう。 
 民族武装組織、特に北部の連合組織がミャンマー軍と政治的談義やテーブルトークの機
会を持ちたいと願っても、そこにはミャンマー軍と交渉することのできない議題がいくつ
かあり相互不信も深まった。結果として、和平構築やそれに関わるプロセスを進めることが
難しい現状になっている。 
 州の首相もまた遠くの町や州の境界エリアに行ったり活動したりすることはミャンマー
軍が安全とセキュリティのためとして強く規制しており、監視されている。そのため、州の
首相はローカルな人々との連携を続けていくことは困難である。憲法によれば、州首相はそ
の州の第 1 党によって選ばれ任命される。結果として、いくつかの民族マイノリティの人
口比率の高い地域ではいくつかの紛争が起きている。 
 州ごとに見ると、シャン州の紛争は深刻である。さらに NLD は SNLD など他の民族党
に 2020 年の選挙では勝つことができないだろうと予想されるので、NLD の介入はさらに
困難となり、シャンの状況を改善するのは難しい。  
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 カチンの場合、ミャンマー軍とカチン民族武装組織の間の緊張関係にもかかわらず、州と
少数民族の人々の NLD 支持率は上昇している。近い将来、アウンサンスーチー氏が訪問す
ることも計画されている。  
 
No.4 Sai Seng Murng へのインタビュー 
 シャン州において、一つの少数民族武装グループを語ればシャン族全体を語ったことに
なるとは言えない。シャン州には少数民族の集団が３０以上存在し、武装グループも様々で
とても複雑な状況である。世界第二次大戦後、ミャンマーが独立してからも、シャン州での
戦いは長期化し、今でも続いている。それだけの長い戦闘の中でいろいろな武装グループが
生まれ、様々なポリシーを持ち、ミャンマー政府軍との戦闘や異なる武装勢力間での戦闘が
多発している。そんな戦いの長い歴史を鑑みれば、シンプルな平和協議で停戦にこぎつける
事は難しいだろう。 
 連邦政府の方針については周知の通り、最初は期待されていたが、どんどんその期待が薄
くなって来ている。連邦政府は少数民族地域に対して力がない事が分かって来た。SNLD の
会長は、以前の政府の方針の方がもっと効果的であったと発言している。今後、どこまでミ
ャンマー政府軍をコントロールして少数民族地域の開発を出来るかが焦点となってくる。 
 
No.5 Aung Ko Ko へのインタビュー 
 ミャンマー政府軍は現在、カチン州とシャン州で軍事活動を行わないという発表をして
いる。それは、歓迎するべき展開である。今まで、ミャンマー政府軍や少数民族武装グルー
プの現場で戦ってきた兵士たちは平和を希求しているように思われる。ただ、上層部のレベ
ルでは協議がうまく進んでいないために戦いは続いている。 
 最近では、ミャンマー政府軍と少数民族武装グループの間だけではなく、少数民族と少数
民族の間での領域を巡る争いが始まり大変遺憾である。戦闘が起こるたびに多くの住民が
犠牲になり、紛争が起きるたびに住民が一番被害を被っている。紛争削減のための取り組み
もむなしく、シャン州やカチン州、ヤカイン州では国内避難民の数が増加するばかりであ
る。ミャンマー政府軍と NLD 政権の意見が一致していないのも大きな課題だと思う。例え
ば、今まで NLD 政権が平和協議を進めようとするタイミングで、政府軍が少数民族武装グ
ループの領域への侵攻を開始したりして、NLD 政権の思う通りに事態を進められないとい
う状況も発生している。 
 ひとつ進展があるとしたら、つい以前の中国の介入の影響で開催された平和協議に
DASSK と軍最高司令官がともに出席し、その後間もなく４カ月間軍事活動を停止すること
がミャンマー政府軍からアナウンスされた。その後、あちらこちらで小さな戦闘のニュース
は出ているけれど、これからその４カ月間全ての武装勢力が停戦合意を守っていくかどう
か、見守る必要がある。現在の４ヶ月の停戦は試金石であり、４カ月間の間にミャンマー政
府軍と少数民族武装グループの間でちゃんと信頼を築く事が出来れば停戦が延長され、
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NCA 協議まで進めて行く事も予定されているであろう。  
 NLD 政権の方針は NCA への署名を通じて停戦に至った地域を出来るだけ優先して開発
して行く事である。例えば、カイン州ではデベロッパーの協力も得て、農村開発、農村電化
やインフラ整備など全面的に開発を進めている。その目的は、停戦すれば戦争で開発が遅れ
ている少数民族の地域を連邦政府が優先的に開発して行く事を、まだ停戦合意が形成され
ていない少数民族地域にアピールすることである。現在、カイン州とモン州での開発活動は
停戦後のモデルとして NLD 政権が力を入れて開発を進めている。 
 しかし、カチン州と北シャン州にいる少数民族武装勢力との関係は他の少数民族と少し
違うので、今のままの方針では上手くいくとは思えない。その理由として、１）カチン州や
北シャン州の少数民族武装グループは少数民族性が高い、２）資源が豊富である。３）国境
貿易の事で中国と深く関わっている、といった問題があげられる。そのため、カチンやシャ
ンにいる少数民族武装勢力と停戦協定は中国のミャンマーに対する方針にも深く関わって
いる。 
 
 以上５人のインタビューからは、多様な立場の見解の中で以下のような事項が共通して
いることがわかる。第一に、政権が少数民族地域に対して、紛争解決に対して直接的に働き
かけるためには課題が多くあること。第二に、NLD にできるより即時的に効果の上がる試
みは停戦地域の開発活動であるということである。 
 前者に関しては、確かに NLD 政権は NCA に基づいた停戦合意を進めてはいるが、その
実効性には疑問を投げかけるインタビュー結果も多かった。NLD は軍事に介入することは
難しく、ミャンマー軍の影響から自由に動くことは難しい。行政的な問題解決のみが現状最
も効果的だと言えよう。もっとも、これも州の選挙で NLD が少数民族政党に議席数で負け
れば実行は難しくなってくるだろう。 
 後者に関しては、NLD が実効性をもてる分野は紛争解決そのものではなく、停戦が決ま
った地域への開発に集中することであると言えるだろう。そして、その地方での開発が成果
をあげれば、紛争が続いている地域にも魅力的に見られ、紛争終結のためのインセンティブ
となりうるかもしれない。すなわち、地方開発は間接的に和平構築に貢献する可能性がある
のだ。 
 このように、シャンやカチンの現状の中で NLD が取れる行動の中では、地方開発が紛争
解決への可能性を持っている。 
 次節では、地域開発の中でも大きな役割を果たす電化について、その効果と地方開発への
貢献、ひいては紛争解決への貢献をどれくらい果たすかについて考察していく。 
 

2.2. 電化が和平構築に対して果たす役割 
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 前節では、少数民族武装組織の NLD の地方開発が重要であることについて述べた。ここ
ではミャンマーの地方開発の一要素である電化というトピックについて、その役割と必要
性を吟味する。 
 第一に、先行研究から、電化が地方開発において果たしうる役割を概観する。第二に、
NLD 政権に関与するステークホルダー達へのインタビューを示しその内容を分析すること
で、電化という手段がミャンマーの地方開発において、現地のステークホルダー達にどのよ
うに認識されているのかを探る。以上二つの分析を踏まえたうえで、第三に、ミャンマーで
今後電化が果たしうる役割を考察する。 
 
2.2.1. 電化と地方開発に関する概観 
 
 本項では、電化が人々の生活をどのように変え、地域にどのような効果をもたらすかを調
査した論文 Alstone, Peter, Dimitry Gershenson and Daniel M. Kammen, Decentralized 
energy systems for clean electricity access, nature climate change, 2015 の内容を検討し、電
化と地方開発の関係に関して一般的にどのような洞察が得られるかを検討する。 
 
 本論文によれば、電化は人間開発 (Human Development) に非常に大きな役割を果たす。
エネルギーアクセスは生産性や健康、安全保障、性の平等、教育など人間開発において重要
な分野に関わっている。Goldemberg〔1985〕の研究は、人間開発と電力消費量の関係を明
らかにした。それによれば、人口 1 人あたりの電力消費を見たとき、電力消費の中の最初の
2000-4000kWh が人間開発の最も基本的な要求を満たすために必要であるとされている。
その後この関係性については調査が進んでおり、電化と人間開発の間には相関があると考
えられるようになった。図 23 は、電化と人間開発の相関関係を示した図である。 
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図 23. 電力アクセスと人間開発指数の相関図 8 

 
 そして電化はまた、人々の生活水準に直結する。本論文で筆者達は、電化が優先的になさ
れた地域では他の地域よりも生活水準が向上したと主張されている。電化が不十分な人々
は、莫大な経済的なコストを背負うことになったり、健康や安全管理についてのリスクを抱
えることになったりしてしまうが、電化がこれらの問題をある程度解消する。特にそのこと

                                                      
8 Peter Alstone, Dimitry Gershenson and Daniel M. Kammen Decentralized 
energy systems for clean electricity access, nature climate change, 2015 
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を象徴するのが、携帯電話の充電である。中間層人口の 72%が携帯電話を利用しているが、
携帯電話を利用できるようになると、モバイルバンキングやモバイル送金が可能になり、情
報アクセスの水準も上げることができる。携帯電話が使えるようになるだけで、生活水準は
大きく変わる。このように、電化の優先順位について、まずは携帯電話のような少ない電力
で大きな価値を生み出す製品を優先し、その後に冷暖房やテレビ、冷蔵庫が来るべきという
議論もある。このように、生活水準と電化を結びつけて考える時、オングリッドかオフグリ
ッドかという論点だけの議論にとどまることはない。電源の容量や安定性、また電化製品へ
のアクセスといった要素が電化の価値を大きく決める。また、家庭内でどの製品に電力を割
くかに関しての優先順位も決めなければならない。 
 照明とコミュニケーションに関する人々のニーズが満たされることは、現代的な電力サ
ービスの始まりの第一歩である。電気照明の導入によって灯油による照明を家庭から排除
することができれば、住人の健康と安全は向上する。携帯電話を店頭の充電サービスを用い
る代わりに家庭で充電できれば、コストはおよそ 10 分の 1 に抑えられる。このことによっ
て、携帯電話以外にも小さなデバイスを利用できる余裕を生み、人々の生活水準は向上して
いく。 
 電化に関して、時間軸を拡張して見てみよう。電化の歴史は、1882 年のニューヨークま
で遡る。それから数十年の間に、電化によって多くの技術革新が起こってきた。電気を商業
的に販売するビジネスモデルの拡大は資本、制度、情報を取り巻くシステムへのアクセスを
可能とし、技術的イノベーションを支えた。その結果、電化は従来の化石燃料を中心とした
システムに取って代わった。しかし電化の動きが進むにつれて、私的セクターは、貧しく電
気アクセスのない地域コミュニティーを電化するインセンティブを持たなくなっていった。
貧困層への電力供給というスキームはむしろ政策提言者にとって重要なものになっていっ
た。世界規模で見ると、2015 年現在、グリッド拡張による電気アクセス拡張は続いている
にも関わらず、およそ 13 億人が電力を未だに利用できていない。IEA の予測によれば、ミ
ャンマー国内で 2030 年になっても電気を利用できない人口は、都市部の 100 万人に対し
て、地方では 900 万人以上に上るといわれている。Sustainable Energy for All (SE4ALL)が
IEA のデータを利用して予測したところによれば、地方の人口の 30%はグリッド拡張によ
って電化されるのに対し、残り 70%は分散型電源によって電化されると予想している(うち
65%はミニグリッドで、35%はソーラーホームシステムや小さな太陽光発電によって)2030
年までの電化は、グリッド拡張のみでなく、分散型電源の急速な拡大がもたらすであろうこ
とが予測される。 
 ここで登場した分散型電源のアドバンテージについて見ていこう。グリッド拡張を基本
とした電化では、人々は地理的、経済的、政治的疎外を免れないだろう。地理的には、例え
ば遠隔地域にグリッドを伸ばすにはトランスミッションに長距離がかかることになり、限
界費用が高くなることによって電化可能な人口は制限されてしまうだろう。経済的な制限
としては、系統への接続料や電線の整備といった手数料が、貧しい人々の電化を難しくす
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る。そして政治的な文脈では、地方の人々の政治的立場が弱い場合に、やはりグリッド拡張
はむずかしくなってくる。コミュニティーの権力がなければ、インフラ整備のための後ろ盾
を得にくいからだ。一方、ここ数十年の中で登場した分散型電源は、上記のようなグリッド
拡張における障壁を無視できることが明らかになってきた。ナショナル・グリッドは確かに
重要なハブではあるが、固定化された物質的なインフラの代わりに、ダイナミックなグロー
バルなサプライチェーンと知識のネットワークが消費者に電気を届ける役割を果たしてき
た。 
 このようなメリットをもつ分散型電源は、現在普及が広まりつつある。時代の経過ととも
に技術力が底上げされてきたことにより、貧困層にも電力を供給できるシステム、ピコライ
ティングシステム(PLS)やソーラーホームシステム(SHS), コミュニティーベースのマイク
ログリッドやミニグリッドの開発が進められてきた。これらの分散システムはメイングリ
ッドの接続による電化そのものを代替する機能は持ちえないが、人々に最低十分な割合に
なってきている。 
 
2.2.2. 電化の位置づけに関するインタビュー結果 
 
 前項では、電化の果たす役割について一般的にどのようなものが挙げられるかを考察し
てきた。この項では、ミャンマーの文脈における電化の現状を理解するため行われたインタ
ビューを分析する。 
 現在、ミャンマーでは保健、教育、移動、通信など様々な分野についての地方開発が進め
られていて、特に政府はこれまで移動と通信に力を入れてきた。一方で、電化という分野は
現状非常に未発達である。NLD は未電化地域を減らしたいと考えており、そのために電化
の分野を主要インフラに位置付けることが重要だと考えている。また政治的な観点で言え
ば、NLD は次の選挙に向けて、任期中に電化率をあげ国民にアピールしたいと考えている。
NLD はすでに電化に関する政策を発表しているが、現状それに即した形で計画が進んでい
ないため、その現実とのギャップを埋めるためにも彼らは電化に注力する姿勢を見せてい
る。 
 しかし、NLD のその姿勢は、実際に人々にはどのように評価されているのだろうか。そ
の現状を理解するために、ミャンマーでの複数のステークホルダーに対してインタビュー
を行なった。インタビューの結果をインタビュイーごとに列挙した後、それらを分析し、電
化についてステークホルダー達がどのような認識を抱いているかを明らかにする。インタ
ビューは表 10 にまとめてある通り、カチン州政党の議長である Aung Kham や、連邦議会
の議員である Yee Mon など、合計 5 人に行なった。 
 

表 10. インタビュイー一覧（再掲） 



  

51 
 

Interview No. Date Name Position 

１ December 27, 2018 
 

Aung Kham Chairman of Kachin Democratic 
Party 

２ December 26, 2018 
 

Yee Mon Member of Union Parliament 
(NLD) 
Member of Mineral, Natural 
Resources  and 
Environmental Conservation 
Committee 

３ October 11, October 
19, and December 
26, 2018 
 

Zaw Thein NLD Parliament Member 
(WarKhelMa Township) 
Chairman of International 
Relation Committee, Pyithu 
Hluttaw 

４ December 30, 2018 
 

Sai Seng Murng Member of Parliament (Lower 
House), SNLD 
Member of International 
Relationship Committee 
Maing kaing Constituency, 
Southern Shan State 

５ December 26, 2018 
 

Aung Ko Ko Advisor of 
Central Economic Committee 
(NLD) 

 
以下では、この五人へのインタビューでの回答の要約を示す。 
 
No.1 Aung Kham へのインタビュー 
 電化が紛争解決に果たす役割について。ミャンマー政府軍は、カチン州の地方電化や地方
の開発を許す可能性は低いように見える。KIA は、デベロッパーが彼らのパートナーである
なら、開発行動を阻害することはなさそうである。 
 しかし、電化がカチン州の紛争の解決のツールになると言うことは難しい。というのも、
戦闘はミャンマー軍と KIA によるものであり、通常の村の開発とは関係ないからである。
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たとえ地方が開発されたとしても、政府軍が KIA の領域に侵入することがあれば、戦闘は
発生する。 
 結論として、カチン州の紛争は地方開発と地方電化によっては解決できない。 
 
No.2 Yee Mon へのインタビュー 
  隣国であるタイや中国では１００％電化されている。一方、ミャンマーで６万村以上あ
る村で少数民族地域は 2 割も電化されていない。農村を電化させて、人々の生活や教育レ
ベルを高くし、紛争を武力で解決するのではない、平和協議を通して一番良い方法を探って
いくことが重要である。 
 
No.3 Zaw Thein へのインタビュー 
 NLD 政権やアウンサンスーチー国家顧問は、紛争解決のために可能な限りでの電化と地
方開発に集中した政策を進めている。 
 カチンとシャンでは、国際的援助団体のみならず地方政府や私的セクター、コミュニティ
ー、デベロッパーをも巻き込んだ電化プロジェクトがいくつか計画されまたいくつか実行
されている。 
 しかし、紛争解決政策としての電化事業は未だに議論中・交渉中でありいまだ実行に移さ
れていないものも多い。 
 
No.4 Sai Seng Murng へのインタビュー 
 Maing Hsu 郡の SNLD 党員はシャンの州政府にエネルギー政策を提出した。電化はシャ
ンの人々の 80%が欲していることである。DRD はミニグリッドのプロジェクトをシャン州
南部で進めているが、安全が確保されていないためプロジェクトを進行することが難しい。 
 
No.5 Aung Ko Ko へのインタビュー 
 電化は紛争を解決するため大事な役割になると思う。村が明るいか、どうかだけでも人々
の精神面は変化する。少数民族の人々の生活レベルを上げるため電化する事が重要である。
例えば衛生の観点から言えば、電気がないため、冷蔵庫を置くことが出来ず、蛇の消毒剤を
保存出来ない村もたくさんある。田んぼで農作業している最中に蛇に噛まれた農家がいた
場合、遠くの病院まで連れて行かざるを得なくなり、結果的に搬送途中で亡くなられた方も
いる。紛争が起きている地域だったら、尚更傷病者へのケアは貧困になってしまうだろう。 
そのようなところで電化されたら、少数民族の村人は大変喜び、中央政府への不満は少なく
なると思う。 
 また、電気さえあれば、読書やテレビの視聴が可能になる。自分の生活に満足していれば
少数民族武装勢力の兵隊になろうと思う人は少なくなるのではないか。ミャンマーでは７
割が農民であり、農民の票をもらった政党が選挙に勝つ。少数民族地域の農民を含め、可能
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な限り多くの村が電化され、農民の教育がレベルアップし、連邦政府が国家の進展のため心
血を注いでいる事を分かる人が多くなって来たら、紛争の減少に大きく近づくのではない
か。  
 ただ、いくら連邦政府が努力しても、ミャンマー政府軍が少数民族の地域で差別や抗争を
続ける姿勢を見せるのであれば、反ミャンマー政府少数民族武装グループが減ることはな
いと思う。   
 
 以上を総括して考えると、和平構築という観点から考えれば、農村の電化には大きく二つ
の意味がある。 
 一つは、電化を通じた人々の生活水準の改善である。Aung Ko Ko へのインタビュー内で
彼が期待しているように、電化は衛生環境の向上や情報へのアクセス方法の創出によって、
村民たちの生活を変える。紛争で定住もままならなかった人々に、安定し安心できる住環境
を作り出すことが求められている。 
 もう一つは、NLD が電化を通じて農村からの支持を得るということである。Aung Ko Ko
のインタビューにもあるように、電化を通じた人々の生活水準の改善が達成されれば、村人
たちの政権に対する不満を抑えることができる。任期中の電化の進展が村民たちにインパ
クトを残せれば、少数民族政党との政治的な戦いに有利に臨むことができるだろう。 
 一方で、電化それ自体だけでは平和構築に直接的に貢献することはできないということ
を十分に理解しておく必要があるであろう。Yee Mon は電化によってもたらされる高い教
育水準や生活水準を上げることが、平和のための対話の基礎となるという発想は若干楽観
的にすぎるきらいがある。Aung Kham の語るように、例えどれだけ農村が開発されたとし
ても、ミャンマー軍が行動を起こせば紛争は勃発する。NLD がミャンマー軍への影響力を
現在よりも強められるという前提がない限り、電化が和平構築につながることはないので
はないだろうか。 
 
2.2.3. 電化がミャンマーの和平構築に向けて果たしうる役割 
 
 以上見てきたように、少数民族地域における電化は、生活水準の向上、そしてその結果と
しての NLD への支持基盤の拡大に繋がりうる。それらは限定的な意味ではあるかもしれな
いが、和平構築にある程度の役割を果たしうるだろう。第１節でも見た通り、地方開発は和
平構築に対して間接的に貢献する。 
 そのために有効と考えられるのが、2-2-1 で見た分散型電源だ。現在未電化の状況にある
遠隔地の農村を電化するには、地理的、経済的、政治的障壁をクリアできる分散型電源が有
効である。ナショナル・グリッドの拡張だけでなく、分散型電源という手段を選択肢に入れ
ることで、農村電化という開発手法は実現可能性が高まるだろう。 
 もちろん、電化とそれに伴う地方開発はあくまで間接的な効果しかないことは見過ごせ
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ない。和平構築のためには紛争解決にむけた直接的な取り組みも進んでいく必要がある。 
 

2.3. 参考文献 

1.工藤年博, 『ミャンマー政治の実像』, アジア経済研究所, 2012 

2. Peter Alstone, Dimitry Gershenson and Daniel M. Kammen Decentralized energy 
systems for clean electricity access, nature climate change, 2015 

 

2.4. 付録 インタビュー結果一覧 

 
No.1 
Interviewed Results of U Aung Kham 
Chairman of Kachin Democratic Party 
Kachin State 
  

December 27, 2018 
  
  
With regards to Current Conflict Status in Areas such as Shan and Kachin States, the fight 
between the Kachin tribe (KIA) and the Myanmar government forces has been occurring for 
decades or more.The Kachin is originally a strong nationalism ethnic group and the battle will 
not end easily because the resources that support the KIA army are abundant in Kachin State. 
Especially, a trust between the Myanmar army and Kachin Armed Group (KIA) cannot be 
done for these couple years. For that reason, China has made a witness every time to do peace 
talks with the Myanmar government and KIA.  
Recently, a situation where a ceasefire is announced for 4 months between the armed group 
of minority ethnic groups not signed by the NCA and the government forces in Myanmar, but 
nobody cannot read how far it continues. Even there is an announcement, if the Myanmar 
government army attacks the area of KIA, it will fight back, and the fight will occur again. We 
heard a battle with the government forces that attacked two days after Case-fire was 
announced, in the area of TNLA in Northern Shan State. 
Even minority villagers and soldiers of minority armed groups want all peace, but we think 
that building the trust with the Myanmar government army is the most important 
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. 
Regarding with Policy of Union Government to deal current conflict status,  
“How meaningful is the policy of the Myanmar government to the Kachin tribe? We must 
find out” U Aung Kham said. He also said, “To be honest, it is not very effective so far. It 
seems that what the NLD government can do is too limited in this area.”(It seems that the 
Kachin tribe is not trusted by the NLD administration and government forces.) 
  
Regarding the role of electrification in the conflict resolution policy 
It is highly likely that the Myanmar government forces will not accept rural electrification or 
regional development in Rural area of Kachin State. KIA seems not oppose that development 
activities in his area, if developers are their partner.  
However, it is difficult to say that electrification will be a tool of Conflict Resolution in Kachin 
State.Because the battle is due to the Myanmar military and the KIA. It is not relating with 
the development of normal villagers. Even if it is developed in rural areas, if government forces 
enter the area of KIA, the fighting will occur.  
In conclusion, that Conflict cannot be solved by rural development and electrification of rural 
areas in Kachin State. The most important thing is, demand of KIA from Union Government 
cannot be solved so easily. 
 
 
 
No.2 
nterviewed Results of U Yee Mon 
Member of Union Parliament (NLD) 
Member of Mineral, Natural Resources and Environmental Conservation Committee 
  

December 26, 2018 
  
  
With regards to Current Conflict Status in Areas such as Shan and Kachin States, 
Currently, Conflict occurring in Shan State and Kachin is a matter of reliable between 
minority armed groups and Myanmar government forces. It is ineffective unless DASSK 
works hard on peace in the whole country but cannot control the government army. 
If the Myanmar government forces are willing to truly implement peace throughout the 
country, peace progress can proceed smoothly. 
However, it is hard to say that becoming a One Country, One Military in the Constitution has 
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interests for minority armed groups.Also, as a minority armed group, they are profitable 
because they can freely trade natural resources which taken from the area where they are 
controlling. They worry that Myanmar government forces will be taken over their territory. If 
it comes to One Military, minority armed groups will be under the control of the Myanmar 
government army according to the Constitution. They will be engaged in military activities 
under the order of the Myanmar government forces.Because of such a rule in Constitution, 
some leaders of ethnic minority armed groups may be resisting ceasefire, so as not to lose 
their position and rights. 
  
Regarding with Policy of Union Government to deal current conflict status,  
NLD government doing the best to promote peace talks according to the NCA road map. 
Current policy is to strive to allow all minority armed groups to negotiate with NCA to lead 
to the peace. It’s also hoping that the minority armed groups in the Conflict area will be aware 
to make development activities and to create a development model together with Union 
Government, in their area which were delayed of development due to the war. 
  
Regarding the role of electrification in the conflict resolution policy 
In neighboring countries Thailand and China, it is 100% electrified. There are more than 
60,000 villages in Myanmar and ethnic minority areas are not more than electrified by 
20%.Electrification is an important role of conflict resolution because, to electrify rural areas, 
raise up people's living standard and education level, and it is a one of the way to make conflict 
resolution with the best way by peaceful consultation rather than war. 
 
 
 
No.3 

Interviewed Results of U Zaw Thein 

NLD Parliament Member (WarKhelMa Township) 

Chairman of International Relation Committee, Pyithu Hluttaw 

  

December 26, October 11, 2018 and October 19, December 26, 2018 
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With regards to Current Conflict Status in Areas such as Shan and Kachin States, it was found 
that NLD has no authority to interfere in the matters relating to the armed forces, security 
status which have so far been under the control of Tatmadaw (National Armed Force). NLD 
can achieve only in politics and its related issues. 

One more information was also noticed that the tactic of Tatmadaw has a skillful political 
maneuver to intentionally reflect on NLD’s pollical policy through carrying out of such 
maneuvers with ethnics armed groups. 

Because of that, in spite of trying to find the best ways for peace building by NLD government 
under Daw Aung San Su Kyi, there are still happening firing conflicts occasionally between 
Tatmadaw and Northern allied armed groups (UWSA, KIA, TNLA, MNDAA etc,.) and 
including such groups which have already signed for NCA, in the areas of Shan and Kachin 
States. 

One of the regrettable news is at the meeting with NCA armed groups by NLD on October 
15, 2018. In that meeting, it was found that the speech of Daw Aung San Su Kyi looks 
uncommon as usual and could not oppose to Senior General’s speech. And so, it may be 
assumed that the role of Tatmadaw looks more powerful than before. 

In the speech of Senior General, as prescribed in Constitution, it was strongly mentioned that 
Tatmadaw should be the only armed force in Myanmar and no other armed forces were highly 
considered for secession from the Union. 

Moreover, even at the same time of meeting for NCA, it was become that offensive actions 
were launched by the Tatmadaw on northern allied army, KIA. 

Continuously, through amendment of Constitution, it was proposed to assign a new position 
for State and Regional Administrative Officer to work/collaborate closely with State and 
Regional Prime Ministers. In case of that if such administrative officer will be selected and 
assigned by the Ministry of Home Affairs under Tatmadaw, the role of effectiveness of 
Tatmadaw would be more powerful even in State and Regions. In the case of Tatmadaw, it 
was also observed that it needs only 51% of votes if the constitution is wanted to amend. 

Although ethnic armed groups, especially northern allied group members, desire to perform 
political discussion and round table-talks with the Tatmadaw, there are some points which 
cannot be negotiated with Tatmadaw as well as mutual distrusts. So that the current situation 
is still difficult to proceed the peace building and its related processes, the respondent replied. 

  

Regarding with Policy of Union Government to deal current conflict status, as per discussed 
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and mentioned, NLD Government could provide contributions to the current conflict areas 
only through Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement. No other else services and 
direct management on such matters could performed as applicable as possible. 

State Prime Ministers are also possible to go around state cities since their visits to go other 
far city areas or state border areas and activities are highly restricted and closely watched by 
the Tatmadaw reasoning for the safety and security. Therefore, State Prime Ministers are 
hardly kept in touch with local people concerned. 

According to Constitution, State Prime Ministers are selected and assigned by the Elected 
Party in the related States. As a result, there were some conflicts in some ethnic minorities 
living areas. 

Individually, the conflicts occurred in Shan State were serious and so, it was fore-concluded 
that it would be difficult for NLD to win other ethnic group parties including SNLD in the 
coming election 2020 and consequently, Shan State is in difficult condition for handling. 

In case of Kachin Stage, the state and ethnic people are increasing in rate to support to NLD 
despite there were tensions between Tatmadaw and Ethnic Armed Groups of Kachin. 

For the State Prime Minister, it is difficult to go other else areas except Myitkyina but, it is 
usually arranged for international research organizations to have a visit to IDP camps. In the 
near future, it has also been planned for Daw Aung San Su Kyi who is going to visit there, the 
respondent replied. 

  

In regard to the role of electrification in the conflict resolution policy, Daw Aung San Su Kyi 
including NLD government is focusing and concentrating on Electrification and Rural 
Development activities as possible as they can for problem solving of conflict resolutions. 

In Kachin and Shan States, several kinds of Electrification Projects are currently formulating 
and some are implementing through jointly collaboration with not only International Donors 
but also Local Government and Private Sector/Community/Developer as well. 

However, as a conflict resolution policy, electrification enterprises are still under discussion 
and negotiation and not yet conducted for any enterprise, replied by the Parliament Member. 

As of latest information, NLD has reduced expectations for ethnic minority areas. Regional 
development is beginning to think that it is better to put implementation in other Myanmar 
area than minorities area. 

Even if you do your best on ethnic minority areas, you cannot get smoothly unless ethnic 
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minorities are welcome. Because those areas are not stable, it is difficult to act as the current 
Government. 

 
 
 
No.4 
Interviewed Results of U Sai Seng Murng 
Member of Parliament (Lower House), SNLD 
Member of International Relationship Committee 
Maing kaing Constituency, Southern Shan State 
  

December 30, 2018 
  
With regards to Current Conflict Status in Areas such as Shan and Kachin States, 
A minority armed group in Shan State cannot be said to represent Shan tribe. There are more 
than 30 ethnic minorities in Shan State, armed groups are also various and very complicated 
situation. After the World War II, Myanmar has been fighting in Shan State even now, after 
independence.That is why various armed groups have been born during the long battle of 
history, which have various policies and continue to fight between Myanmar government 
forces and each other. It is impossible to cease a long battle of such history with a simple peace 
talk. 
  
Regarding with Policy of Union Government to deal current conflict status,  
Union Government's policy is as you all know. Although it was expecting at first, that 
expectation is getting lose. Union Government policy has been found to be ineffective for 
ethnic minority areas. Power Sharing, too, cannot do anything. Frankly speaking, the 
president of SNLD says that the former government policy was more effective.From now on, 
how far can NLD government control the army to develop ethnic minority areas. 
  
Regarding the role of electrification in the conflict resolution policy 
Member of SNLD from Maing Hsu Township (a member of Natural Resource Committee) 
has submitted Energy Policy to Shan State Government. Electrification is what 80% of people 
want. DRD is doing Mini grip projects in Southern Shan State with 60 + 20 + 20, but in places 
where security is bad, they cannot do anything.There are many areas where Mini Hydro can 
be implemented in South Shan State, but if security is not good, it is difficult to electrify rural 
areas. For example: even Vaccine 's activities are difficult in the armed group’s area. 
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No.5 
Interviewed Results of U Aung Ko Ko 
Advisor 
Central Economic Committee (NLD) 
  

December 26, 2018 
  
  
With regards to Current Conflict Status in Areas such as Shan and Kachin States, 
Currently, Myanmar government military has announced that there is no military activities in 
Kachin State and Shan State.It is a welcome peace progress. Until now, it seems that the 
soldiers under the Myanmar government forces and minority armed groups were wanting 
peace.However, the top levels are not able to discuss well, so the battle are continuing. 
Recently, not only between the Myanmar government forces and minority armed groups, 
territorial battle between ethnic minorities and ethnic minorities began and it is very 
regrettable. Even if there is any fight, only the residence villagers are sacrificed. Residents are 
most troubled each time a battle occurs.No matter how much everyone want to end war, it is 
only a matter of increasing the number of IDPs in Shan, Kachin and Yakhain State and it is a 
big problem that the opinions of the Myanmar government army and the NLd government 
are not the same direction. For example, of until now, when the NLD government started a 
peace talks, the government forces attacked the territory of minority armed groups and could 
not proceed as the NLD government thought. 
Anyhow, as one advancement, DASSK and Chief of Commander joined together in the peace 
talks held in the period during Chinese intervention, and soon after that announced by the 
Myanmar government forces to postpone the military activities for four months in minority 
conflict area.  
After that, there are news about trivial fighting here and there, but it’s need to watch whether 
all the armed forces will properly control their army within that four months from now. It 
seems to be the current cease-fire for four months is a trial period, if the trust can be built 
between the Myanmar government army and the minority armed groups in the period of four 
months, the ceasefire will be extended and the NCA talks will be scheduled to go forward.  
  
Regarding with Policy of Union Government to deal current conflict status,  
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The policy of the NLD government is to develop the area that ceased fighting based on NCA 
Roap Map as priority as possible.As an example, it is found in Kayin State. In the state of 
Kayin, with the cooperation of International Development Partner, development is underway 
in full development such as rural development, rural electrification and infrastructure 
sector.The purpose is to convey to the ethnic minority areas where the ceasefire agreement 
has not been reached. The Union Government will preferentially develop the ethnic minority 
area where development is delayed in the war if it ceases.The current development activities 
in Kayin State and Mon State are empowering the NLD government as a model after the 
ceasefire. 
However, since the situation of Kachin and Northern ethnic minority armed groups is slightly 
different from the rest of the country, that is not sure the current policy will work well or not. 
The reasons are as follows: 1) Minority ethnic groups in Kachin State and Northern Shan 
State have high minority ethnicity, 2) Resources are abundant. 3) It is deeply involved with 
China due to border trade etc,. Therefore, cease-fire with minority armed groups in Kachin 
and Shan is deeply involved in China's policy towards to Myanmar. 
  
Regarding the role of electrification in the conflict resolution policy 
Electrification will play an important role in resolving Conflict.Even if the village is bright, 
people feel differently. So, it is important to electrify to raise the living level of ethnic minority 
people. 
In terms of disaster prevention, there are lots of villages that cannot store refrigerators 
because there is no electricity and cannot store snake disinfectants.If there are patients bitten 
by a snake while farming in paddy field, some people who died on the way because they cannot 
go until the village which have refrigerator. It is even more in the area where war is 
occurring.When electrified in such a place, villagers of ethnic minorities will very please. Then, 
the dissatisfaction with the central government will be less. 
Also, if villagers have electricity, they will be able to enjoy reading, watching TV and more. If 
they are satisfied with their life, only a few people think to become soldiers of minority armed 
groups.In Myanmar, 70% are farmers, political parties who received votes from those farmers 
will win the election. Including villages in ethnic minority areas, if many villages are electrified, 
education of villagers can be upgraded and all people including minorities become to know 
how that the Union Government is struggling to build a country and get to less fighting among 
each other.  
However, no matter how much Union Government does its best, if the Myanmar government 
forces discriminate and bully in the ethnic minority area, the war against the Myanmar 
government forces from the ethnic minorities will never end. 



  

62 
 

  



  

63 
 

3. ミャンマーにおけるミニグリッド事業スキームの考察 
 本章では、ミャンマーで行うミニグリッド事業を考えるためにその最適なスキームを考
える。第一に、無電化地域における現状の問題点を整理する。第二に、ミニグリッドを運営
する事業者ごとに異なる特徴を把握する為、事業者モデルを用いてミニグリッド事業のス
キームを分類する。第三に、ミャンマーのミニグリッド事業の今について把握する。最後に、
ミャンマーで行われているミニグリッドの事業者モデルを整理し、その利点と欠点を示し
ミニグリッド事業の持つ問題点に対しての解決案に関して述べる。 
 

3.1. 無電化地域の問題点 

国家電化計画の下で、近年電化事業が見直され資源配分が重点的になされるようになっ
た。とはいえ、依然電化率は４割程度であり、過半の村落が未電化村の現実がある。そして、
そうした未電化村の大部分は、ヤンゴンやマンダレーといった都市部ではなく地方におけ
る農村であることに留意する必要があろう。そうした場所において未電化であることは、
人々そして農村社会にどのような不利益をもたらしているのだろうか。これまでのフィー
ルドワークの結果から下記４点記しておきたい。 
 

第１に、未電化が農業に及ぼす不利益について述べる。まず、散水・下水道・温度管理・
施肥潅漑・農業用トラクターや貯蔵施設の洗浄は、電力利用により大幅な改善が見込まれ
る。次に、電力アクセスがあることで、種子洗浄機・唐箕・脱穀機などを農家ごとに行うこ
とが可能となる。こうした作業の効率化によって、出荷時期についても市場動向を見なが
ら、より臨機応変に対応することが可能となる。最後に、種子についても、電力利用による
温度管理によって、より長く効果的な管理が可能となる。 
 

第２に、未電化が農村部の人々の健康に及ぼす影響について述べる。農村部における診療
所には電気が来ていないことが多い。高度な病気診断・血液検査・各種健康診断が困難な現
実がある。その結果、こうした農村に住む農民たちは、より正確かつ信頼のおける診断を求
めて都市部の診療所に農閑期に赴かざるを得なくなる。こうした現状は医療行為の遅延を
発生させることに加え、医師の予約・交通費・宿泊費などを通じた医療サービスの高額化を
もたらし、農村部の人々にとって深刻な負担となっている。 
 

第３に、未電化が教育に及ぼす影響についてついて述べる。いうまでもなく、学生たちは
電力がないところでは、夜間の学習が難しくなり十分な勉強時間が取れない。また、ビデオ
等のオンライン教育システム・プロジェクター・インターネット・映像などを用いた多角的
な教育をすることが難しくなる。さらに、こうした教育インフラの整わない環境において
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は、高質な教師が集まりにくいことが深刻な問題となっている。このように電力アクセスの
不備は、生徒・教師双方のレベル低下をもたらしている。 
 

第４に、未電化が農村における社会面・環境面・経済面に及ぼす影響について述べる。例
えば家事の効率化は女性の社会進出を助ける。また、炊事に電力が用いられることで、森林
の違法伐採の防止効果がある。さらに、農村コミュニティレベルの産業創出——例えば米麺
の製麺産業、アイスクリーム・ショップ、車・バイクなどの洗浄——においても電力アクセ
スが必要となる。こうした、村人の収益向上につながる「エネルギーの生産的利用
(Productive Use of Energy)」は村落開発の要として希求される。 
 

3.2. ミニグリッドの事業者モデル  

3.2.1. 事業者モデル 
 
電力アクセスの主要な方法として挙げられるのがナショナル・グリッドである。一つの発電
所によって、多くの電力需要を満たすことが可能であるため、費用対効果が大きく、電力需
要の大部分をナショナル・グリッドによって賄う方が、効率が良い。しかし、第１章でレビ
ューしたように、ミャンマーにおける地方電化事業では、ナショナル・グリッドによる電化
は目標とされている数値と比較し全く進んでないことがわかる。そこで、ミャンマーでは地
方電化においてミニグリッドを中心にした電化政策が期待されている。地方電化は地方開
発局（Department of Rural Development, DRD）に現在一任され、2014 年に制定された電
力法によって、30MW 以下の電化プロジェクトへの許認可権限を州や地域に与えている。
発電所を中心に送電網を伸ばしていくナショナル・グリッドは中央集権的な管理体制にな
る一方で、ミニグリッドでは村一個などコミュニティーレベルを一単位として電気を供給
する方法である。そのため、各地域での分散的な管理によって政府の制限された資金に加え
て民間の持つ資金の活用等が期待されているのが現状である。 
分散的な管理体制には誰が主体となり事業を管理していくか、所有者は誰にするべきかな
ど様々な論点が存在している。SHS（ソーラーホームシステム）のような極小規模の発電と
比較すると、ミニグリッドは初期コストが大きくかかり維持管理のランニングコストがか
かることからビジネスとしての持続可能である必要や、生活の基盤となる電力が突然失わ
れる事態を生じないように設計するために技術的に問題ない状態を維持する安定したメン
テナンス状態等が重要になる。地方電化事業は社会的側面が大きく、事業をビジネスとして
捉えない場合も多いが、持続的に事業が行われるよう設計するには経済収支の健全化等ビ
ジネス的側面を考える必要がある。財政面、技術面ともに得意不得意は事業者によって特徴
が異なる為、持続可能な事業を目指すためにはそういった事業を運営する事業者をどのよ
うに選択するかが重要となる。こうした論点を議論する上で有効な観点が「事業者モデル」
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による分析である。事業者モデルとは、事業主体ごとに異なるビジネスモデルをたて、その
特徴について述べたものの総称である。事業者に着目することで事業の構造や資金の流れ
等を分析することができる。事業の各段階においてどのような問題が生じるかを着目する
ことで、事業者によって異なる様々な利点欠点を考慮し、適切なモデル選択を考えることが
可能である。 
本章では、事業者の主体を政府、民間企業、コミュニティー、地方有力者等に着目し個々の
事業者が主体になったモデルや事業者を組み合わせたモデルのそれぞれについて概要を説
明し、各モデルの持つ利点と欠点を整理する。次に実際にミャンマー・シャン州で行われて
いるミニグリッド事業の実情を現地調査によるデータに基づいて整理することで、ミャン
マーにおいてミニグリッド事業がどのように分類されうるのかについて考察する。現状を
把握したのちに、現状の問題点や考え得る解決策について考察しミャンマーのミニグリッ
ド事業においてどの事業者モデルが最適であるのかの考察を行う。 
 
3.2.2. 先行研究とモデル分類 
 
ミニグリッドの事業者モデルに関しては、以下にまとめられる分類が主流のもので、主にコ
ストや資金面から事業規模やメンテンナンス等のマネジメントを行う主体による違いが生
む差について着目している。各分類にはそれぞれ利点欠点があり、地域や国に合わせたモデ
ル選択が重要。こうしたモデルがあるとされた上で個々の事業の分析を行うペーパーが多
い。取り上げられている重要な点は、設備出資や維持費用への投資をどこが行っているか、
所有者は誰であるか、メンテナンスはどこが行うかなどである。 
 
 公的事業者モデル 
公的事業者モデルは、政府の認可した公共団体や、政府が所有する政府系企業や団体によっ
て事業が管理されるモデルである（表 11）。ナショナル・グリッドによる電化はこの公益事
業モデルによって行われるのが主であり、ミャンマーにおいても MOEE や ESE（地方配電
公社）等の政府系団体による管理が行われている。ミニグリッドにおける公益事業モデルに
よる管理はナショナル・グリッドと変わらず、政府系団体、地方公社によって発電された電
力が政府系団体によって配電され消費者まで送られるという形態をとる。消費者は電気料
金を支払うことによって電気を使用することができ、その際補助金によって電気料金の引
き下げが行われる場合がある。 
利点としては、途上国において政府系団体は民間企業と比較して十分な人的、金銭的資産を
持つため事業が実行されれば迅速に多くのミニグリッドを設置することが可能である。ど
ちらも政府が管理している為、ミニグリッドとナショナル・グリッドとの接続も比較的容易
に可能である。そのため、ミニグリッドで発電した余分電力をナショナル・グリッドに送る
などの電力共有を容易に行うことが可能である。また、規制をかけずとも管理が容易である
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など政府側のメリットも大きい。住民にとっても民間ではなく政府が事業を実行すること
でその事業が突然頓挫して電力が使えなくなるような突発的リスクを抱えずに電力を利用
することができる。 
欠点としては、ミニグリッド事業は個々の事業規模が小さく、メインビジネスとはなりえな
い為、政府による投資、国際金融機関からの融資が進まなければ事業自体が進まない可能性
が高い。政府は民間と比較するとコスト削減や人材の管理など事業のマネジメントに関し
一歩劣る。そのため、民間事業者が実行するより、コストが大きくかかりその分を税金によ
って補填する必要がでてくることもある。また、その国の政治状況が不安定である場合、例
えばクーデターによる政権交代などその国の政治状況によって事業が変更されたり停止し
たりするリスクを負うことになる。世界銀行(WB)やアジア開発銀行(ADB)などの国際金融
機関からの資金が政府に集中する為、脆弱な政治システムを持つ国であると一部の政治家
や有力者に資金が集中し汚職の原因となる。 
 

表 11. 公共事業者モデル 

事業主体 政府系団体 
管理主体 政府系団体 
所有者 政府系団体 
資金源 政府系団体 
利点  豊富な資金と人材による迅速な設置 

 政府にとって管理が簡単（政府の意向が反映される） 
 ナショナル・グリッドとの接続が容易 

欠点  団体規模に対し事業規模が小さい 
 政治状況が反映されるリスク 
 汚職のリスク 

 
 民間事業者モデル 

民間事業者モデルは、民間企業や地元の有力者によって事業が管理されるモデルである
（表 12）。資金源は、民間による投資が全てである場合も存在しているが、多く場合政府か
らの補助金や助成金といった資金援助を受けている。事業の成果に応じた融資を受ける場
合や、低金利のローンを組み資金提供を受ける場合などがある。民間企業によって様々な管
理形態が取られうる。公的事業者モデルと同様消費者は電気料金を支払うことによって電
気を使用することができ、その際補助金によって電気料金の引き下げが行われる場合があ
る。民間企業が多数のフランチャイズ加盟者を増やし、管理コストを抑えるフランチャイズ
方式等避けられない管理コストや運営コストを削減できるような方式をとっている。地元
有力者が事業者として行うアプローチでは、事業者が常に現場にいることを利用し、有力者
がシステムを運営し、発電および配電資産の一部を所有している。確立された地元のソーシ
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ャルネットワークを利用することで、セキュリティ、CRM、集金などのための管理コスト
や運営コストを削減することを可能にしている。 

利点としては、民間事業者モデルには、民間企業による高い技術力によるサービス提供を
公益事業モデルと比較したとき安価で提供することが可能である。また、地域の特徴に合わ
せて柔軟に事業展開を行うことが可能で、資金的にも技術的にも効率的に事業を行える等
の利点がある。市場がある程度成長すると、様々な民間事業者がマーケットに参入すること
で数の経済による価格競争が生じ、より低コストでの事業が可能になる。NGO のような地
域に根付いた地元の民間団体の場合、電力事業以外の事業、例えば病院などの医療事業等と
連携を取りながらの事業拡大が可能である。ミニグリッド以前からその地域でビジネスを
行っている民間事業者の場合、物資の調達経路や資金回収の方法などがミニグリッド事業
以前から確立されている為、それらを活用することで効率的な事業展開が可能となる。民間
によるある程度の資金投資が期待できるため、政府の限られた資金状態下でも大規模なミ
ニグリッド事業を行うことが期待できる。 

欠点としては、規模の拡大に伴うナショナル・グリッドとの接続上の問題を将来的に生じ
た場合、ナショナル・グリッドを管理する政府公社側と民間事業者の間で衝突を生じる可能
性がある。政府が電力事業に対する規制を変更する場合、民間事業者は政府からの認可を得
るために変化した規制に対応するのにかかるコストを払う必要が出るリスクを負う必要が
ある。政府からの支援が無く民間投資に完全依存した事業の場合、利潤追求する民間事業者
では採算が取れず事業が頓挫することや、利用料金が高騰し消費者へ負担が流れるなどの
リスクがある。また、民間企業による提供するサービスの質の大小により、粗悪なサービス
が提供される可能性がある。 

 
表 12. 民間事業者モデル 

事業主体 民間企業、地方有力者 

管理主体 民間企業、地方有力者 

所有者 民間企業、地方有力者 

資金源 政府系団体、民間企業、地方有力者 

利点  地域への柔軟な事業形態 

 民間企業の能力の活用 

 民間資産の導入 

欠点  規制変更への対応 

 政府からの支援が無い場合がある 

 民間企業間の質の差 

 民間企業による独占で生じる衝突 

 
 コミュニティーベースモデル 
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 コミュニティーベースモデルでは、地域のコミュニティーによってミニグリッドが所有、
管理されコミュニティー内の構成員のために運用するモデルである（表 13）。資金源は、地
域のコミュニティーのみで賄うのが困難な場合が多く、政府からの支援によって不足した
資金が賄われる場合が一般的である。また、専門的な技術力が無い場合が大半であるため、
ミニグリッドの調達や設置に関しては民間企業に委託されてなされる。コミュニティーベ
ースモデルでは、維持管理費、運営費、メンテナンス費といった最低限の資金を調達するた
めだけの料金調達が行われ、そこにコミュニティー間での衝突が生じないようにしっかり
とした料金調達の方法を整えることが重要である。民間企業や政府系団体による事業では
利益を得ることができないと判断された地域で採用されるモデルであると言え、世帯年収
の低く規模の小さい地方部の農村などでは重要なモデルである。 
 利点としては、地域コミュニティーの自己管理による運営になるため、中央からの一律管
理になってしまうような官僚的管理体制ではなく、地域に状況に合わせた柔軟な運営が可
能になる。上記の通りコミュニティーベースモデルでは、民間事業者モデルで問題となった
管理コストや運営コストに関して最低限の資金しか必要がないため、電気使用料金自体は
極めて低いものになる。一般に収入レベルの低い地方住民からの料金収集は困難であるが、
地域コミュニティー内で資金回収を行う為、住民間の相互圧力と協力によって他モデルと
比較すると容易に資金を回収することが可能である。またミニグリッド事業によって、電力
発電所の登場による新しい工場の設立が可能になる。結果として、新規の産業による地域住
民の能力向上や地域社会の雇用促進へとつながる為、地域の生活レベルの向上に寄与する
ことができる。 
 欠点としては、地方部地域コミュニティーは技術的にも経済的にも能力が未熟である為、
持続可能な事業を行う為の能力が足りていない。その為、初期の発電所の設立に関しては第
三者機関、民間企業に頼ることになる。しかし、初期費用をコミュニティーが負担すること
は困難であり、政府による補助金による援助が必要となることや、地域住民にとってローン
の負担がかかることがある。また、コミュニティーの運営によってミニグリッドか管理され
る為、コミュニティー内部での意思決定が運営上極めて重要な意味を持つことになる。この
コミュニティー間での意思決定の方法が明確に確立されていなければ、ミニグリッド運営
に対しての決定事項に住民間で容易に衝突を生じる可能性がある。 
 

表 13. コミュニティーベースモデル 

事業主体 民間企業、コミュニティー 

管理主体 コミュニティー 

所有者 コミュニティー 

資金源 政府系団体、民間企業、コミュニティー 

利点  コミュニティー間の経済的結束が生じる 

 コミュニティーでの経済成長が見込める 
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 料金回収が容易 

欠点  技術的、経済的の能力の不足 

 所有者が誰なのかが不透明 

 コミュニティー間の衝突 

 
 官民連携ハイブリッドモデル 
 ハイブリッドモデルは、民間企業と政府系団体や地域コミュニティーが送電や配電とい
ったミニグリッドに関する役割を分担し事業を行うモデルである（表 14）。官と民が協力し
て行うプロジェクトであり、PPP の一種とみることができる。例として、Renewable Energy 
Service Company (RESCO)を挙げる。RESCO と呼ばれる民間企業にメンテナンスを委託
し、政府側が住民からの料金回収から RESCO への料金支払いを担当するモデル等がある。
料金回収を RESCO が行う、普段のメンテナンスを住民が行う等のバリュエーションが存
在する。 
利点としては、上記に挙げられたモデルの良い部分を全て活用し得るモデルであり、役割に
対し適した集団が従事することで効率の良い運営が可能である。 
欠点としては、こういった役割ごとに違う集団が管理するモデルでは複雑な構造が必要と
なり地域に適切な形を見つけるのが困難である。利潤追求をする民間事業者の方針、例えば
電気料金の設定と、コミュニティーの希望が合わず衝突を生じる。 
 

表 14. 官民連携ハイブリッドモデル 

事業主体 政府系団体、民間企業、コミュニティー、地方有力者 

管理主体 政府系団体、民間企業、コミュニティー、地方有力者 

所有者 政府系団体、民間企業、コミュニティー、地方有力者 

資金源 政府系団体、民間企業、コミュニティー、地方有力者 

利点  個々の強みを活かして事業を行うことが可能 

 余計なコスト削減が可能 

欠点  複雑な構造のマネジメントが必要 

 各ステークホルダー間の衝突 

 
  

3.3. ミャンマーのミニグリッド実情  

3.3.1. 本章の目的 
 
上記のミニグリッド事業の事業者モデルによるミャンマーにおけるミニグリッド事業の評
価を行う為にインタビューを基本とした現地調査を行った。Shan 州におけるミニグリッド
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事業の実情を調査し、現状のミニグリッド事業の把握を行う。 
 
3.3.2. データ収集の方法  
 

調査対象は、表 15 に示した、電力需要の向上に伴いミニグリッド事業が行われた Shan
州に存在する村や町である。地域住民の協力を得て調査チームは事業有力者や使用者の意
見のインタビュー調査を行った。  
 

表 15. インタビュー概要 

Interview 
no 

Date Location Name Position 

1  Cho Kham  NLD Parliament Member 
2  Cho Kham U Khin 

Maung Thi 
USDP Parliament Member 

3  Kyaing Tong U Myint 
Naing 

Kyaing Taung Energy Co., 
Ltd 
Managing Director 

4  Mong Hpyik U Chit Ko Kan Loan Company 
Limited 
Manager 

5  Mong Tong U Sai Zaw 
Linn 

Local Community (Public) 
Deputy Chair Person of 
Committee 

6 October 22, 
2018 

Muse U Thein Zaw ESE 
Township Manager 

7 October 22, 
2018 

Muse U Sai Ohn 
Myint 

GREAT HOR KHAM 
PUBLIC CO., LTD. 
Managing Director 

8 October 23, 
2018 

Muse U Kain Mai USDP 
Member of Parliament 

9 October 23, 
2018 

Muse U Sai Phoe 
Myat 

SNLD 
Chairman of Parliament 
Committee 

10 October 25, 
2018 

Manton U Ngon Zar 
Khein 

ESE 
Township Manager 

11 October 25, Manton Daw Nan Palaung National Party 
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2018 Moe Parliament Member 
12 October 26, 

2018 
Manton U Mai Tun 

Aye 
Member of Community-
based Hydropower System 
Management Level (Like 
General Manager) 

 
3.3.3. ミニグリッド事業の実情 
 
① Cho Kham Village, Loilem, Southern Shan(インタビュー１・２) 
モデル 
コミュニティーベースモデル 
 
概要 
Cho Kham 村の太陽光発電システムは、MOALI と共同で JICS によって 2014 年から 2015
年に開発、開始された。村は、LOILEM Township から約 26 KM 離れている場所にある。 
ソーラーグリッドシステムとすべての人材は DRD を通じて JICS から村に与えられた物で
ある。所有権や管理主体は地域コミュニティーへと受け渡されている。また、公益事業およ
び配電資産に関するすべての責任を担う 6 人のメンバーがいる。この地域コミュニティー
のメンバーは DRD によって監督されている。DRD の助言を得て、コミュニティーは 1 ヶ
月あたりの電気料金を 1000 チャットにしている。ただ最初に太陽光エネルギーの恩恵を受
ける世帯は 51 軒しかいない。受け取った料金はすべて持続可能性のために再び使われる。
毎月、料金徴収者が受益者から集金する。委員会は毎月、集金者に 20,000 チャットを提供
することを決定した。  
ソーラー配電システムの目的は照明だけなので、各受益者の世帯には 11 ボルトの電球が 2
つしか無い。発電容量は 5KW で、毎日限られた時間（18：00〜21：00 のみ）に 51 世帯に
配電されている。社会福祉や、学生の教育に必要なときは、管理機関が電気を供給する。地
元住民はまた DRD に翌年彼らの村にソーラーパネルを提供するよう要求した。DRD は、
システムのいくつかが将来的に更新された場合、ソーラーグリッドシステムをメイングリ
ッドに接続することを期待している。  
ドイツの組織 KFW は 2019 年から 2020 年に太陽光エネルギーを拡張するために、政府、
焦点部門（DRD）を支援しているが、依然計画段階である。 
 
村落電化委員会  

委員会のメンバーは太陽光エネルギーの分配と維持に責任を負う 。メンバーは 

表 16 に示した六人である。 
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表 16. 村落電化委員会メンバー表 

  名前 所属  

1  U Sai Mai 村と委員会のリーダー  
2  U Tun Aung メンバー  
3  U Maung Hla Maung メンバー  
4  U Sai San Nyunt Oo メンバー  
5  U Sai San Mya 料金収集および会計  

6  U Aung Thein メンバー  

 
ナショナル・グリッドとの接続 
人口の増加につれ Cho Kham 村の世帯数は 103 になり、政府は近年村にナショナル・グリ
ッドによって電力を供給した（2018 年半ば）。以前から太陽光エネルギーを所持する世帯を
含むすべての世帯がメイングリッドに接続した。必要なエネルギーがより利用できるよう
になり、地元の人々にとって満足のいくものとなっている。 
 
 インタビュー１ 
NLD Parliament Member 
Loilem District 
Pyoe Wine 氏（Loilem 地区 NLD の委員長）と U Sai Thaung Htike 氏（Loilem 地区事務局
長）は、以前は小規模な水力発電システムが多数あると説明していたが、ナショナル・グリ
ッドの対象範囲を拡大し、Loilem District 周辺コミュニティーの発電量を減少させている。
しかし、他の町には依然それらのシステムが残っている可能性があり、彼らはそれらを認識
していたのだろう。ソーラーシステムに関しては、農村部の人々の大半は、個別に SHS を
設置し始めた。武装民族グループと政府の衝突は、通常 Kar Li で生じる。しかし、衝突は
短期間のものであり、全く問題が無い状態である。  
地方自治体と NLD 党は、2018 年にこれらの地域を囲む 500 人の地元の人々に ID カード
を提供しようとしていた。 
 
 インタビュー2 
USDP Parliament Member 
U Khin Maung Thi  
Loilem District 
武装民族グループ（SSA）がシャン州での自らの権利を要求していたのは何十年にもわたる。
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政府と武装民族グループは NCA 協定を深く検討すべきである。シャン州には、Shan, Pa O, 
La Hu, Wa などの多くの民族グループがある。その為、一つの政策で連邦政府が問題を解決
することは正気の沙汰ではない。 
シャン州では、多くの農村地域が非常に遠方にあり交通アクセスに恵まれていない。政府
（国家）電力は依然それらの地域では不足しており、多くの地元の人々は太陽エネルギーで
個々に必要なエネルギーの問題を解決している。Kar Li 近郊では、武装部族グループが水力
エネルギーを生産し、地元の人々に配電している。政府はエネルギーについて議論していた
が、一定のレベルに達することができた。 
ESE は現在、エネルギー問題に関して主要武装民族グループと交渉中である。これは、電力
は社会にとって基本的で必要な要素であり、非常に重要な役割を果たすからである。日常生
活には、武装民族または地域コミュニティーのいずれかが必要である。水力エネルギーは、
ランニングコストを必要とせず多くの利点があるため、ミャンマーで最も重要である。しか
し、すべての遠隔地に到達するのは難しいだろう。ほとんどの遠隔地では、コミュニティー
モデルのソーラーシステムのほうがより適切である。アクセスと取り扱いが容易であるた
め、太陽光だけに依存している。 
 
② Kyaing Tong, Eastern Shan(インタビュー３) 
モデル 
民間事業者モデル 
 
概要 
Kyaing Tong は East Shan に位置しており、2013 年から 2014 年まで Kyaing Tong Energy
という名前の地元企業によってエネルギーを供給されてきた。Naung Tong, Loi Mway, Kyi 
Thein and Sein Lin Kyi Company Limited の 4 つの株主によって実施されている。 
地元企業は総容量 6300kW の水力エネルギーを生産している。Kyaing Tong だけでなく、
約 20 個の村が地元企業によってエネルギーが供給されている。政府は、発電所や配電資産
を含む契約によって地元企業に資金を貸していた。また、企業はエネルギーを発電、配電の
ために 2 つの新しい発電所を建てた。必要に応じて夏に稼働する 2 つの新しい発電所と 7
つのディーゼル発電機を建設するために同社が抱えた初期費用は約 10 億チャットである。
発電所については、表 17 にその概要がまとまっている。 
 
 

表 17. 発電所の概要 

Power Plant Name Generation Capacity Owner / Contract Hire/Construct 

Nam Latt Plant 160kW x 3 Hire from Government 

with contract 

Hired in 2012 
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Nam Woat Plant (1) 1000kW x 3 Hire from Government 

with contract 

Hired in 2012 

Nam Woat Plant (2) 650kW x 3 Company Construct the 

power plant 

Construct in 

2014 

Nam So Plant 1250kW x 2 Company Construct the 

power plant 

Construct in 

2016 

 
政府は毎年企業と新しい契約を交わし、その契約の中で、政府が地元企業との契約を延長し
ないのであれば、すべての資産は政府に帰属すると明記した。政府は会社が投資した助成金
の額を返済することは無い。企業自体が維持、運営、エネルギー料金徴収などの関連する活
動すべてを管理している。 
供給者と消費者との間に過去に小さな対立があった。消費者は毎日 24 時間 365 日エネルギ
ーを供給する提案する一方、企業はその時間で発電するのに十分な発電容量を持っていな
かった。しかしその後、企業は 2014 年に新しい発電所を建設し、十分にエネルギー供給す
ることが容易になった。 
州政府および国会議員を含む供給業者と地方住民（消費者）との間でユニット単価を考慮し
た政策を修正するためにいくつかの会議が開催された。それから議論の後以下の結論、通常
照明には 100MMK / unit、大規模商業使用のためには 160MMK / unit にすることに達し、
当事者の間でこの結論が合意された。 
エネルギーに左右されて、地元の麺や伝統的なスナックなどの小規模産業の役割が決定さ
れてきた。健康への影響は目立って観察されていない。しかし、小規模管理が可能になった
3 年前と比べると比較的改善されてきている。教育は大幅に改善されており、これは提供さ
れたエネルギーに直接関係しているためである。 
Kyaing Tong と周囲 20 の村に住む地元の人々は電気を利用でき、生活水準を高めている。
ミニグリッドは毎年降雨量に依存しており、初期から良好な状態である。企業は、気候は少
し変化し始めており、エネルギー生産の持続可能性に影響を与えると考えている。現在 2 月
から 6 月の乾季、この時期には水力エネルギーは十分な供給量を持っていない。同社はエ
ネルギーを供給するために 7 つの発電機を稼働させなければならず、毎月約 500 万チャッ
トが燃料のために必要である。 
 
③ Mong Hpyik, Eastern Shan(インタビュー４) 
モデル 
民間事業者モデル 
 
概要 
水力発電所は、2013 年 4 月に地元企業によって設置された。地元企業には、現地の武装民
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族を含む 4 人の株主がいる。地元企業は、水力エネルギーの発電と配電のためにすべての
資産と人的資源を投資した。最初同社は 2013 年 4 月に 320kW の容量の 1 台のみに投資し、
その後 2015 年 9 月にメーターボックスの販売を開始し、Mong Hpyik とその周辺の村への
発電と配電と繋げている。メーターボックスの価格は、通常の照明と商業用では異なる。通
常の照明では、650,000 チャット、商業用では 2,500,000 チャットである。さらにもう 1 台
が 2018 年 10 月に 320kW の容量に拡張されている。これまでに企業が投資したのは約 15
億チャットである。 
地元企業は、地方自治体と連邦政府によって、いくらかの税金によって認可される。企業は
毎月地方自治体に税金を納める必要がある。ユニット単価は、照明用と中小企業のみを含む
商業用の両方で 200 チャットである。企業は受益者のためのすべての必需品を管理し、手
配する。政府は発電機を備えた町民にもエネルギーを供給しており、（6：00-9：00）PM の
ためだけのものだがこれは 35MMK / unit である。彼らは他の選択肢や情報源を持ってい
ないので、大抵の消費者は企業が請求する現在の電気料金に満足している。地元の人々は、
同社がスマートカードを備えたプリペイドシステムを提供しているため、サービスが優れ
ていると回答した。 
しかし、農村部の人々は、依然として高価な電気料金であると考えており、より安いまたは
他の資源を持つことを高く評価している。プロジェクトの開始から現在まで、供給者と消費
者の間に特別な衝突は無い。 
電力のおかげで中小車修理工場はより多くの利益をあげている。ある程度の電力があるの
で、学生は深夜まで勉強することができる。 
ミニグリッドの利点は生産エネルギーの種類である。それは主に降雨量と降水量に依存す
る水力発電プラントである。 2013 年以降、発電と配電は順調に進んでおり、これは持続可
能と考えられる。 
 
④ Mong Tong, Eastern Shan(インタビュー５) 
モデル 
コミュニティーベースモデル 
 
概要 
水力エネルギーは 2007 年に設置された。これは、2006 年に地方政府の計画で開始された。
政府が Mong Tong の地元住民に特殊融資を組み、彼らは地域コミュニティーの管理下で、
政府にすべて初期費用を返済する必要がある。そしてすべての電力アクセスは地域コミュ
ニティーに帰属している。建設中の初期費用は 2 億 1000 万チャットで、これにはすべての
建設用発電所とケーブルラインが含まれる。地域コミュニティーとは、Mong Tong のすべ
ての人々を指す。現在発電所を管理しているのは 18 名である。  
2007 年時点で発電容量は 160kW、Mong Tong で 392 世帯に提供され、2018 年には 472 世
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帯にまで達した。ミニグリッドの利点はエネルギー源の種類である。主に降雨量と水の量に
依存する水力発電プラントであるようなものを言う。2009 年以降、水位が十分ではないこ
とが夏季の発電と送電の制限要因となっている。  
コミュニティーは現在 1 ユニットあたり 100〜200 チャットを請求する。初期費用返済期間
中、 コミュニティーは受益者に 1 ユニットあたり 200 チャットを請求する。単価に関して
は、受益者全員が同意し満足している。供給者と消費者との間、武装グループとの間でさえ
も衝突は無い。 
 
⑤ Muse, Northern Shan(インタビュー6~9) 
モデル 
ハイブリッドモデル 
 
概要 
 インタビュー６ 
Muse は北部 Shan 州にある Muse 地区にある町の 1 つで、中国国境の町である。Muse town
は Shweli 川にあり、中国の雲南省 Shweli 市（中国語で Ruili）へ道路と橋で接続している。
Mun Hero、Mone Koe および Pan Sai（Kyk-Kok）のような 3 つのサブタウンを持ち、Muse
はおよそ 15 万人の人口を持つ。 
電力の主な供給源は Shweli 水力発電であり、配電システムは現在、電力供給に関するサー
ビスおよび関連プロセスの入札を勝ち取った民間企業（Junction River Company）によって
管理されている。ユニット単価、配電およびサービスシステムを含むすべての手順は政府に
よるサービスと同様である。 
インタビューの限りでは、何らかの合意や事業システムによって地元の人々に配電してい
る民間企業や地元の開発者はいない。ESE の場合、周辺地域/村へのすべてのサービスと拡
張計画は、連邦政府によって割り当てられた予算のみに基づいているため、全体のプロセス
に時間がかかり、数年以内に完了することは不可能である。電化への同じような障害が、ミ
ューズのみならずミャンマーの農村地域全体でも同様に生じている。住民の需要は電化だ
けでなく、交通（道路と橋）、電気通信、教育、健康など多くの分野があり、それらすべて
を改善しアップグレードする必要があることも想像に難くない。 
Muse では、指示された電力政策とシステムの下で、ESE が町から 2 マイル離れた村に配電
システムを拡張することを最初に始めた。このような優先地域の後に、より遠い地域へと拡
張することが次のステップになりうるだろう。現在、中国の国境線沿いにある村では、一部
の世帯が中国からの電力を利用している。このようなケースは電気の侵害とも言え、実際そ
れらの世帯は中国から電気使用料金を請求されている。しかし、問題は政府の電力がその地
域に到達することは確かにしばらくの間は不可能であるということである。さらに深刻な
問題として、そのような村は現在制限区域下にあり、そこに近づくことが許されていないこ
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とが確認されている。 
簡潔に言うと、ミャンマーの電化サービスは改善されるべきであり、協力的な民間/公共コ
ミュニティーの日常的参加が非常に必要とされるだろう。電化は農村インフラを構築する
ための 1 つの基本的で重要な役割を果たすものであり、政府の電化に対する考えは間違い
なくよく計画され正しく実行されている。 
 
 インタビュー７ 
Great Hor Kham は、道路、橋梁、配電企業のための基本的および一般的なインフラを独自
の投資システムによって実地するだけでなく、ミャンマー全土の政府または民間機関/企業
の請負業者または下請業者として実施している巨大民間企業の一つである。 
Great Hor Kham は現在、Muse の Saelant 村 Mane Han 旧村の近くの Nang Paw Creek で
実施されている水力発電プロジェクトの最終決定をしている。Muse Township の地方自治
体の National Grid に直接接続される容量 20 メガワットのグリッドである。昨年 7 月、電
気エネルギー省（MOEE）によって電力購入協定（PPA）が締結された。1 ユニット当たり
の合意価格は 65 MMK（MMK / KW）である。このプロジェクトは、発電された電力が地
域の世帯や発電地域の周辺に直接配電されないものである。 
ミニグリッド、特にオフグリッドは、資金調達が難しくコストがかかるため、小規模レベル
での実装は困難である。電気法によると、送電線は主発電所から少なくとも 50km 離れた場
所では設置を検討する必要があり、その費用は発電所建設の総費用とほぼ同じである。同時
に、電気料金も距離に応じて検討する必要があり、高くなることは確実である。同時に、受
益者はそのような高い料金変更に不満を言うだろう。 
ミニグリッドのさまざまなスキームの中で、水力発電は太陽光、石炭、バイオマスなどの他
の方式と比較して長期使用に最良のものであり、電気料金は高い単価で要求することが可
能である。周囲に水源（小川、山の急流、カスケードなど）がある場合でも、村にも高い電
気料金が要求される。これはまた水源から離れた停電地域にも同様である。水力発電は持続
可能な電化のために実施されるのが素晴らしい点である。農業、教育、健康および経済なら
びに関連事業のような生産活動を促進し発展させることができる。 
一般的に言えば、ミニグリッドは高コストであり、誰が（適正電気料金のような）そのよう
な責任を負うのか、また他の電力源（石炭、水力、太陽光など）について考慮するとリスク
の高い選択肢である。石炭の場合、コストがかかり過ぎ、ミャンマーの石炭事情は依然健全
であるものの、石炭プロジェクトのモニタリングは、成果のみならず環境問題に対しても不
安な状態となるだろう。 
 
 インタビュー８ 
現在 Muse に配電されている主な電力源は Shwe Li 水力発電であるが、主に Muse 都市部
をカバーしており、村のエリアまでカバーしていない。ESE は電力配電や管理作業および
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関連サービスを管理しているが、その範囲と割り当てられた予算は非常に制限されている。
送電網拡張とそれに関連するアップグレードの費用は、連邦政府が優先した政府割当予算
のみに基づいています。ESE による計画に基づくと、Muse 都市部から 2 マイル以内の地域
（村）が優先され、2 マイル以上の地域まで延長することは容易ではないのは、Muse はシ
ャン州の紛争状態を考えると非常に複雑なエリアであるからである。 Tatmadaw と Shan
州のいくつかの民族武装勢力の間には依然として強い力があります。村の中には、村長によ
る連絡なしに見知らぬ人間が侵入することが容易に許されないところもあった。 
Muse Township の下には、Mun Hero、Mone Koe、Pan Sai（Kyk-Kok）の 3 つのサブタウ
ンシップがあり、それらのタウンシップはすべて、中国水力発電により 2 CNY / KW の割
合で配電されている。1999 年頃までは、1 CNY = 50 MMK の為替レートではそれほど高価
ではなかった。しかし現在、CNY の通貨が強いため、単価に対する関税はほぼ 450 MMK 
/ KW を超えている。 
丘陵地帯では、太陽光発電の役割は有用かつ効果的である。しかし、そのような丘陵地帯の
いくつかの紛争状態と制限された環境のため、地方自治体/開発者はいくつかの地盤沈下し
た地域にたどりつくことができなかった。U Thein Sein が率いる前政権から始まって以来、
いくつかの国家電化計画（NEP）があった。 当時、そのような種類のプロジェクトは地方
住民に負担なく利益となるような農村開発として開始された。しかし現在、アウンサンスー
チー氏が率いる政府は、地元の受益者に何パーセントもの負担をかけている。 
もう 1 つの情報は、Nang Paw Creek にて Great Hor Kham 社が関連部門（ESE、MOEE な
ど）と共同で水力発電プロジェクトに現在取り組んでいることである。この小川は、ミュー
ズ郊外の国境地域で水力発電プロジェクトを普及している中国の民間開発者にとって最も
大きな関心事である。 
農村開発プロジェクトは、担当部署の指示下、権力者によって策定された。しかし、改善が
必要な地域と比べて割り当てられた予算は非常に限られている。結果として、開発は以前の
計画どおりには進行しない。 
前述のように、Muse 内の主な電力源は現在 Shwe Li 水力発電であり、ユニット単価は政府
が規定しているものと同じである。そしてそれによってカバーされる地域は非常に限られ
ているので、中国の国境に位置している村のいくつかは地方政府の電化が行き届かない。そ
のため、他に選択肢がなく高い料金を支払って中国の電力を使用している。現在の電化公認
部署は、国家計画の 1 つとして送電網の拡張を実施することを計画しているが、そのプロ
セスは遅すぎ、またこの地域でアプローチ可能な地域というのも予算の制限と同様に制限
されている。したがって、電化プロジェクトは、民間、公的および政府間の密接な協力を通
じて、十分に概説され、実施のために考慮されるべきである。 
 
 インタビュー９ 
Muse の電化は現在 Shwe Li Hydropower から配電されている。しかし、それは町全体を網
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羅していない。中国に近いすべての村は中国から電力を得ている。これらの地域に、ミャン
マー政府が電化サービスを提供することができれば良いが、それは夢物語である。政府がそ
のようなサービスを果たすのにどのくらいの時間がかかるか予想がつかない。そのため、い
くつかの組織が丘陵地帯と中国国境地域でのみ電化プロジェクトを実施する計画を持てば、
大いに評価されるだろう。これらの地域では、ミャンマー側からのそのようなプロジェクト
は出てきていない。単価が高いにもかかわらず地元の人々が中国の電気を使っているのは
そのためである。ミャンマーにとって、電化が開発部門において重要な役割を果たしている
と考えられる。電化の後初めて、他のセクターは電化の支援を通して改善することが可能な
のだ。 
 
⑥ Manton, Northern Shan(インタビュー10~12) 
モデル 
ハイブリッドモデル 
 
概要 
 インタビュー10 
送電線は主発電所から遠く離れているが、マントン郷の主電源は Shweli 水力発電からであ
る。配電地域は非常に小さく、マントンタウンの 4 分の 3 しかカバーしていない（多かれ
少なかれ 570 世帯のみをカバーしている）。これら 4 分の 3 の世帯においても、配電システ
ムはきちんとしたものではなく、送電線が遠いという理由だけでなく電力不足によっても
停電がしばしば発生する。いくつかの深刻な季節、すなわち雨期には、マントンの町での停
電は異常な天候条件（例えば、風や雨が激しく降っているような）によって常時生じている。 
このような停電のため、電気使用できるのは 1 か月に 10 日しかなかったと言われている。 
電力容量が地域と比較して十分でないだけでなく、送電線のシステムもまた不十分であっ
た。一つ目の要素は、送電線は水力発電所から遠く離れており、ケーブルに使用される支柱
が単なるコンクリート製の電柱の短いものであることだ。その結果、森の中の送電線は持ち
去られ、ケーブルがどこかの木の枝で邪魔されて電源が遮断されることもあった。二つ目
に、Manton の送電部門は Nanmatu Town にあり、そしてそこに制御システムもあること
だ。システムのアップグレードや突然の電灯ポストの故障やケーブルの交換作業の場合は
いつでも、Manton は予告なしに停電に苦しめられている。したがって、このマントンの町
では、電化のために開発、補助金、実施の必要性が非常に高いと思われる。 
 
 インタビュー11 
ミャンマーでは、電力網拡張と配電サービスは、電気エネルギー省（MOEE）の下にある部
門（電力計画局、DEPP、電力供給企業、ESE など）によって実施および監視されていた。
エネルギーおよびその関連サービスの政策決定者が誰であるかは明確にはわかっていまな
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い。おそらく、エネルギー政策も ESE / MOEE の管理下にあると理解できる。いずれにし
ても、電力網拡張計画および配電のアイデアに関する政策は、実際には受け入れられないし
理解されない。 
電力網拡張の経験と歴史によると、人口/世帯の数または既存のグリッドから新しい拡張エ
リア（村単位）までの距離に基づいて優先順位を定めていることがわかった。 もし拡張エ
リアが既存のグリッドから遠く離れている場合、そのようなエリアは常に電力網拡張対象
に考慮されるわけではない。一方、配電網拡張計画の地域に人口が少なく世帯も少ない場
合、配電網拡張範囲に入れるチャンスはない。これはそれほど良い考えではなく、賛成出来
かねる考えである。ほとんどの農村地帯、特に少数派の丘陵地帯では、ほとんどすべての村
は人口が少なく世帯もほとんどない。そのような地域は現在の政策で拡張範囲に採用され
るような世帯数に増えることは決してない。民間組織がそのような地域を支援または改善
することができればそれは大いに評価できるだろう。 
マントンの主な電力供給源は Shweli 水力発電所で、発電所から遠く離れている。マントン
には政府のナショナル・グリッドへのアクセス権があるが、その容量は町全体を網羅するの
に十分ではない。現時点では、ナショナル・グリッドに接続しているのはわずか 4 分の 3
（およそ 550HH）であるが、最初から停電が発生することが多く、特に雨季には風と雨が
深刻であるため彼等の満足度は低い。前述のように、主電源はマントンから非常に遠くにあ
り、森林を通って丘陵を縫ってでマントンからおよそ 35 マイル離れた Nanmatu 町（マン
トンのためのグリッドサブステーション）からひいて来る。 
ミニグリッドの場合、農畜灌漑省（MOALI）下の農村開発局（DRD）が農村電化のための
プロジェクトの実施を計画しているが、まだ開始されていない。このような状況下でも、電
化プロジェクトと計画は MOALI の下にあるため、このことは地元の人々に容易に混乱を
生じうる状況なのだ。運営と監視システムが体系的かつ機能的になるように、電化とその関
連サービスは同じ省/庁の下にあるべきである。 
電化に対する地元の人々の興味に関して言うと、ここに住む人々は本当に電気アクセスを
得ることに興味を持っている。彼らは電気の使用を通して、教育、健康および中小企業が
徐々に改善されると信じている。さらに、うまくいけば電気通信システムの民間開発者も彼
らの地域に参入し、同時にそれはミャンマーを含む世界中の最新情報を得る方法を地元の
人々に提供するだろう。マントンタウン内のいくつかの世帯はまた、現在 Solar Household 
System（SHS）を使用しているが、容量はすべてのユーザーにとって不十分である。したが
って、すべての地元の人々は自分たちの地域に電気を引いてくることに熱心である。 
 
 インタビュー12 
Manton にはミニグリッドがあり、地元の有力者に属している。このプロジェクトは 2005
年に開始され、2005 年に実行中のプロセスと同様に完了した。このプロジェクトは、現在、
タ・アウン国民党（TNA）の議長であり、マントンタウン全体の長老の一人である U Eike 
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Mone が率いている。他のグループメンバーとの協議を通して、2005 年にミニグリッド水
力発電プロジェクトが設立された。容量は昼間の電化で 75 キロワット、夜間の電化で 60
キロワットである。2 つのダイナモ発電機が、計画された計画に従って代わりに使用されま
した。 300 世帯をカバーできる 3 つの分岐変圧器がある。 
このプロジェクトの主な目的は民族団体のためのものである。これまでのところ、このエリ
アに民族団体（率直に言って、民族武装グループ）があり、このプロジェクトはそのような
グループのビジネスのために設計されていた。しかし、次第に、グループの電力出力は十分
以上になり、近隣の他の世帯と共有し、電気を照明に使用できるようになっている。 
この水力発電システムを運営している時点では、7 人のボランティアがいた。2 人は発電所
（発電機）、3 人はラインマン（ケーブルとポストの適切な状態をチェックする）、1 人はメ
ーター読み（どれほど世帯が使用した電気量についてのチェック）と 1 人は事務（財務およ
び管理業務のような）のために。前述のように、これらの人々は全員、単なるボランティア
であり、大部分はグループメンバーの出身です。彼らに対する固定給与は考慮されなかっ
た。システムは、実行時に何らかのエラーが発生した場合に備えて、定期的なメンテナンス
とサービスのために使用料金を徴収している。 
しかし現在は、発電所の定期点検と 2 台のダイナモの交換のために用意されたスタッフ（オ
ペレーター）は 1 人だけである。特別なメンテナンス作業は行わないが、ギアオイル、ボー
ル、オイルシール、カーボンのような非常に小規模な定期点検はこのボランティアによって
毎日行われます。 
システムは今とても簡潔である。電気使用料は 1 世帯あたり 1500 MMK である。初めは、
料金は電球の数に基づき 500 MMK /bulb の割合で設定している。したがって、世帯が使用
している電球の数が多いほど、そのような世帯にはそれだけ多くの料金が請求される。 
 
プロジェクトの長所と短所 
長所：水力エネルギーは十分すぎるほどある。夏季にダムや貯水池の改良ができるのであれ
ば、オールシーズンで十分な水力があるのは素晴らしい点である。十分な水力発電のため、
発電量は安定しており、現在の状況（世帯数）には十分である。送電線は主発電所からそれ
ほど遠く、電力ロスが少ない為特別なメンテナンス上の問題は存在しない。現在は依然アッ
プグレード可能な状態にあり、今より良い出力を出すよう改善することが可能である。送電
網はマントンから 2 マイル離れたいくつかの村に延長することができる。このようにして、
本プロジェクトを通じて電化地域を拡大することができ、電化に関連する他の部門も改善
されうるだろう。 
短所：発電量は限られているため、水力発電が対応できる地域は限定されている。システム
をアップグレードするには、貯水池を考慮する必要があり、同時に土地と建設費の補償料の
追加費用が必要である。このコストをカバーするために電気料金の問題がある、これはマン
トンのほとんどの人々は経済的に貧弱で所得が少ないのが理由である。水力発電プロジェ
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クトに関する技術的な知識と管理上の仕事とそれに伴うメンテナンスへの十分な経験がな
い。 
結論 
都心部を含むマントンの電化は依然として必要である。現在配分されている電力と配分さ
れるエリアは完全には一致していない。送電線建設のためのシステムもまた正しい方法で
はなく体系的に行われた。その結果、停電が頻繁に発生している。したがって、電化地域や
電化システムの拡張や改良が検討されるのであれば、電源だけではなく、実施のアイデアや
地元の人々との調整も多く必要となる。現在の水力発電の水源は良好な状態にあり、現在よ
りも多くの電力を生産するようにアップグレードすることが可能。地元の人々のほとんど
は電化に興味があるので、いくつかの組織（政府、組織、企業）が電化プロジェクトの実施
と地元の人々への親切な支援を検討することができれば非常に感謝されるであろう。 
 

3.4. ミャンマーにおけるミニグリッド事業の最適スキーム 

3.4.1. ミャンマーミニグリッドの事業者モデル 
 

上記のインタビュー調査により、現在のミャンマー・シャン州においてミニグリッド事業
は様々な形態をとって運営、実行されていることがわかる。前述した事業者モデルの観点か
ら表 18 のように分類ができる。 

表 18. ミャンマー・シャン州におけるミニグリッド事業 

 
 
 民間事業者―民間企業モデル 
Kyaing Tong、Muse にて見られた例である。民間企業が事業の投資や管理を行う形式で、
政府に資産は帰属していると契約する例などもみられる。Kyaing Tong では民間企業と住
民間でのコミュニケーションがみられ、当事者間で満足している状態である。しかし、一方
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で農村部での電気料金に対する不満や住民の知識不足による認識不足から生じる満足では
ないかという指摘もある。 
 
 民間事業者―地方有力者、武装民族グループモデル 
Mong Hpyik、Manton などでは、武装勢力が電力の配電に関わる例も確認されている。地
元企業の株主として武装勢力が出資をしている。設置を行う民間企業は、政府への納税によ
って地方自治体と連邦政府より許可が与えられ全体の管理を行う。システムの管理に住民
コミュニティーが関与する例もある。 
 
 コミュニティーベースモデル―コミュニティー移譲モデル 
Cho Kham にて見られた例である。政府機関や海外資金によってミニグリッド事業の初期
費用を負担し、設置後その所有権を地域コミュニティーに引き渡すことで、コミュニティー
による安価の運営が可能となるようなモデルである。Cho Kham においては、JICS の人的
資金的援助を DRD を通してコミュニティーへと渡している。コミュニティーはミニグリッ
ドの所有権を持ち、コミュニティー内の人間でミニグリッド事業を管理している。この方式
は前述のコミュニティーモデルの特徴として、最低限の運営コストのみの回収になるため
電気料金が抑えられるとされているが、この地域の電気料金は月額 1000 チャットである。
他の地域と比べてこの値が低いかはさらなる調査が必要である。 
 
 コミュニティーベースモデル―コミュニティー負担モデル 
Mong Tong にて見られた例である。初期投資を政府側が住民に特別融資を組むことによっ
て住民が負担することを可能にし、ミニグリッドをコミュニティーが所有し、コミュニティ
ーの数人が代表として管理を行うようなモデルである。コミュニティー移譲モデルと異な
るのは、初期費用が住民の負担になる点である。 
 
小括 
共通点として事業の開始時点での予算組みや地域策定は連邦政府によって実行されている
点である。現地の調査員の話によると、コミュニティー移譲モデルで行われるミニグリッド
事業が大多数であり、民間企業が参入して行っている例は少ない。 
 
 
3.4.2. ミニグリッド事業の問題点 
 
コミュニティー移譲モデルと呼んでいる初期の費用を政府によって負担することでコミ

ュニティーにミニグリッドの権利を渡すモデルが主要なモデルであるミャンマーでは、ミ
ニグリッドの実装に関して政府側の予算に制限を受ける。引き続き政府の資金面における
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補助は必要であるが、政府が予算組み、事業決定を行うスピードに合わせていると 2030 年
に電力の普遍的なアクセスを達成することを目的としたミャンマーの全国電化計画（NEP）
を達成するにはスピードが足りない恐れがある。 
Muse の中国国境地区の住民がグリット拡大によっての電化が行われていないことからも、

現在の無電化地域全てにグリット拡大によって電力を届けるには予算の制限上不可能な地
域が存在することがわかる。また、エネルギー政策を ESE / MOEE の管理下におき事業展
開を行う為、グリッドとの接続が遠い地域を配電拡張地域として認めない。その為、ミニグ
リッド事業を用いずにそういった遠方地の電化は難しいが、ミニグリッドによっても電化
が行えていないのが現実である。 
水力発電による発電が多いが、小規模単独の太陽光発電とディーゼル発電とのハイブリッ

ドもみられる。初期の実装目的が家庭内の照明程度のレベルであるため、需要に対して供給
が追い付かなくなっている。徐々に冷蔵庫、揚水ポンプ、種子洗浄機、製粉所、種子選別機
などの小規模な農作業製品など、生産的な用途に使用されるように変化するにつれ需要が
増大していくのが現在のミャンマーである。初期の発電施設だけでは需要を満たすことは
出来ず、追加で発電所を立てる必要も出てきているところもあるが、発電所建設には多大な
コストがかかるため、このコストを誰が負うかが重要である。現在の主流であるコミュニテ
ィー所有者モデルでは、その負担は政府側が負うことになるが、制限された予算内で他の地
域の電化も必要な現状においてこのモデルで電気容量の拡張が可能であるかは疑問である。 
以上まとめると、ミニグリッド事業の実情から問題点を抽出すると、以下の三つを抽出で

きる。 
 
 電化の実行スピードが目標に達するレベルではない 
 ナショナル・グリッドから遠い無電化地域にてミニグリッド事業を実行できていない 
 電力容量が足りず住民の需要を満たすことができない 
 
3.4.3. ミニグリッド事業の改善点の提案 
 

電化のスピードを必要なレベルに引き上げるためには、民間事業者を呼び込みつつ地域
の住民にとって満足のゆく事業を実行する必要がある。しかし、現状としては民間企業が電
化事業に参入をするメリットは薄く、事実参入している民間企業は少ない。住民サイドから
の民間企業への需要も高く、例えば中国国境付近に住む人々は高い中国の電気を使用しな
ければならない現状があるため、この地域に参入してくれる民間企業を望んでいるとの声
も Muse の中国国境付近の住民から上がっている。ナショナル・グリッドとの接続のための
技術的水準の決定や民間企業側に課す税金、事業を行うことに対する認可をどう出すかな
ど政府側が調整できる規制を緩和する必要がある。特に、ミニグリッド事業はナショナル・
グリッドの到達が難しい遠方地での事業実行が可能な点に優位性がある。ナショナル・グリ
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ッドが到達する予定のない地域における事業実行の許可を行うことが重要である。同時に、
その電力を使用する住民側にとって利便性の高いものにするためには、民間企業が利潤追
求行為のみで事業を行わないことや、住民自らの手によってメンテナンス維持などが可能
になるような体制をとる必要があると考えられる。 

また、現在のコミュニティー移譲モデルは政府の補助金に依存する部分が大きい為、政府
予算以上の事業実行が難しい。補助金に依存しない形での事業モデルが求められる。例え
ば、Mong Tong にて実行されたコミュニティー負担モデルや、民間事業者からの融資を受
けて実行するような民間事業者モデルの導入が考えられる。 

よって、改善点として、以下の三つが挙げられる。 
 

 民間企業によるミニグリッド事業参入 
 制限地区におけるミニグリッド事業の許可と実行支援 
 政府による補助金に依存する形の事業モデルの脱却 
 各問題解決法が上記で与えられた課題に対する解決に上から順に並んでいる。 
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3. Tayyab S., (2017), Business models for mini-grids, Smart Villages Technical report 9 

February 2017. 
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4．地方産業振興への取り組みと事業化支援の方法 

4.1 連邦政府の取り組み 

4.1.1 全国中小零細企業（MSMEs）物産品評会 

電化を進めることは、電化を通じて地域コミュニティーの産業振興に資することが目的
である。そこで産業振興の側面からの指導の必要性が指摘される。多くのコミュニティーは
農産品の生産・販売が産業の中心であり、そのため、商品も付加価値が低い、天候に左右さ
れるなどの問題を抱えている。農産品を含め付加価値を高めうる産品の発掘や事業化、さら
には輸出に耐えうる商品開発について指導する機会を作ることが重要である。そのための
特徴ある産品を発掘するため、昨年よりミャンマー政府は、ミャンマー中小・零細企業
（MSMEｓ）による物産品品評会を全国で開催した。 

同見本市・品評会は、自立的な商品開発を進めるためにはミャンマー政府を挙げて取り組
むのが望ましいとの観点から、日本ミャンマー協会の渡邉秀央会長が、かねてより親交のあ
ったミン・スエ副大統領と会談した際、地方特産品や工業製品などを一堂に集めた品評会を
開けば、技術向上や産業振興につながるとして、開催を提言。これを受けてミン・スエ副大
統領が自ら委員長となって、さらにキン・マウン・チョー工業大臣を副委員長とする中小企
業開発委員会（SMEDC）を設置。昨年２月から今年１月まで９回にわたり、各地で中小・
零細企業による MSME 品評会を開催した。出展者など具体的な選定作業などは、工業省工業

検査監督局（DISI）が担当した。 

 

MSME 品評会の日程は以下の通り 
➀18 年２月 23 日〜25 日 マンダレー地域、カチン州 

②18 年３月 24 日〜26 日 マグウェ地域、チン、ラカイン州 

③18 年５月 12 日〜14 日 エヤワディ地域 

④18 年７月 29 日〜８月１日 シャン州、カヤ州 

⑤18 年８月 17 日〜19 日 ザガイン地域 

⑥18 年 10 月 12 日〜16 日 ネピドー、バゴー地域 

⑦18 年 11 月 16 日～18 日 ヤンゴン地域 

⑧18 年 12 月 21 日～23 日 モン州、カヤ州 

⑨19 年１月 25 日～27 日 タニンダーリ地域 

⑩19 年３月 15 日〜17 日 ネピドー（政府開催、予定） 

 
このうち、③のエヤワディ地域で開かれた第三回中小零細企業向け見本市・展示会コンテ

ストと７回目のヤンゴン地域の見本市・展示会では、マーケティングコンサルタントの三宅 
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曜子氏（クリエイティブ・ワイズ代表取締役）が参加。有望商品のピックアップや、出展者
との意見交換のほか、ヤンゴンでは商品開発などについての講演も行った。 

4.2．コミュニティーにおける事業化モデル 

4.2.1 オーガニックがカギに 

 2017 年から 18 年にかけて、JMAがミャンマーで行った調査では、農産品のうち、コーヒ

ーや蜂蜜、チョコレートなどに対する海外からの需要が高いことがわかった。これら産品を

栽培し、製品化している事業者らは、いずれも海外輸出を志向し、オーガニック栽培への意

識も高かった。これら業者は昨年、JMAの招待で、日本を訪れ、日本側小売店などと意見を

交換した。このうちミャンマーで唯一、カカオ豆からチョコレートまで一貫生産するアナン

ダ・ココア・アンド・コーヒー（Ananda Cocoa and Coffee）は、今年 3月に千葉県幕張市

で開かれる Foodex2019に、ミャンマー産チョコレートなどオーガニック商品を初めて出展

する。同チョコレートは、農薬を一切使わずに栽培したカカオ豆を原料に、香料やパームオ

イルなども使わず、伝統的な製法で作られたもの。日本の小売業者からも、チョコレートそ

のものには高い評価が得られた。 

4.2.2. シャン、カチン州での取り組み 

今回の調査では、シャン州、カチン州を中心にオーガニック栽培の農作物を使った製品の

発掘も行った。シャン州では、インレー湖のほとりにある国境省の試験場で、試みられてい

るオーガニックコットンの栽培場などを視察した。現在、二種類のコットンを試験栽培して

いるが、安定した質で、一定の収量を確保するまでには、なお、しばらく時間がかかるとい

うことだった。シャン州では、インレー湖周辺の蓮糸による織物や、銀細工、伝統織物工場、

シャンペーパーを使った工房などを訪問・調査した。ただ、蓮糸の製品や伝統織物、シャン

ペーパー、銀細工などは、お土産ものの範囲を出ていない。 

州都タウンジーでは、農業畜産灌漑省小規模工業局が管轄する織物学校を訪れ、織物を学

ぶ生徒や校長と意見交換した。同工業局が管轄する織物学校は、いずれもマンダレーのサウ

ンダース織物学校とのつながりが強く、同学校で学んだ教官が各州にある織物学校に派遣

されている。また、カチン州ミッチーナでも、同様に農業灌漑省の下にあった（現在は州政

府が所有）織物・洋裁学校を訪れたが、こちらもサウンダース出身の教官が指導にあたって

いた。 

ミッチーナでは、少数民族などの支援を行っているミャンマーのコーヒー製造・販売大手、

Shitar Coffeeの CEO、U Thu Zawの紹介で、NGO団体のメンバーと面談した。同 NGO代表

の Naw Zet氏によると、彼らは、Shitar Coffee からコーヒー店運営に必要な資材を借り受

け、コーヒーショップを開業し、収入を得る一方、伝統織物の技術継承や教育支援などを行

っている。また、NawZet 氏らは、かつてカチン州で盛んだったコーヒー豆やお茶の栽培の
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再興に意欲を持っている。カチン州はシャン高原よりも標高が高いところで、コーヒー豆の

栽培が可能である。標高１５００㍍以上の場所におけるコーヒー栽培は、アジアではほとん

どなく、世界的にも中米やアフリカなどが中心である。ミャンマーのコーヒーの産地である

シャン高原などで作られるコーヒー豆は、すでにベトナムなどで生産される廉価なコーヒ

ー豆と同様、まとめ買いされている。ただ、カチン州では今も少数民族武装勢力とミャンマ

ー国軍との戦闘が続き、コーヒー豆生産も本格的には行われていない。今後、和平が進み、

カチン州の高原地域での栽培を本格的にできるようになれば、ミャンマー産のスペシャリ

ティーコーヒーとしてのブランドを確立するチャンスもあると考える。 

 

4.2.3. オーガニック化粧品との出会い 

昨年 11 月のヤンゴンでの特産品品評会で見たオーガニックの化粧品会社、D`nae の工場

を視察。今年 1月、三宅氏が同社の商品をフランスの専門家に見せたところ、予想以上に反

応が良く、現状で最も価値が高く輸出可能と思われるとの感触を得たため。ザガイン州イン

ドー（Indaw）にある D`nae 社の工場では、オーガニックのシャワージェル、ボディローシ

ョン、シャンプー、フェイシャルミスト、デオドラントスプレー、液状せっけん、抗菌ハン

ドウォッシュ、抗菌ハンドクリーナーなどを製造・販売する。同社によると、近隣に多く自

生するニーム（インドセンダン、Neem）を主原料としたオーガニック製品で、健康意識の高

いトイレタリー商品を作ろうと、自宅近くに工場を建てて 2017年 3月から事業をスタート

したという。地元で製造することで、インドー、ザガイン地域の雇用促進と、地域活性化に

も結び付けたいという。工業省の支援で紹介された中医薬医と海外で学んだ薬学研究者の

指導の下、製造設備等も自力で建設。現在準備を進める専用の自社農園が完成すれば、オー

ガニックマークも取得したいとしている。現在製造した商品は Herbal Healthy Product と

して、ヤンゴンを中心に国内のみで販売している。他の原料も自然素材で、ミャンマー産の

バラは非常に香りが高いことから、水蒸気を使うことで、純度の高いエッセンスを抽出して

いるという。 

今回調査した企業のなかでは、D`nae社のポテンシャルが高い。課題は販売やマーケティ

ングだ。例えば、主原料のニームは、近隣でほぼ無料で手に入るため、製品自体、非常に安

価な価格帯を設定している。その結果、外国のバイヤーから安価で独占契約を結びたいと言

われているという。このため、D`nae社社長には、原材料は枯渇する可能性もあり、オーガ

ニック認証を受けるために自社農園での栽培を行うことになると、さらに資金が必要なこ

と。量産体制にすることで、さらに新商品等の開発ができるため、マーケティング意識をも

って経営を行い、安売りをしないようアドバイスを行った。 

 三宅氏は、今回の調査のなかで、最も注目できるのが D`nae 社としている。同社は具体的

に商品のレベルアップや新商品開発、また品質管理や作業効率を見据えてのサポートや、マ

ーケティングに関しての指導を行うことで、「ミャンマーの代表的企業となる可能性を持っ
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ている」と指摘する。 

ミャンマーには、D`nae でみられるようなオーガニックの自然素材が多く存在してい

る。今、世界中で注目されている『GLOBAL GAP』の観点からみても、ヘルシーでナ

チュラルな食品づくり、またトイレタリー等の生活用品を製造できる国として、注目さ

れる可能性は高い。 
 

4.3．自立可能なビジネスモデルづくりへ 

 
ミャンマーの少数民族地域で、自立可能なビジネスが成立しない理由としては、①原

材料の調達と製品の輸送にかかる地理的制約②電力などのインフラ整備が進まないこ

とによる投資リスク③人材の流出や教育環境の不備④戦争リスク－などが挙げられる。 
地理的な制約から、原材料を輸入するなどして、他の産地と同程度の製品を製造した

としても、輸送コストが上乗せされるため、価格面で不利な状況にある。 

人材の流出も地元に有力な産業がないことから、一向に歯止めがかからない。 

こうした状況下における少数民族地域での産業振興には、輸入や他地域から購入する

のではなく、地元の原材料を使った新たな製品を開発する必要がある。 

そこで注目されるのが、ミャンマー産のオーガニックの原材料を使った製品である。

とくに少数民族地域では、タイや中国ほど商業的な農業生産は行われておらず、農薬を

使わない、有機無農薬によるオーガニック栽培を広められる可能性は高い。少数民族地

域でオーガニックコットンやなどーガニックの素材を使った商品を作っているところ

も出てきている。有機無農薬の素材（Bio）は、現在日本国内で、わずか 0.7％しかない。

特に日本で今問題になっている、アトピー、アレルギーの改善に不可欠な要素として、

素材のナチュラル化に対する需要は非常に大きいといえる。 
 これらを踏まえて、新たな産業の創出には以下のような取り組みが必要と考える。 
 
①生産効率向上のための電力確保 
②輸送コスト削減のための道路の整備 

③販路拡大のための展示会などの充実 
④創業支援・商品開発のための DRDによる支援 

 

 これまで述べて来たように、電力確保のみならず、商品開発・創業支援の観点からも

DRD の果たす役割は大きいと考える。新たに制定される農村開発法の下、ミャンマー政

府による少数民族地域支援が進むことを期待する。 
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補遺：農村開発法（仮訳） 

Rural Development Law 

(2019 Pyi Daung Su Hluttaw Law No.) 

ME 1370 Monthly day 

AD 2019 Monthly day 

Pyi Daung Su Hluttaw Prescribe this laws. 

Chapter (1) 

Title and its meaning 

1. This law shall be called Rural Development law. 

2. The following words in this law, shall be defied as follow. 

(a) ‘State” means Republic of Union of Myanmar. 

(b) “Government” means of Union of Government 

(c) “Rural” means all the territory designated and organized as village or village 

tract without including deigned territory as relevant city’s territory, Township 

City Development area and cantonment development territory. 

(d) “Rural Housing” means contracted housing at rural area, by the arrangement 

of department or permission. 

(e) “Work to obtain Electricity at rural area” means implementing to obtain 

electricity in rural area by out of electricity system by the arrangement of 

department or permission in accordance with policy of obtaining of National 

electricity. 

(f) “Infrastructure” means basic materials instruments and buildings necessary 

for rural development. 

(g) “Invested fund without loss of capital” means fund operated not to loss capital 

after investment public owned fund in order to develop vocational works and 

to increase income for poverty reduction of residences in rural area. 



  

91 
 

(h) “Supervisory committee” means rural development supervisory committee 

organized by this law. 

(i) “Ministry” means Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation of Union 

Government.  

(j) Department means rural development department. 

 

Chapter (2) 

Purpose 

3. Purposes of this law are as follow. 

(a) To carry out rural development works continuously. 

(b) To become narrow the gap of social economic states between rural and urban 

area. 

(c) To be able to use effectively human resources and investments obtained in 

rural development works. 

(d) To try hard Endear owing to emerge enforced social institute in order to 

response and protect at rural areas if it is occurred danger and to increase the 

capacity of the rural dwellers. 

(e) To promote the participation of residence when implementing rural 

development. 

(f) To carry out to improve health and education standard of rural residents, to 

obtain water in rural area, to construct and maintain village road, access road 

and bridge, to obtain electricity in rural area and to carry out the development 

of socio-economy of rural residents. 

 

 

Chapter (3) 

Organizing supervisory committee and its duties 
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4. Union government shall  

(a) in respect of rural development for policy making and organizing coordination 

supervisory, be organized as supervisory committee which included “Union 

Minister of Ministry as chairman, Deputy Minister as Deputy Chairman, 

Director General as secretary, Deputy Director General as joint secretary and 

persons from relevant government departments and government institutes 

who are not lower than the position of Director General as members”. 

(b) Supervisory committee organized by sub-para (a) shall be amended and 

organized as necessary. 

5. Responsibilities of supervisory committee is as follow. 

(a) Laid down policies and works by the agreement of government in respect of 

rural development. 

(b) Submitting to government after drawing annual, short term, long term and 

main projects in respect of rural development. 

(c) Supervising to carry out annual, short term, long term and main projects 

approved by the government within designated period, and allocating duties 

to carry out to department with negotiating the relevant departments and 

institutions. 

(d) Cooperating to be obtained finance and technical assistances from United 

Nation Organizations, international organization, foreign country, Non-

government organizations, social organization, public base organization and 

private organization with the agreement of government in accordance with law. 

 

(e) Developing investment fund without losing capital in order to attain income 

improvement and occupations of rural dwellers. 

(f)   Supervising and designating duties and responsibilities, establishing the 

organization and required committee in order to implement rural development. 
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(g) Communicating and coordinating with relevant region/state government or 

Nay Pyi Taw council as necessary. 

(h) Implementing duties in respect of rural development laid down by government. 

(i) To carry out the purpose of this law. 

 

Chapter (4) 

Responsibilities and rights of department 

6. Responsibilities and rights of Department are as follow. 

a. To carry out projects in respect of rural development works given by 

supervisory committee. 

b. Base on necessity submitted by rural residents, submitting to supervisory 

committee after negotiation and drawing rural development projects with 

relevant organizations in each region, implementing after getting the 

approval. 

c. Submitting proposed calculation fund for projects laid and approved by 

supervisory committee.  

d. It is to implement the following works by the permit of supervisory 

committee either the state fund or international assistances or relevant 

government departments, government organizations, external organizations, 

residences supports’ assistances and participation. 

1. To obtain water for rural area, environment saturation and personal 

sanitation.   

2. To obtain electricity in rural area. 

3. To construct housing in rural area. 

4. To obtain occupations for rural area dwellers and to develop investing fund 

without losing capital in accordance with designation in order to carry out 

economy. 
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5. To arrange to obtain technic, investment and markets for home based 

industries. 

6. To implement by coordination with relevant government’s department and 

institutions to be opened industry base enterprises, vocational training and 

capacity building up training for the rural dwellers. 

7. To carry out small scale infrastructure development works, income 

improvement works and vocational development works which could be 

operated with the participation of rural dwellers. 

e. To construct and maintain access road and bridges for agriculture and 

livestock and maintain included in project implemented by international 

assistance or road and bridge in village which has right to decide and choose 

by the public according to community base projects implemented by the 

supervision of department. 

f. To co-operate with relevant government department and organizations in 

order to develop health, education and social economic development of 

peoples in rural area. 

g. If any danger occurred in rural area, 

1. To help to appear strong responsive social organizations. 

2. To cooperate with relevant government department and organizations. 

h. To submit to supervisory committee after compilation monitoring, 

evaluation upon activities of rural development implementation.  

i. To collect data regard with rural development activities with relevant 

government department and organizations. 

j. To implement research activities in respect of rural development. 

k. To cooperate to obtain financial and technical assistances from local and 

international organizations by the agreement of supervisory committee in 

accordance with law.  
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l. To supervise and to give responsibilities with the forming of necessary 

working committee, sub-committee or working groups as per relevant 

village and township level when implementing rural development activities. 

m. To reoccupy either all of funds or part of it by the approval of Ministry if 

relevant working committee, sub-committee or working group cannot carry 

out or do not obey the instructions when implementing with state budget 

fund. 

n.To implement rural infrastructure development activities with public private 

partnership system. 

o.To arrange domestic and abroad training, workshops, opinion exchanges, 

demonstrations and excursions in order to promote qualities of staffs, 

working committee, sub-committee and working groups when 

implementing rural development activities. 

p. To collaborate in rural development activities implemented by international 

organizations. 

q.To cooperate and coordinate with relevant government department, 

organizations, representatives of parliament when implementing rural 

development activities.  

r. To implement other duties assigned by supervisory committee and Ministry  

7. Department shall operate one of following methods to implement rural 

development by the agreement of supervisory committee. 

a. Assigning works after calling tender in accordance with designation to 

private companies. 

b. Implementing signing on agreement with United Nation organizations, 

Non-government organizations or community base organization. 

c. Operation directly in need of technology. 
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d. Implementing assigning work with the technical assistance of department 

after forming working committee, sub-committee or working groups in 

relevant village. 

e. Assigning work to relevant government department and organizations for 

the activities which is necessary technical assistances 

f. Implementing other suitable methods. 

 

Chapter (5) 

Duties and rights of rural residents 

8 Duties and right of rural dwellers are as follow  

a. To maintain infrastructures implemented to develop rural area. 

b. To carry out designated work by using loan if it takes a loan in respect of 

rural development. 

c. According to sub-para (b), to carry out loan and interest in accordance with 

the following designations 

i. To refund at the designated period 

ii. To pay designated fines or penalty fees if it is paid over due 

date. 

d.  Department shall participate in the organizing works on rural development 

implemented by department. 

e. When implementing rural development works, it is to solve the problems 

with the assistances of relevant administration office if it is occurred any 

problem disparity of organization between village people. 

9. Rights of submitting residents are as follow. 

a. Right of submitting to relevant government department, organizations and 

person to carry out rural development. 
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b. Right to discuss upon suggestion and to have demanding information and 

data, observation and participation in rural development. 

c. Right to carry out village’s self-plan after submitting to department for rural 

development activities which is concerned with department. 

d. Right to use collecting fund and right to maintain in accordance with 

designation of working committee for rural development to be implemented 

with village arrangement. 

e. Right to use loan from fund of investment without losing capital in 

accordance with prescribe of development works of invest fund without 

losing capital in this law. 

f. Right to use the interest obtained from the works in sub-para (e) for rural 

development in accordance with this law. 

g. Rights to interrogate the usage of fund for rural development. 

h. Right to visit and study local and abroad rural development activities by the 

arrangement of ministry. 

i. Right to have opportunities without disparity of opportunity in respect of 

rural development. 

Chapter (6) 

To obtain rural water resource, environment health and personal health. 

10. Department shall 

a. Implement new activity to obtain water, maintain and upgrading in rural area. 

b. When implementing by sub-para (a), it could implement by accepting 

technic, support assistances, loan, donation of local, international and 

private organizations  including fund permitted by state. 

11. Department shall 

a. When it implements to obtain water in rural area, it could permit to 

distribute water either with free or with charges. 
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b. It could implement collecting water bill, neural maintaining including 

being able to obtain water and maintaining charges in accordance with 

designation. 

12. Department shall implement drawing planning to obtain water for rural area, 

schools in rural area, hospital and clinic, environmental health and personal health 

in accordance with designation. 

13. Department shall implement and have rights to use land required for water 

distribution and water resources activities after organizing water obtained 

committee in order to operate water obtaining in village in accordance with law. 

14. Department shall implement submitting to supervisory committee which shall 

submit and negotiate with relevant government department and organizations, 

facts to be followed for not to be dry water resources and not to eliminate forest 

of its environment including stream using to obtain water for rural area. 

15. Department shall 

a. Investigate water quality of water resources using for rural area with 

standards and specifications. 

b. When investigating by sub-para (a), it could suspend or prohibit water 

supply if it is not fixed with standards and specifications.  

16. Department shall implement to obtain water immediately with negotiation to 

relevant government department, organizations, and private donors for the area 

where water shortage is occurred due to any reasons.  

17. Department shall implement public education in order to know village residence, 

collecting information and data in respect of management and maintaining to 

water resource. 

18. Department shall implement the following cooperation with relevant government 

department, organizations and privates in order to practice the habitats of personal 

hygiene and environment hygiene for residents. 
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a. To develop the practices environment hygiene and personal hygiene. 

b. To make education and organizing for separating reusable types and 

unusable types and types to reuse and reducing rubbishes. 

c. To make education and organizing for reusing after recycling safety or 

discarding safety and systematically the water wasters.  

d. To construct septic tank Latrines systematically in conformity with hygiene 

after diminishing rubbish in environment. 

 

Chapter (7) 

To have electricity light in rural area 

19. Department shall negotiate with relevant government department, organizations 

in order to have lighting in rural area. 

a. It is to perform in conformity with existing law. 

b. It is to implement by organizing relevant village electricity lighting 

committee. 

20.  

a. Self-reliance implemented person who want to have rural lighting shall 

implement to have permit in accordance with designation through from 

department to Ministry. 

b. According to sub-para (a), ministry shall implement negotiation with relevant 

government department, organizations in order to be able to collect and obtain 

electric charges per unit for approval person. 

c. According to sub-para (a), approval person shall consider environment 

impacts and not to happen dangers when implementing electric lighting. 

21. A person who implement by section (7) except implemented by self-reliance 

person who want to have rural lighting, after finishing construction works, shall 

implement as follow. 
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a. To transfer to the relevant village electricity lighting committee in 

accordance with designations as soon as after finishing construction works 

if without including private investment.  

b. As soon as termination of designated period to collect electric bill if private 

investment is included  

i. To transfer to the relevant village electricity lighting committee in 

accordance with designations. 

ii. To carry out to obtain permission after submitting to department in 

accordance with designation if it is to carry out works continuously. 

22. Relevant village lighting committee shall collect expenses in accordance with 

designation of department in order to implement maintaining in village electricity 

lighting works implemented by the assistance of local and abroad. 

 

Chapter (8) 

Rural Housing Construction Works 

23. Department shall implement rural housing construction works as follow 

a. To be assistance in order to settle in rural area for rural dweller. 

b. To coincide with traditional culture of relevant region and to have resistance 

to natural disaster. 

c. To scrutinize systematically land ownership in conformity with law. 

24. Department shall implement rural construction works including designation of 

choosing land for new village establishment due to any causes and also including 

disaster area by negotiating with relevant department, organizations in accordance 

with law.  

25. Department shall implement using one of the methods in section (7), obtaining 

the agreement of supervisory committee in accordance with designation when 

implementing rural housing construction works. 
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26. A person who constructs rural housing in accordance with one of the methods in 

section (7) shall transfer to department as soon as after finishing construction 

works. The department shall hand over continuously to relevant designated group 

with the housing construction record. 

27. Department shall implement management works including choosing land, placing 

the housing for rural housing construction works by cooperating with relevant 

government department, organizations. 

 

Chapter (9) 

Developing fund without loss of investment 

28. Supervisory committee shall 

a. Develop invested fund without loss of investment by using state fund or 

donating funds from local donors, international government, non-government 

organizations and privates. 

1. To carry out family income and job opportunity improvement in order to 

reduce poverty for rural dweller. 

2. To implement agriculture and livestock for food safety. 

3. To carry out rural development by self-rural people with promoted cash 

from fund without loss of investment. 

4. To develop by giving training to emerge strong responsive social 

organizations if any dangers is occurred and to develop capacity of rural 

people. 

b. When it is carried out projects by sub-para (a), it can draw and issue working 

instructions concerned with fund managements, designated rules, duty and 

responsibilities for each level of working group after organizing it.  

29. Department shall supervise and inspect the implementing works, maintaining the 

account and fund usage of village working groups in order to sustain without 
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losing invested fund. 

30. Rural resident:  

a. Has right to borrow the fund without losing the investment fund by village. 

b. Could borrow in accordance with designation in order to implement 

agriculture, livestock and breeding, fishery, electricity lighting, production, 

trading and other professional works. 

c. Shall repay capital and cost interest in accordance with designation. 

d. Shall Use and carry out the interest obtained by sub-para (c) in rural 

development works in accordance with designation after getting approval 

of department. 

Chapter (10) 

Maintaining fund and auditing 

31. Ministry and department shall use permitted fund for rural development in 

accordance with financial rule. 

32. Ministry shall implement accepting, maintaining and using the budgets and 

materials including foreign currency obtained by local and international assistance 

in respect of rural development with agreement of government after negotiating 

with relevant government department and organizations. 

33. Department shall use budget including foreign currency obtained by local and 

international assistance in accordance with designation after opening separate 

bank account by the permission of ministry according to section (32).   

34. Department shall directly hand over to rural residents for direct supported budgets 

and materials permitted by relevant for rural development, and shall supervise 

budget usage and work activities. 

35. Department shall mange to describe the expenditure settlement at the public area 

with the designated period in respect of rural development activities cooperated 

by relevant village working committee or working groups. 
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36. Working committee, sub-committee and working groups organized according to 

this law including department shall be accepted inspection of union auditor office 

for budget and material usage, work activities in respect of rural development. 

 

 

Chapter (11) 

Offence and punishments 

37. Anybody, who mis-use rural development material or fund, shall be pursued by 

existing law. 

38. Anybody who was sentenced to obstruct or disturb the operation of rural 

development project and immoral oppression, shall be sentence for not more than 

2 years of imprisonment or not more than 2 lakh kyats fine or both punishments. 

39. Anybody who was sentenced due to breaching one of released laws, rules and 

regulations, notifications and orders or dismissal for following, shall be sentenced 

not more than one-year imprisonment or not more than one lakh fine or both 

punishments. 

Chapter (12) 

Miscellaneous 

40. Supervisory committee shall implement to develop socio-economic knowledge of 

rural residents. 

41. When rural developmental village committee or groups are established, male and 

female number shall be proportionally included as equal as possible. 

42. With regards to development activities implementing by Government institutions, 

Department can coordinate and collaborate with the concerned departments and 

institutions as necessary. 

43. With regard to rural development, Department shall have to disclose for funds, 

uses of equipment and operating programs supported by local and foreign aids.  
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44. Department shall collect its issued loan together with the interest, including 

invested capital which was failed to refund as remaining land tax. 

45. It is to have ministry permission prior to prosecution for offences convicted by 

section 39. 

46. If it is required to take action some staff by this law, only with this prior ministry 

permission shall be prosecuted. 

47. Offences under section 38 and 39 in this law shall be designated as those which is 

cognizable by police. 

48. In order to carry out prescriptions in this law. 

a. Ministry can issue laws, rules and regulations through the agreement with 

government. 

b. Ministry and supervisory committee can issue notification, order, 

directions and procedure. 

c. Department can issue order and directions with the agreement of Ministry. 

 

I, sign on it by Constitution of the Republic of Union of Myanmar.  

        

President 
        The Republic of the Union of 
Myanmar. 
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