
１．案件名

国　名：ミャンマー連邦共和国

案件名：和名　シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト

英名　 Project for Eradication of Opium Poppy Cultivation and Rural Development in the 
Northern Part of Shan State

２．事業の背景と必要性

（1）シャン州北部地域のケシ栽培に係る現状と課題

シャン州北部地域（旧北シャン州）は麻薬の原料となるケシ栽培で世界的に知られる「ゴー

ルデントライアングル」の一角に位置し、反政府少数民族グループによって長年にわたりケ

シ栽培が行われてきた。ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）政府は 1989
年からこれらグループとの停戦・和平合意の締結を行い、同時に麻薬撲滅へ同意を取り付け、

1999 年から「麻薬撲滅 15 カ年計画」（1999 ～ 2014 年）を開始した。ミャンマー政府の努力、

わが国の代替作物導入に関する技術協力などもあり、ケシ栽培は撲滅に向けて進展を示した

が、ラオカイ県（旧コーカン特別区）ではケシ栽培停止による収入源喪失に起因する急激な

貧困状況が発生した。同状況を踏まえ、わが国は 2005 年からラオカイ県に協力を集中させた

「コーカン特別区麻薬対策 ･ 貧困削減プロジェクト」（以下、コーカンプロジェクト、2005
～ 2011 年）を立ち上げ、緊急支援を行うとともに、ケシ撲滅後の貧困削減活動を実施。2011
年 3 月のプロジェクト終了までに一定の成果を上げ、ラオカイ県はケシ撲滅状態をほぼ維持

している。

一方、ラオカイ県以外のシャン州北部地域は、国連薬物犯罪事務所（United Nations Office 
on Drugs and Crime：UNODC）報告（2011 年）によれば、ケシ栽培が撲滅に近いレベルまで

達したあと、近年は増加の兆しを示している。同地域の農家の多くは、所有農地規模は小さ

い一方で、農業資材（化学肥料）の投入率は同国平均に比べ高く、借金して資材投入を行っ

ているものの、適切な利用技術が普及していないこともあり生産性が低いため、貧困の悪循

環に陥っている〔国連世界食糧計画（World Food Programme：WFP）、2010 年〕。現状の貧困

が継続すれば、人道上の問題のみならず、ケシ栽培の再開と増加につながり、さらに、地域

経済格差の広がりが少数民族地域と中央政府との対立を助長する危険をはらんでいる。こう

した点から、まずは当該地域における食糧生産と収入の安定が望まれている。

また、シャン州北部地域はケシ栽培が行われた地域であるとともに、さまざまな少数民族

が居住している地域でもあり、本案件は同地域の食糧生産と収入の安定を通じ、地域経済格

差を解消する意味でも重要である。

（2）当該国における麻薬撲滅政策と本事業の位置づけ

ミャンマーは 1999 年に麻薬撲滅 15 カ年計画を策定、2014 年までに国内の麻薬撲滅をめざ

している。また、同国はケシ撲滅のための法的統制と併せ国境地域の少数民族に対する代替
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開発による地域の安定をめざしており、30 カ年少数民族開発マスタープラン（2001 ～ 2030 年）

を策定した。同プランの下、2001 年から国境省国境地域少数民族開発局（Progress of Border 
Areas and National Races Development：PBANRD）により、道路、橋梁などのインフラ、大小

医療施設、教育施設の整備など国境地域開発が進められている。

（3）麻薬撲滅政策に対するわが国及び JICA の援助方針と実績

2011 年 6 月にわが国はミャンマーにおける民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、民衆

に直接裨益する基礎生活分野の案件を中心にケースバイケースで実施するとの対ミャンマー

国経済方針を発表した。その後、テイン・セイン大統領の訪日を契機に、2012 年 4 月、わが

国が発表した新経済協力方針では「国民の生活向上のための支援」の施策例として、農業生

産性向上支援を行う農業・農村開発及び少数民族地域における農村開発が挙げられている。

本事業はケシ撲滅後の貧困状況にある少数民族を対象に、農業を主体とした代替作物の開発・

導入を通じ、食糧確保、収入向上、収入源の拡大といった生計向上をめざすものであり、わ

が国の経済協力方針に合致する。

JICA は同国において、1999 年から本格的にシャン州北部地域で麻薬撲滅のための代替作物

導入支援「代替作物（ソバ）によるケシ撲滅支援（以下、ソバプロジェクト）」（1999 ～ 2004
年）を実施し、2005 年からはラオカイ県に協力を集中させた「コーカンプロジェクト」を行い、

緊急支援を行うとともに、ケシに依存しないコミュニティづくりに向けた包括的な支援を実

施してきた。これら以外にも、「中央乾燥地における貧困削減のための地域開発計画調査」（2006
～ 2010 年）、「農業普及人材育成プロジェクト」（2008 ～ 2011 年）など、長い支援の歴史を有し、

国境省、農業灌漑省から厚い信頼を得ている。

（4）他の援助機関の対応

1）　国連薬物犯罪事務所（UNODC）
UNODC は不正薬物、不正作物監視、代替開発、国境を越えた組織犯罪（麻薬取引等）、

人身売買、マネーロンダリング等の薬物、国際的犯罪に関する問題を包括的に扱い、ミャ

ンマー政府の法的統制による麻薬撲滅地域の支援を行っている。なかでも、不正作物監

視プログラム（Illicit Crop Monitoring Programme：ICMP）の一環として、ケシ栽培調査

（Myanmar Opium Survey）を 2002 年から毎年、ミャンマー政府と協働で衛星画像解析と

現地踏査をベースに行っている。

2）　国連世界食糧計画（WFP）
WFP はミャンマーにおいて、①栄養状態の把握と維持、②国産食糧の購入による販売機

会提供を通じた食糧生産能力の強化、③食の質の改善、食糧摂取の多様化、④国内、国際

組織とのパートナーシップの強化、のため、食糧保障ネットワークを形成し、状況把握や

モニタリングを実施している。

本事業の本拠地となるシャン州北部ラショーにおいても、復興支援（Protracted Relied 
and Recovery Operation：PRRO）を実施中であり、Food for Work、Food for Education を

通じた食糧配布、HIV の AIDS 発症患者や DOTS 治療（短期化学療法を用いた直接監視

下治療）を受けている結核患者への食糧支援に加え、母子の栄養改善、栄養カウンセリ



ングを ADRA（アドラ、Adventist Development and Relief Agency）、AMDA（アムダ、The 
Association of Medical Doctors of Asia）等のパートナー NGO を通じて行っている。

3）　地球市民の会（Terra People Association：TPA）

TPA はシャン州南部で「循環型共生社会の自立発展～循環型農業を核とした農民のエン

パワメント事業（草の根技協パートナー型）」を国境省をカウンターパート（Counterpart：
C/P）として、パオ族、シャン族等の少数民族を対象に実施中である（2012 年 3 月～ 2015
年 3 月）。

３．事業概要

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業は、シャン州北部地域の 3 県において、農家の生活環境と生計に関する現状を把

握し、農家や市場ニーズに基づき同定された代替作物 / 品種を普及し、かつ農外収入源確

保のためのパイロット活動を通じ、農家の生計手段の多様化を図り、もって、同地域のケ

シ撲滅状態維持に寄与するものである。

（2）プロジェクトサイト / 対象地域名

・　 シャン州北部地域の 3 県（District）（チャウメ、ムセ、ラオカイ）人口 117 万 2,769 人（本

調査での聞き取り結果）

・　 パイロット地区（Village Tract）は同 3 県内の 7 つの地区（マンロウ、シンファ、パンセ、

モンポー、コンカー、ミョーテ、ナムサンを候補として選定）（選定基準は４．（1）4）
を参照）

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）

・　 パイロット地区の農家　約 2 万 8,000 名

・　 国境省国境地域少数民族開発局（PBANRD）職員　約 30 名

・　 農業灌漑省農業局（Department of Agriculture：DOA）の対象地域事務所職員、及び農場

職員　約 80 名

・　 農業灌漑省農業研究局（Department of Agricultural Research：DAR）の農場職員　約 10
名

（4）事業スケジュール（協力期間）

2013 年 3 月～ 2018 年 2 月を予定（計 60 カ月）

（5）総事業費（日本側）

5.5 億円

（6）相手国側実施機関

・　 国境省国境地域少数民族開発局（PBANRD）

・　 農業灌漑省農業局（DOA）



・　 農業灌漑省農業研究局（DAR）
なお、PBANRD は主たる実施機関として、社会調査、農外収入源導入のためのパイロット

活動、及び関係機関調整を担い、農業関連活動については DOA、及び DAR が主 C/P となる。

（7）投入（インプット）

1）　日本側

①　 長期専門家：チーフアドバイザー、営農技術、農業普及 / 研修、農村開発、業務調整 /
広報の 5 名、5 年間で計 300M/M

②　短期専門家：茶栽培、農村調査、普及計画、その他、必要に応じ派遣する。

③　C/P 研修：本邦研修、ASEAN 域内研修、他

④　 機材供与：活動用車両、普及活動用バイク、農場用トラクター・耕耘機、事務機器な

ど

⑤ 　プロジェクト活動経費

2）　ミャンマー側

①　 C/P 配置：プロジェクトディレクター 1 名、プロジェクトマネジャー 1 名、チーフカ

ウンターパート 4 名（DAR、DOA、PBANRD）、対象地域の DAR と DOA 農場職員、

DOA の県事務所長 3 名 / タウンシップ事務所長 7 名 / パイロット地区担当職員 7 名、

対象地域内 PBANRD 事務所所員 6 名

②　 施設及び事務スペースの提供：

・　 プロジェクト事務所：PBANRD シャン州北部地域事務所（於ラショー）敷地内

・　 サテライトオフィス：チャウメ県、ムセ県、ラオカイ県にそれぞれ設置予定

③　プロジェクト活動経費

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

1）　環境に対する影響 / 用地取得・住民移転

①　カテゴリ分類：C
②　カテゴリ分類の根拠：本事業による環境への影響等はない。

2）　ジェンダー・平等推進 / 平和構築・貧困削減

対象地域は、ケシ栽培が行われた地域であるとともに、さまざまな少数民族が居住し、

多くの反政府少数民族グループが割拠していた地域である。多くのグループとの間で和平・

停戦協定が締結されるなか、和平による利益を感じ和平状態を維持するためにも、地域住

民の生計向上は非常に重要であることから、本事業は平和構築支援の側面を有していると

いえる。

3）　その他

特になし。



（9）関連する援助活動

1）　わが国の援助活動

・　 2011 年度末に無償資金協力（Grant Aid：GA）が締結された食糧援助（WFP 経由）は

少数民族地域が対象となっていることから、WFP プログラム（Food-for-work：FFW、

Food-for-training：FFT）の本案件対象地域での実施など、現場レベルでの協力関係が

可能。

・　 現地情報の提供、施設建設後の施設活用促進などを通じ、草の根無償資金協力事業と

の有機的な連携が可能。

・　 その他、プロジェクト目標に資する内容であれば、実施中、形成中問わず関連事業の

知識・技術を積極的に活用する予定である。

2）　他ドナー等の援助活動

・　 UNODC はシャン州南部で食糧保障プログラムを WFP と連携し実施している（C/P
はミャンマー薬物乱用統制中央委員会（Central Committee for Drug Abuse Control：
CCDAC）。同事業は 2013 年に終了するが、シャン州内で延長・拡大する方向にあり、

対象地域や事業のシェアなど現場レベルでの連携が期待される。

・　 WFP はシャン州北部ラショー地域でさまざまな事業を実施中であり、支援の歴史の長

い JICA との技術面での連携に対する期待は高い。1）記載のとおり、食糧援助無償の

資金も入ることから、より積極的かつ具体的な協力が期待される。

４．協力の枠組み

（1）協力概要

1）　上位目標：シャン州北部地域におけるケシ栽培面積が増加しない。

指標：

1.　対象地域のケシ栽培面積がプロジェクト開始時の●● ha よりも増えない。

2.　本プロジェクトを参照した活動が、パイロット地区以外の●●地区でも実施される。

2） 　プロジェクト目標：ケシ栽培回帰を防止するための収入源多様化と農業生産性向上を通

じ農家の家計状況が改善する。

指標：パイロット地区の農家において

1.　消費用借金が減少した農家の割合が●●％上がる。

2.　自給用作物の生産量が●●％上がる。

3.　●●戸以上の農家が新たな収入源を得る。

3）　成果及び活動

成果 1： 対象地域において、農家の生活環境と生計に関する課題と優先事業が特定され報

告書にまとめられる。

指標：

1-1　報告書が取りまとめられ、関係者と共有される。

活動：



1-1　PBANRD と DOA が合同調査チームを形成する。

1-2　農家の生活環境と生計に関する社会経済調査を行う。

1-3　調査を基に優先事業を特定し、先方政府が策定する開発計画へ提言する。

1-4　報告書を関係者に共有するワークショップを開催する。

成果 2： 農家の意向・市場性・技術上の妥当性等を考慮した代替作物 / 品種が同定され農家

に提示される。

指標：

2-1　DAR により提示された作物と品種の数

2-2　農家のニーズに基づいて実施した実証試験の数

活動：

2-1　農家の意向と市場性を考慮した有望な代替作物・品種の選定を行う。

2-2　栽培と肥培管理技術の実証を行う。

2-3　有望な代替作物の研究開発拠点を対象試験農場と農家の圃場に設置する。

成果 3：農業改良普及員の普及方法が改善される。

指標：

3-1　評価基準を満たした普及員の割合が●●％となる。

3-2　農家が普及員を通じ新たに導入した作物 / 品種と営農技術の種類

活動：

3-1　対象地域における農業普及の現状を調査する。

3-2　普及員に対し、農家のニーズに基づく普及方法に関する研修を実施する。

3-3　普及拠点を設置する。

3-4　農家に対し、普及サービスを行う。

3-5　普及員が実施した普及サービスを評価し、フィードバックする。

成果 4：対象地域における生計向上手段と収入源が特定される。

指標：

4-1　プロジェクトを通じ実証された生計向上手段と収入源の数

活動：

4-1　 有益な農村開発活動（日本の ODA 事業含む）に係る情報の収集 / レビュー / 分析を

行う。

4-2　 可能性のある収入源に関するバリューチェーン分析
1
と妥当性確認調査を実施する。

4-3　パイロット活動を計画する。

4-4　パイロット活動を実施し、評価する。

4）　プロジェクト実施上の留意点

・　 本案件は、成果 1 で地域の開発をリードする PBANRD の現状把握能力向上を図り、成

1
　 原材料の調達から製品・サービスが顧客に届くまでを一連の価値（Value：バリュー）の連鎖 (Chain：チェーン ) ととらえ、活動

ごとにコストや強み・弱みを明確にすること。



果 2 と 3 を通じ地域ニーズに沿った代替作物 / 品種 / 他収入手段の選定・導入がより推

進されることをねらっている。PBANRD は地域開発予算策定の主要機関であることか

ら、現状把握能力向上とそれを踏まえた開発計画策定への提言、プロジェクトへの更

なる予算配賦のための働きかけ・情報共有を、総括専門家を中心に積極的に行ってい

き、パイロット地区以外、更にはミャンマー国内の他県への成果の拡大を図る。

・　 国境省の予算は限られているため、国境開発予算等関連する予算配賦への働きかけが

重要である。そのためには先方への情報共有が肝要であり、PBANRD より求められた

定期的な進捗報告には積極的に対応する。なお、同報告にはプロジェクトから JICA へ

の提出用資料を活用できるよう、事前に報告項目などの共通化を検討・調整する。ま

た、ミャンマー国内他地域のケシ撲滅にも資するように、先方政府への情報共有に加え、

UNODC、WFP 等関連するドナーとも積極的に情報を交換する。

・　 成果 4 は、農作物生産以外の畜産、養殖、食品加工などさまざまな生計向上手段の導

入を模索するものである。地域農民の家計が安定するためには、多様な生計手段が必

要であり、農作物生産以外の収入手段導入の必要性は高い。ただ、導入にあたっては、

経済的な妥当性、農民の関心双方が必須であることから、規模感などを慎重に検討す

る必要がある。

・　 本案件のパイロット地区候補は、以下のとおり選定した。

①　 対象 3 県のなかから、日本が支援経験を有し、コミュニティとの信頼関係が構築

されている旧ソバプロジェクトで対象とした 7 タウンシップ（ラオカイ、コンカン、

ナムカン、ムセ、クッカイ、チャウメ、ナムサン）を選定。

②　 7 タウンシップのなかから、以下選定基準に基づきパイロット地区を 7 つ選定。

➢　元ケシ栽培地である

➢　コミュニティがケシ栽培撲滅に対し強いコミットメントをもつ

➢　プロジェクト事務所 / サテライト事務所から車両でのアクセスがしやすい地域

➢　有能なコミュニティリーダーが存在する

➢　展示効果が高く他地区への広がりが期待できる地域

➢　過去に JICA 事業との関連をもった経験のある地域

➢　安全性が確保できる地域

・　 本案件は、長い協力経験で培った先方政府、住民双方との信頼関係の上に成り立つ案

件で、日本・ミャンマー両政府から積極的な広報が望まれている。へき地が対象とい

う困難はあるが、通信環境を整備しつつ、広報を主要業務の 1 つとして取り組む必要

がある。

・　 対象地域は少数民族がモザイク状に分布しており、ビルマ語が通じない地区も多い。

言語の壁を排除するため、通訳の確保や同時通訳システムの活用を行う。

・　 各指標の目標値設定のための社会経済調査を、プロジェクト実施前の乾期（2012 年 11
月～ 2013 年 2 月ごろ）と実施後の雨期（2013 年 5 月～ 2013 年 8 月）に実施予定。

（2）その他インパクト

本事業は、対象地域の農家の生計手段を多様化することで生活を安定させ、旧ケシ栽培農

民のケシ栽培への回帰を防止し、ケシ撲滅状態の維持に貢献する。



ミャンマー政府と国境地域の反政府武装少数民族グループとの和平・停戦協定締結の最終

段階を迎えつつある現状において、少数民族の生計の安定化を図る本事業は、平和構築支援

の側面を有しているといえる。

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）

（1）事業実施のための前提

プロジェクト対象地域の治安が安定している。

（2）成果達成のための外部条件

・　 大規模な自然災害が起きない。

・　 訓練した PBANRD 職員や DAR、DOR 職員が大量に異動しない。

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件

・　 対象地域の社会・経済・政治の環境が大きく悪化しない。

・　 作物に深刻な影響を及ぼす異常気象が発生しない。

（4）上位目標達成のための外部条件

・　 パイロット地域外においてケシ代替作物導入に係る普及活動が続けられること。

・　 パイロット地域外において農家がそれを受け入れること。

６．評価結果

本事業は、ミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、ま

た計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用

・　 ソバプロジェクトの際、市場へのアクセスにまつわる課題が大きく販売に支障を来したこ

とから、本事業は対象地域の選定基準に「車両でのアクセスが容易な地域」を設定し、市

場性を確保した。

・　 コーカンプロジェクト終了時に供与機材を引き渡した際、国境省が C/P であったため農業

関係の機材まで国境省が受領したとの事例があった。本事業では、合同調整委員会（Joint 
Coordinating Committee：JCC）において翌年の供与機材リストを確認する際、引き渡し先

も併せて確認する。

・　 本案件では、ソバプロジェクトやコーカンプロジェクトを通じて得られた、市場の見極め

方法、機材供与の方法、あるいはコーカンプロジェクト C/P や普及人材プロジェクトの普

及指導員や教材、など、過去のさまざまな協力プログラムの教訓、成果を活用していく予

定である。

８．今後の評価計画

（1）今後の評価に用いる主な指標

４．（1）のとおり。



（2）今後の評価計画

事業開始 6 カ月以内 ベースライン調査

事業中間時点 中間レビュー

事業終了 6 カ月前 終了時評価

事業終了 3 年後 事後評価


