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【短報】

ミャンマー •TawYaw 村における柑橘栽培の技術的課題

山下哲平＊I•佐々木大＊I •佐々木綾子＊1

要旨

本研究は， ミャンマーにおいて，相対的貧困に陥る危険性の高い少数民族 (TawYaw村）に着目し，「環境親和

型農業」である茶から換金作物である柑橘への作目転換が芋む課題を，持続可能な生計向上の視点から整理した。

結果として，第一に，農民所得は柑橘栽培によって決定づけられる。第二に，柑橘への化学肥料の使用は適正量で

はない状況に陥っている。第三に，農薬の使用は柑橘生産に強く影響している。すなわち， TawYaw村における

柑橘栽培の改善には，化学肥料および農薬の適正な使用技術の普及が求められており，これにより支出の低減と柑

橘生産量の向上が期待できる。

【キーワード】ミャンマー， コミュニティ開発，少数民族，農業技術，化学肥料

Technical challenges of citrus cultivation in TawYaw village, Myanmar 

Teppei YAMASHITA *1, Futoshi SASAKI*1, Ayako SASAKI*1 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the challenges faced by farmers in TawYaw village, Myanmar, 

following the transition toward growing more cash crops in the village, from a sustainable development perspec-

tive. The findings of this study indicate that farmers'incomes are largely dependent on sales from citrus cultiva-

tion but that the amount of chemical fertilizer being applied in the citrus fields is at a detriment to the crop 

yield. The study also reveals that using chemicals to prevent the spread of diseases and the presence of insects 

affects the growth of citrus crops. 

This thus underlies the importance of using the recommended amount of chemical fertilizer. This will play an 

important role in both reducing the amount of money spent on chemicals as well as increasing the yield of citrus 

crops. The diffusion of such cultivation technology should improve citrus cultivation in TawYaw village. 

【Keywords】Myanmar,Community development, Minority race, Agricultural technology, Chemical fertilizer 

I.はじめに

2011年， ミャンマー連邦共和国（以下， ミャン

マー）は軍事政権国家から民政移管を果たし，経済成

長に向けた社会的な転換点を通過した。経済の発展や

国民生活に与える影響は大きく， 2015年のミャンマー

実質 GDP成長率は 7.0％で，前年の 8.7％を下回った

ものの 4年連続で 7％を超える高成長を維持している

（図 l)。また，同年には総選挙が行われ，アウン・サ

ン・スー・チー女史率いる NLD(National League 

for Democracy : NLD)が圧勝し，政権交代を実現さ

せた。

他方で， ミャンマーは人口 (5,337万人， 2017年国

連）の 70％をビルマ族残り 30％が約 135の少数民

族で構成されている。ビルマ族と他の少数民族との歴

史的対立や経済格差があり， ミャンマーにおける少数

民族を取り巻く諸課題は，今後の社会・経済発展を期

する上で看過することができない。

本研究の目的は， ミャンマー・シャン州の少数民族

によって構成される一農村 (TawYaw村）を調査対

象地とし，生計の主軸である農業の変化に着目し，村

*l 日本大学生物資源科学部， Collegeof Bioresource Sciences, Nihon University 
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資料： FAOSTATを基に筆者作成

内の所得格差の拡大傾向を浮き彫りにすることであ

る。

同村では栽培される作物が時代ごとに変遷してき

た。パラウン族は，伝統的に茶の栽培を生業とする民

族であるが，約 50年前まではケシも栽培していた。

それ以降は，茶に合わせて，コメやトウモロコシ，そ

して現在はそれらに代わり，主に柑橘栽培に移行し，

急速にその栽培面積を拡大させている 1)。現在，主業

となっている柑橘は， 1995年ごろから近隣の村（他

民族）から伝播し，導入されたもので，農民たちの柑

橘栽培経験は最も長くて 20年，平均的には 7~10年

程度と，経験・知識ともに乏しい状況である。した

がって，柑橘栽培方法に関する情報収集および技術の

習得は TawYaw村民にとって最大の関心事である。

本研究の目的は，国際社会に復帰し，急速な経済成

長を見せるミャンマーにおいて，相対的貧困に陥る危

険性の高い少数民族 (TawYaw村）に着目し，「環境

親和型農業」である茶から換金作物である柑橘への作

目転換が芋む課題を，持続可能な生計向上の視点から

整理するものである。

II.少数民族が有する所得向上に向けた課題

ミャンマー農業灌漑省は，農業生態環境を構成する

地形・耕地特性，気候特性，栽培される作物の視点か

ら，国土を 4つの地域にゾーニングしている（図 2)。

丘陵山岳地域，中央乾燥地域，デルタ地域，沿岸地域

である。人口 7割を占めるビルマ族が中央乾燥地域や

中央乾燥地域にて農業に従事しており，平野部にて稲

作栽培などに取り組んでいる。またデルタ地域では，

コメ国内生産量の 6割を産出している。

一方，沿岸地域や丘陵山岳地域の農業の主な担い手

は少数民族である。沿岸地域ではコメやゴム，オイ

ルパーム等の永年作物が育てられている。そして，丘

陵山岳地域の農業は盆地型，支谷底型，斜面型の 3つ

に分類され，盆地や支谷底の高台では水路による灌漑

畑作，低地では水稲栽培が行われている。斜面では

チーク材や薪炭材の供給地だけではなく農業にも利用

されており陸稲，メイズ，ソルガムなどが産出されて

いる。 1,300mを超える高地では茶畑も見られる。し

かし，林地は焼畑耕作で劣化，土壌浸食，堆砂，水資

源の枯渇が見られる。肥沃な平野がなく，大規模農業

が営まれないという問題がある。すわなち，少数民族

を取り巻く環境には社会的・経済的に不利な側面が多

く存在する。

このようにミャンマーでは英領時代の影響もあり，

「民族的複合社会の形成」による社会の安定性の低下

や農村地域の治安悪化が貧困発生の原因の一つになっ

ている (A.Chan 2011）。また，民族間での教育格差

も大きく，教育インフラに加え，民族出身の教師が少

ないために定着率が低いこと，進級試験がミャンマー

語であるため落第者が多いことなどが挙げられる（近

田 2018)。高橋 (2010)は，民族多様性の負の側面

が経済成長にマイナスの要因となると指摘している。

本研究が着目するシャン州は， ミャンマー最大の州

であり，丘陵山岳地域に属する。また，多様な民族を

擁し，多くの自治区間での独立紛争が起こっている。

そして農業を主業としており，特に茶が主要作物であ

る2)。茶の生産割合を見るとシャン州が占める割合が

圧倒的に多いことがわかる（図 3)。しかしながら近
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費料： Centralstatistical organization (2010)を参考に錐者作成

年，民政移管の影響により，情報・技術，物資が流入

し，農民の作付け選択に影響を与えている。とくに伝

統的作物の栽培から換金性の高い作物，果樹やコー

ヒーなどへの転換が確認されている。本研究では柑橘

に着目しており， ミャンマーでは生産量が急増してい

ることがわかる（図 4)。

調査地である TawYaw村でも， 20年ほど前から柑

橘栽培が始まった。現在に至るまで村には確立した柑

橘栽培方法はなく，農民たちは近隣市場や知人から入

手した僅かな情報を頼りに栽培に取り組んでいる。ま

た，同村には「茶は両親，柑橘は恋人」という言葉が

あり，茶は両親のように世話をすることなく恩恵をく

れるのに対し （無施肥）， 柑橘は恋人のように手間を

かけないと恩恵をくれない （化学肥料 ・農薬の多用），

という意味で，柑橘栽培の苦労を表している。

農民たちは，全体平均で農作物売上の45％以上を

化学肥料と農薬の購入賀用に充てているが，基本的な

栽培技術情報の欠如により，不適切な使用や過剰投入

が心配されている状況である。
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皿 TawYaw村の概観

1.市場へのアクセスピリティと輸送資本

調査対象地は， ミャンマー・シャン）11南部タウン

ジ一群 TawYaw村である。同村は無電化村で，人口

は 138世帯 600人程度である。民族は，少数民族パラ

ウル族によって形成されており，伝統的作物である茶

と新たに取り組み始めた柑橘の生産を主業としている

3)。そして僧侶と村長を中心とした社会関係が構築さ

れている。同村は，常設の市場がある町 (Kalaw) か

ら約 10km離れた山岳地帯に位置する。そのためこ

の村において， トラック， トエラジ（運搬用トラク

ター），バイクなどは生活において重要な存在であり，

これら輸送資本の所有状況は，世帯の所得水準を決定

づける重要な存在となっている。

2017年の農村調査では， トラックが2台， トエラ

ジが7台，バイクが約 100台確認できた。この村に，

バイクが普及し始めたのは 2008年ごろからで， トエ

ラジやトラックが購入できるようになったのは 2012

年ごろからである。それ以前は，一番近い市場まで片

道 3時間歩いて農作物を販売していた。この輸送資本

の変化により，農民の生活は大きく変化をした。例え

ば，市場や畑への移動時間が短縮でき市場での買い

物（苗，化学肥料や農薬等）が容易になった。また，

比較的高値で卸すことできる遠方の市場にも農作物を

販売できるようになった。

このような変化により，従来通り茶の生産を中心に

生計を維持するだけの農民と，柑橘を中心により多く

稼ごうとする意欲的な農民の分化が始まったといえ

る。

2. TawYaw村の農家経営の実態

表 1は， 2018年に実施した 127世帯を対象とした

アンケート調査結果である（有効回答数 108世帯）。

この調査結果から以下の 3点が明らかとなった。 1点

目は，所得のばらつきが大きいことである。最高所得

2,201ドル／年から最低所得 197ドル／年と， 11倍以

上の所得格差があることがわかった。 2点目は，世帯

売上に占める柑橘の比率が高く，茶は本数は多いもの

の所得効果は低いことである。 3点目は，化学肥料お

よび農薬の使用額が世帯の総売上に比して，全体平均

表 1 TawYaw村における農業経営の概況

($ 1 ~ 15,220 MMK) 

平均値 標準偏差

総売上（世帯） 253.20 ドル

総売上における柑橘収入割合 68.67 ％ 

植樹本数（柑橘） 913.43 本

樹齢（柑橘） 6.23 年

柑橘売上額 198.66 ドル

化学肥料の年間費用（柑橘） 51.26 ドル

農薬の年間費用（柑橘） 65.96 ドル

植樹本数（茶） 6115.79 本

樹齢（茶） 12.10 年

茶売上額 62.66 ドル

総売上に対する化学肥料と農薬の
46.29 ％ 

年間使用額割合

資料： 2018年4月に実施したアンケート調査より筆者作成
注：調査対象となった全農民のデータを示している。
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で46％と大きいことである。

以上のことから，農家世帯収入としては柑橘の出来

の影響が大きく ，農家世帯支出としては化学肥料と農

薬使用の多霧が影響していることがわかった。この収

入と支出の両方とも柑橘に関わるものであり ，パラウ

ン族である TawYaw村民にとって伝統的な農産物は

変わらず茶であるが，経済的な農産物は柑橘となって

いることが明らかである。しかし，その栽培方法は確

立しておらず，生産性や持続性の点で多くの課題が残

されている。

楢）は相関係数が 0.69, 決定係数が 0.47であり ，モ

デルとしての説明力が低いことがわかった （図6)。

これは化学肥料の過剰投入や不適切な時期の投入が影

聾していると考えられる。すなわち，多くの農民が柑

橘栽培において化学肥料を使用しているが，その使用

の多寡と合計収入 （年間）との相関に誤差が出てい

る。

他方で，農薬の年間収入 （柑橘）は絶対額としては

化学肥料よりも低いものの，相関係数が0.85，決定係

数が0.73とモデルとしての説明力が高い （図7)。

3. 統計分析による要因抽出

以上のことから， ①柑橘の出来は農民の家計に直結

している， ②化学肥料は使用が進み， 一部で過剰投入

はじめに， TawYaw村における農業経営の主生産

要素 とその結びつきの強度を明らかにした （表 2)。

目的変数として収入面では①合計収入に加え，最も大

きな収入要素である②柑橘収入を設定した。また，支

出面では支出額の多い③化学肥料と④柑橘の木の数

（苗木の購入代）を設定した。パラウン族は，茶を伝

統的作物として位置づけており，彼らの生活基盤でも

ある。 しかし，今回の分析により，今だに文化的・精

神的には茶が基盤であるにも関わらず，経営的には柑

橘生産が圧倒的に大きく ，これまでは未使用であった

化学肥料や農薬の使用も影響している ことが明 らかと

なった。

茶収入 （年間）

22.28% 

図5は柑橘売上と茶売上の関係性を示したものであ

る。柑橘の平均売上は 3,437,368MMKであ り，茶の

平均売上は 985,165MMKであ った。合計売上の約 8

割を柑橘からの売上が占めており，農家生計は柑橘の

売上に大きく影嬰されることがわかる（図 5)。

図 5 合計収入における柑橘と茶の割合

賓料 2018年4月に実施したアンケー ト調査より箪者作成

次に年間収入 （柑橘）と化学肥料の年間費用 （柑

注 ：茶だけを栽培している牒民を除外し ，柑橘を栽培してい

る農民の合計収入における柑橘と茶の割合を表示してい

るため表 lと比較をすると柑揉の割合が高い。

表 2 単回帰分析結果一覧

変数 相関係数 判定

年間収入 （柑橘）（MMK) 097 [ **] 
蔑薬の年間費用 （柑橘）（MMK) 081 [ **] 
化学肥料の年間股用 （柑橘）（MMK) 070 ［＊＊］ 

合計収入（年間）
木の数 （柑橘）（本） 060 [**] 
樹齢 （柑橘）（歳） 046 ［＊＊］ 

年間収入 （茶） （MMK) 044 ［＊＊］ 

木の数 （茶）（本） 025 ［ ］ 

樹齢 （茶）（歳） 018 ［ ］ 

農薬の年間費用 （柑橘）（MMK) 085 [ **] 
化学肥科の年間翡用 （柑橘）（MMIく） 069 ［＊＊］ 

年間収入 （柑橘）（MMK) 木の数 （茶）（本） 025 ［ ］ 

年間収入（茶） （MMK) 020 ［ ］ 

樹齢 （茶）（歳） 018 ［ ］ 

農薬の年間質用 （柑橘）（MMK) 0.49 ［＊＊］ 

化学肥料の年間賀用 （柑揉）（MMK) 
樹齢 （茶）（歳） 030 ［＊＊］ 

年間収入 （茶）（MMK) 024 ［＊ ］ 

木の数 （茶）（本） 008 ［ ］ 

農薬の年間股用 （柑橘）（MMK) 060 [ ** J 

木の数（柑橘） （本）
年間収入 （柑橘）（MMK) 056 [** J 
化学肥料の年間般用 （柑橘）（MMK) 051 ［＊＊］ 

樹齢 （柑橘）（歳） 042 ［＊＊］ 

査料： 2018年4月に実施したアンケート調査より筆者作成
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の域に到達している，③農薬の使用量の増大は柑橘の

出来に強く影響することが明らかとなった。

IV.結論および考察と残された課題

本稿はミャンマー 山岳少数民族の生業への取り 組み

を「持続可能な生計向上」の視点から整理をした。結

果は以下の通りである。第一に，農民所得は柑橘栽培

によって決定づけられる。第二に，柑橘への化学肥料

の使用は適正量ではない状況，すなわち過剰投入に

陥っている。第三に，農薬の使用は柑橘生産に強く影

響している。

この結果を踏まえると ，TawYaw村における柑橘

栽培の改善には， 化学肥料の適正な使用技術の普及が

求められており これに より支出の低減と柑橘生産量

の向上が期待できる。また，農薬使用のさらなる増大

が見込まれる中，健康被害や耐性を持った病害虫の発

生など長期的な課題が懸念される。さらに化学肥料と

農薬の使用は，長期的には環境問題へと発展する こと

が懸念され， 土壌劣化や水源の汚染などが予想され

る。

同村には，無電化村であるばかりか，コンク リート

舗装道路， 上水下水設備， ゴミ 処理所なども整備され

ていない。居住地を取り囲むように植樹された柑橘ヘ

の化学肥料の施肥や農薬の散布は，村民の生活圏に直

接的に及ぶ状況である。今後は，適正な農業技術の普

及に合わせて，健康 ・衛生に関わる意識の向上が求め

られる。
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（注）

l)コメ栽培の背景には，ネ・ウィン政権時代に行われた供出制，

計画栽培制が影響している。

2)シャン州では， ミャンマー全体の 9割以上の茶を生産してい

る。

3) 1世帯のみ， ダヌ族が居住していた。
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