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リサーチの背景
問題意識

1
3



注目される有機農業

世界的に有機農業が生産者・消費者から注目を集めている

● ミャンマーでも、最大都市ヤンゴンを中心にいくつかの有機農産

物専門店が展開されている

→消費者側には「一種の最先端健康食品」

しかし、

● 有機農業＝農薬や化学肥料に頼らない、近代的農業以前のもの

→消極的な姿勢を見せる農家も多く存在
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注目される有機農業

ミャンマーで有機農業を推進するNPO・NGOは多く存在

∵農民間での農薬や化学肥料に関する知識が欠如

→農薬や化学肥料の過剰な使用によって土壌の質が悪化

→悪化を防ぐ策として微生物等の利用による有機農業の実践により、

1)農薬や化学肥料分のコスト削減

2)有機野菜の需要向上による付加価値化

に着目し、最終的には「農民の所得向上」を目的としている
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問題意識

農民間での農薬や化学肥料に関する知識の欠如

→農薬や化学肥料に関する教育は十分に行われているのか？

有機野菜の需要向上

→現状として本当にニーズがあるのか？

◉現状として「有機農業支援」が農民の所得向上

の最適解と言えるのか？
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リサーチ対象地：インレー湖

● シャン州南部に位置し、国内第2位の規模を誇る淡水湖

● 水上生活を営むインダー族がトマトの水上栽培を行う

→インダー族によるトマトの生産量は国内トップ
● 国内で消費される野菜第一位：トマト

→インレー湖のトマトの生産性の維持・向上は必要不可欠

● 農薬の使用による湖の水質汚染

→多数のNPO・NGOが所得向上の方策として有機農業を推進
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国内調査2
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生産者側に対する問題意識：

農薬や化学肥料の知識の欠如

・農民の8割強は農薬の
危険性を理解している

・病害虫の知識や総合的
病害虫管理(IPM)などの
農薬を減らす技術の知識
を多くの農民は持ってい
ない

May Lwin OO(2006)より 9



生産者側に対する問題意識：

農薬や化学肥料の知識の欠如

・専門の指導員から農薬
に関する情報を得ている
のは全体の1/4ほど。

・情報の主な獲得源は農
薬の企業から派遣された
売人。

May Lwin OO(2006)より 10



生産者側に対する問題意識：

農薬や化学肥料の知識の欠如

特に農薬に関する知識に関しては、危険であることは分かっているも

のの、その薬がどのような害虫に効果を示すのか、また農薬以外の防

除法の存在などについて明確に知っている農民は少ない

→調査は2006年と10年以上前のもの。
2012年前後：ミャンマー民主化と経済開放
2015年：インレー湖が国内初のユネスコ生物圏保存地域に登録

→現在は変化している可能性がある？→現地調査で確認
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消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

有機野菜のニーズの有無に関して、右の

フローチャートを元に三つの判断基準を

設定

1)有機野菜のアクセス可能性
2)消費者の健康・安全への意識の高さ
3)消費者の環境・生態系への意識の高さ

E.K.Yiridoe et.al.(2005)

12



消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

1)有機野菜のアクセス可能性
アクセス可能性

→有機野菜を買う上で根幹となる、
「有機とはどのようなものか？」

「有機作物の特徴とは何か？」

という点に影響を与える

特に、有機野菜に関して政府による明確な

認証制度が整備されていないミャンマーで

は、「どこで」「どのように」売られてい

るのかということは非常に重要
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消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

1)有機野菜へのアクセス可能性

・曹らによれば、有機野菜の普及でもっと

も重要なのは「スーパー」の存在

→スーパーで売られる有機野菜は、市場な
どと違い、安全基準などが設定されている

ことで他の野菜と明確に区別化でき、かつ

消費者にとって便利であるため

中国における有機野菜の流通経路
(曹ら、2015)
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消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

2)消費者の健康・安全への意識
3)消費者の環境・生態系への意識

有機野菜自体には他の野菜と明確に区別でき

るような要因がある

・健康への意識
・食の安全
→健康・安全への意識

・動物福祉
・環境への影響
→環境・生態系への意識

(・生産プロセス)
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消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

2)消費者の健康・安全への意識
3)消費者の環境・生態系への意識

他国における有機野菜購入者に関するアンケートをもとにすると、

1)健康・安全への意識はどの国も高い

2)一般的に有機野菜のシェアが高い欧米諸国は、有機野菜を「環境や他
の生物に優しい」ものとして認知している割合が高い
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消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

2)消費者の健康・安全への意識
3)消費者の環境・生態系への意識

・高田馬場のミャンマー料理店でのインタビュー
”「味の素」の普及と大量消費によって舌のしびれなどが多発して以来、
健康への意識がかなり高くなっている”

・MSG(味の素の主成分)の使用と化学調味料への意識、「偽物の味の素
」に苦悩する日本の味の素などの記事がMyanmar Timesに多く存在
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消費者側に対する問題意識：

有機野菜のニーズの有無

(まとめと仮説)

ターゲットを中間層以上とした時、

1)中間層以上のニーズが「ある」と見なせる要因
・中間層以上を対象としたスーパーマーケットでの有機野菜の普及
・健康・安全への意識が高い→MSGの影響でかなり高いのではない
か？

2)中間層以上のニーズが「かなり高くなり得る」と見なせる要因
・環境・生態系への意識が高い

→1)2)を現地調査で確認
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現地調査3
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生産者側現地調査
(インレー湖):

NPO地球市民の会
タウンジー事務所

地球市民の会・・・
ミャンマーにて「循環型農
業」（≒有機農業)の研修
を20年近く実施

インレー湖でも以前活動を
行っていた
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生産者側現地調査
(インレー湖):

NPO地球市民の会
タウンジー事務所

・金銭的な理由も含めて、農薬や化学肥料に関するインレー湖での教育

は現在行っていない

・各団体が独自の理念に基づいて個々に活動している

・インレー湖以外の山間部では有機農業に強い関心を示す農民も存在

・中間層以上のミャンマー人は有機野菜が安全であることを理解してい

るが、値段が高く買えない(通常の野菜の2~3倍ほど)
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生産者側現地調査
(インレー湖):

タンボジ研修センター

・地球市民の会が運営する

有機野菜農場

・現地の高校生が循環型農
業(≒有機農業)を学ぶ

・栽培した野菜や卵をヤン
ゴンのOrganic Green Hill(
後述)で販売し、教育費の
一部に充てている化学肥料の
知識の欠如

・生態系へ
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生産者側現地調査
(インレー湖):

タンボジ研修センター

・農薬や化学肥料の知識の欠如

・生態系へ

消費者は野菜の見た目を

気にするため、野菜を選

別するための表を作って,
どのような見た目をした

野菜なら出荷可能かを高

校生に教えている
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消費者側現地調査
(ヤンゴン):
City Mart

・農薬や化学肥料の知識の欠如

・生態系へ ・ミャンマー最大のスーパーチェ

ーン

・訪れる客層は主に外国人とミャ

ンマー人高所得者層・上位中間層(
ヤンゴンの都市人口のおよそ2割)

24



消費者側現地調査
(ヤンゴン):
City Mart

・農薬や化学肥料の知識の欠如

・生態系へ

現地の有機野菜専門小売店から商品を仕
入れている

Organicという言葉ではなく、
Chemical Freeという言葉を使用
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消費者側現地調査
(ヤンゴン):
Go Green

・ヤンゴン郊外の日本大使館前
に立地
→海外駐在員が多く住むエリア
（店内でも中国語が飛び交う）

・高所得者層が多い印象
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消費者側現地調査
(ヤンゴン):
Go Green

City Martに比べて値段はやや高め
見栄えの良い有機野菜が多かった
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消費者側現地調査
(ヤンゴン):

Organic Green Hill

ヤンゴン郊外で有機野菜を販売、
地球市民の会が運営

City Martに比べて値段がやや高め

店内には殺虫剤を取り除くための商
品なども販売
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Organic green hillからのメー
ル

品目別では、卵の売り上げがトップ

見た目の悪い有機野菜は売れ残って
しまうので、極力タンボジ研修セン
ターの学生などで消費するようにし
ている

客層…８０％が日本人で、リピータ
ーがほとんど
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考察4
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問題意識(確認)
農民間での農薬や化学肥料に関する知識の欠如

→農薬や化学肥料に関する教育は十分に行われているのか？

有機野菜の需要向上

→現状として本当にニーズがあるのか？

◉現状として「有機農業支援」が農民の所得向上

の最適解と言えるのか？
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生産者側問題意識：
農薬や化学肥料の知識の欠如

現地調査前の疑問：

NPOやNGOは農薬や化学肥料に関する教育は行われ
ているのか？

現地調査後の結論：

あくまでインレー湖周辺のNPOやNGOは有機農業に
関する教育にのみ注力している(∵地球市民の会への
インタビュー)
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生産者側問題意識：
農薬や化学肥料の知識の欠如

新たな疑問：なぜインレー湖周辺のNPOやNGOは農薬や化学肥料に関
する教育を行わないのか？

→"Comparison of Information Dissemination Methods in Inle Lake: A Lesson 
for Reconsidering Framework for Environmental Education Strategies", Htun 
Naing Oo et.al, 2010
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生産者側問題意識：
農薬や化学肥料の知識の欠如

"Comparison of Information Dissemination Methods in Inle Lake: 
A Lesson for Reconsidering Framework for Environmental 
Education Strategies", Htun Naing Oo et.al, 2010より

1)農薬を売る企業から、農薬に関する最新の成分表と実験結果の詳細
や、農民に対する売買結果など、農業教育を行う上で重要な情報の多
くを得られない状況である

(→このような企業は、ヤンゴンの”非常に強い影響力を持つ者”とつな
がりを持っているため、MAS(Myanmar Agriculture Service)のような
オフィシャルな団体の許可なしでも売買を売ることができる)

→東南アジアによくある”癒着”の文化とも捉えることができる
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生産者側問題意識：
農薬や化学肥料の知識の欠如

"Comparison of Information Dissemination Methods in Inle Lake: 
A Lesson for Reconsidering Framework for Environmental 
Education Strategies", Htun Naing Oo et.al, 2010より

2)NPOやNGOは団体規模が小さいために、

・特定の農業に関する一対一の教育を行うこと
・複数の方法論を実践すること
・農家のモチベーションをあげるだけの教育を継続すること
・広範囲にわたって教育を行うこと
がいずれも金銭的な理由でできず、一部の地域に一つの方法論を徹底
して教育することしかできない

ex)地球市民の会の場合、「シャン州南部の農村」で「循環型農業(≒
有機農業」しかできない
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生産者側問題意識：
農薬や化学肥料の知識の欠如

"Comparison of Information Dissemination Methods in Inle Lake: 
A Lesson for Reconsidering Framework for Environmental 
Education Strategies", Htun Naing Oo et.al, 2010より

論文では、”団体間での情報共有、役割分担”が
重要としている

ex)農薬の実験を行うセクター、実験結果を分析するセクター、分析結
果を元に農業教育を実践するセクターなど

＋癒着対応としての国家単位での農業に関する行政改革も
必要か？
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消費者側問題意識：

有機野菜のニーズの有無

(確認)

有機野菜のニーズの有無に関して、三つの判断基準を設定

1)有機野菜のアクセス可能性
2)消費者の健康・安全への意識の高さ
3)消費者の環境・生態系への意識の高さ
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消費者側問題意識：

有機野菜のニーズの有無

1)有機野菜のアクセス可能性

→現在有機野菜の流通のメインとなっているのは富
裕層をターゲットとした高級小売店

現在明確な基準を持った有機野菜を販売
しているのは、

・高級スーパー
・有機農産物専門の小売店

の二つのみ。

→高級スーパーで売られている野菜は、
高級小売店の仲介を通して売られている
ことが多い
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消費者側問題意識：

有機野菜のニーズの有無

2)消費者の健康・安全への意識の高さ
3)消費者の環境・生態系への意識の高さ

→見た目が悪い＝安全そうではない、体に悪そうな野菜は売れ残りに
なる。殺虫剤を除去するグッズなども売られており、化学的なものに

関して非常に敏感

→健康・安全への意識は高いのが確認できたが、逆
に環境・生態系への意識は確認できなかった
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消費者側問題意識：

有機野菜のニーズの有無

ターゲットを中間層以上とした時、

1)有機野菜が一般的であると見なせる要因
・中間層以上を対象としたスーパーマーケットの普及→×
・健康・安全への意識が高い→○
2)有機野菜のシェアが高くなり得ると見なせる要因
・環境・生態系への意識が高い→×

→健康・安全への意識は高いが、依然有機野菜はいわば
富裕層向けの「ブランド品」であり、一般的とは呼べな
い 40



有機農業以外の可能性

・有機農業に興味を持っている農家は限定的である

・有機野菜を購入していることが確認できたのは富裕層のみ

→現在のところ、有機野菜に関する需要と供給のバランスは決して悪
いとは言えない

・健康への意識は中間層も高いと考えられる(∵MSGの影響)
・中間層人口は今後急速に大きくなる見込み(∵Velocity 12に選定)
→中間層をターゲットとして、安全性が「ある程度」保障されている
野菜のニーズに着目することも今後重要なのではないか？
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有機農業以外の可能性

1)減農薬農業の導入
ex)日本の場合
"その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の
使用回数が50％以下、化学肥料の窒素成分量が50％以下、で栽培"

(農林水産省HPより抜粋)
された場合に「特別栽培」として認可される

→日本で実践される高付加価値型農業の多くで実施されている
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有機農業以外の可能性

2)総合的病害虫管理(IPM)の導入

鹿児島県HPより

"利用可能なすべての防除技術
（耕種的防除，物理的防除，生物的防
除，化学的防除）
の経済性を考慮しつつ，総合的に講じ
ることで，病害虫の発生を抑える技術
"
→農薬の使用を抑え、かつ安定した生
産を維持することが可能になる
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最終結論

NPO・NGOなどの小規模団体による有機農業教育は、農
業教育に重要な農薬や化学肥料の情報不足による影響を

大きく受けている可能性が高い。

しかし、現在のところニーズも富裕層のみに限られてお

り、有機野菜の需要と供給のバランスは決して悪いとは

言えない。

→有機農業に強い関心を示す一部の農民に教育すること
は、「現在のところ」所得向上の良い解と言える。
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最終結論

しかし、より広範な農民の所得向上を考えた場合、

1)急速に発展する中間層をターゲットとする
2)各民間団体が連携する
3)減農薬農業やIPMなど農薬を「減らす」技術の導入

をその地域の特性や、支援団体の事情に合わせて行うこと

が最も有効であると考えられる。
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・河本⼤地. (2006). スリランカにおける有機農業の展開とそのメカニズム. Geographical Review of Japan, 79(7), 373- 397.
・⾺梦思, & 佐々⽊隆. (2012). 中国都市部における有機農産物の購買⾏動. 農業経営研究, 50(2), 94-99. 
・『有機農業に対する消費者の理解と関⼼に関するアンケート調査』
・Yutthana, V., & ⾨間敏幸. (2004). タイにおける有機農産物に対する消費者ニーズと購買⾏動の解明. 農業経営研究, 42(1), 171-174.
・http://www.daichi-m.co.jp/foodreport/3619/ 
・博報堂、『ミャンマー・ヤンゴンの富裕層・準富裕層の暮らしぶり』、2014 
・www.joaa.net/research/syohisya-h24-1.pdf
・14044-msg-makes-snacks-good-or-means-sick-gourmands.html
・https://www.mmtimes.com/special-features/168-food-and-beverage/7444-process-this.html
・『ミャンマー⾷品・農業関連実態調査』,JETRO,2014
・http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/sangyo-rodo/nogyo/ipm/ipm01.html
・http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html
・https://www.ogilvy.co.jp/whatsnew/2016/06/17/世界経済を牽引する新たな12の成⻑市場に関するレ/
・http://www.myanmargeneva.org/e-com/Agri/expind/agri-index/myanmar.com/Ministry/agriculture/Organi/mas.html 47



ご清聴ありがとうございました

48



＜補足説明＞



・インレー湖の水上栽培→害虫にとって好ましい環
境

・1994年から1995年の間には大規模な虫害による被
害を受け、生産高が急激に落ちた

→害虫から守るためには農薬の使用は避けられない
と農民は考えるようになる



ヤンゴンの富裕層(月収100万Kyat以上)の割合は、
ヤンゴン全体の人口のおよそ1割程度≒50万人
(博報堂データより)
ミャンマー全体の人口≒5000万人
→ヤンゴンの富裕層はミャンマー全体のおよそ1%
・Velocity 12による予想では、中間層人口は今後10年
で1900万人増加



全体の農地に対する有機農業に
よる農地の割合

日本・・・0.2%
ミャンマー・・・0.04%



農民の所得・・・

”裕富な大農家では月収が20万チャット (円貨にして
２万円程度)から15万チャット、農業だけでは生活で
きず日雇い労働に頼っている農民は5万チャット
(5000円程度)であった。”(http://www.iti.or.jp/column019.ht)

→裕福な大農家でも、ヤンゴンの社会階層区分では
かなり下


