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はじめに 

 

2018 年 8 月 7 日から 15 日にかけて行われたミャンマー研修旅行では、ヤンゴンやネピ

ドーといった都市とシャン州などの農村の両方を回った。その中で最も強烈に感じたのが

「都市と農村の格差」である。もちろん都市の開発もまだ十分ではない。ヤンゴン市内で

は居住環境の悪い古い集合住宅やスラムを見かけることがあった。ネピドーの中心部から

少し外れたところには、道路脇で牛を引く人々の姿が見られた。また、都市でも農村ほど

ではないが野良犬が多く見られた。このように、都市の開発も途上ではあるが、農村の暮

らしにはそれ以上の衝撃を受けた。電気が通っていない暗い教室の中で勉強をする子供

達、蝿が病院内を飛び回るという衛生状況。しかし、農村の暮らしには、機械化されてい

ない農作業や高度な技術による伝統工芸といった「文化」として生活に根付いたものもた

くさんあった。現地の人々が生活の中で大切にしているものを残しつつ開発を進めて行く

のはとても難しいことのように思えた。 

以上を踏まえ、本論文では、ミャンマーの都市と農村の関係を特異なものにし、両者の

バランスのとれた開発の妨げとなり、格差を生んでいる要素は何か、という問いについて

考察する。 

仮説としては、ミャンマーにおける都市と農村の格差には、一般的な都市と農村の関係

に加え、２つの問題が関係していると考える。１つ目が民族問題である。すなわち、ミャ

ンマーでは、都市の多くが多数派のビルマ民族居住地域、農村の多くがその他少数派民族

居住地域にあり、少数派民族の居住区では開発が遅れていると推測する。２つ目が地理的

問題である。ミャンマーには山岳地帯が多い。その地形ゆえにインフラ整備等が進まず、

山がちな地域に存在する農村と平野部にある都市の間で格差が生まれていると推測する。 

結論を導くにあたって、本論文は、主に経済・教育・医療の３つの観点から格差につい

て考察する。以下、第 1 節では一般的な都市と農村の格差について、第 2 節ではミャンマ

ーにおける都市と農村の格差について論じる。 

なお、この論文では、農村を第一次産業を基盤とした地域、都市を第二次・第三次産業

を基盤とした地域として考える。 



 

 

 

第 1 節：一般的な都市と農村の格差 

 

1-1. 格差の拡大に関する誤解とクズネッツ曲線 

今まで格差の拡大に関して、「急速な成長が必ず所得分配の悪化をもたらす」という誤

解がなされてきた。これは１世紀前の欧米工業国の歴史的経験に基づくものであり、アメ

リカの経済学者であるサイモン・クズネッツによるクズネッツ曲線にも見ることができ

る、とナヤは述べる。そして、この考え方により、更なる２つの誤解、「拡大する格差は

成長過程の正常な一部である」という主張と「格差は急成長に貢献する」という主張が生

まれたと言う。この２つの主張が誤っている理由は以下に示す通りである。すなわち、

「貧困層の栄養、健康、教育の改善のための支出は人的資本（個人の能力や技術）を向上

させ、より高い労働生産性をもたらす」という事実と「富裕層が必ずしも投資のような国

内経済の循環に役立つ支出をせず、むしろ個人的な安全の確保、海外旅行、贅沢品の輸入

といった支出を増加させる」というよくある事実を考えれば、格差の拡大は経済成長にと

っての必要条件でも十分条件でもないからである1。 

つまり、急速な成長の過程で生まれる格差は是正されうるものであり、是正しようとさ

れるべきものなのだ。 

 

次に、クズネッツ曲線について考えたい。クズネッツ曲線とは、１国が低所得から中所

得、高所得へと移行するに従って、所得分配は最初に悪化し、その後改善することを図示

した逆 U 字型の曲線である。この考え方の基礎となるメカニズムは「地方から都市へ、農

場から工場への移行と同時に、平均的な所得が増加する2」というものである。クズネッツ

曲線は、近年民主主義国家において格差が拡大しているという事実から、特殊な地域で特

殊な時期に起きた現象を反映しているだけだという批判もある。しかし、ガルブレイスは

クズネッツ曲線について以下のように述べる。 

 

クズネッツの分析の最重要な点は、不平等と所得の関係の普遍的なパターンを発見し

たことではない。最重要な点は、賃金の不平等の変化が、経済活動における産業部門
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

                                                      

1 以上、セイジ・F・ナヤ『アジア開発経済論 持続的成長、貧困削減、危機克服の経験』

吉川直人・鈴木隆裕・林光洋[訳]、文眞堂、2013 年、117-118 頁 を参考にしている。 

2 ジェームス・K・ガルブレイス『格差と不安定のグローバル経済学 ガルブレイスの現

代資本主義論』明石書店、2014 年、62-63 頁。 



の移行によって主に導かれる
、、、、、、、、、、、、、

という原理を示したことである。このような移行は、経

済発展や経済変化において特徴的な現象である。経済的不平等の鍵となる決定要因

は、（例えば、農業、工業、鉱業、サービス、金融、政府といった）経済それ自身の

構造がどのように構成されるかである。これは明らかに非常にゆっくりとしか変化し

ない。二番目の鍵もあるが、こちらはもっと素早く変化する。すなわち、産業部門間
、、、、、

の平均所得の格差
、、、、、、、、

である。比率（長期）と格差（短期）の変化が、不平等の変化の鍵

となる。これがクズネッツの 1955 年の主張の今も続く教訓である3。（筆者強調） 

 

このように、産業部門の移行と産業部門間の所得格差が賃金格差につながるという考え方

は、農業部門と製造部門の格差、すなわち、都市と農村の格差を説明する根拠となる。そ

して、この格差が存在することで、農村から都市へと人口が流出し、都市における労働者

が増え、全体的な不平等度が小さくなるのだ。（しかし、都市に出ても安定した職を得ら

れず、インフォーマルセクターの仕事をする人々も多い。そのようなリスクを考えても、

期待賃金が都市の方が農村よりも高いため、人口が農村から都市へと流れるのである。） 

 

また、一口に格差といっても、そこには多くの側面が存在する。経済格差、教育格差、

医療格差の他にも、法律と観衆における不平等な扱い、人的および物的資本への不平等な

アクセス、不平等な経済機会、同じ仕事に対する不平等な報酬など様々な格差が存在す

る。そして、これらの格差は密接に関係し合っているのだ。 

 

 

1-2. 格差の改善方法 

ナヤは、国家の成長には貧困層の引き上げが不可欠だとする。前述のように、貧困層へ

の支出は人的資本の向上につながるからである。逆に、国家の成長は貧困の削減につなが

る。UNDP の報告書によれば、ミャンマーでは GDP を 1％上昇させるごとに貧困を

1.5％削減できる4。つまり、貧困削減と国家の成長は必要十分の関係にあり、教育・医療

といった経済以外の分野の振興によりそれらを促進することができるのだ。そして、貧困

の削減は格差の是正につながる。実際に、東アジアや東南アジアの経済成長の面で成功を

収めた国々は、教育、健康など貧困傾向を和らげるのに効果がある他の部門に相当量の公

的資源を投入してきた5。 

                                                      

3 同書、63 頁。 

4 UNDP (United Nations Development Programme), A regional perspective on poverty in 

Myanmar, 2013, p.7. 

5 以上、セイジ・F・ナヤ『アジア開発経済論 持続的成長、貧困削減、危機克服の経験』



それでは、具体的にはどのようなことが行われるべきなのか。政府の役割として、ナヤ

は「プロ・プア・グロース政策」（貧困層重視の成長政策）として 3 つの方法を挙げてい

る6。 

1 つ目は相対価格の調整である。これは、売手独占・買手独占を根絶することで、職人

や小売店主として農業部門で働く自営業者がより有利な価格で販売、またはより低い価格

で投入材を調達することで所得を増やすことを助ける行為である。具体的には、マイクロ

クレジット（小規模金融）プログラムの創設、起業家のためのインターネット・キオスク

や携帯電話レンタル業、協同組合の設立が考えられる。 

2 つ目は貧困家計の労働生産性改善である。これは、貧困層により良い人的資本やより

多くの物的資本、それらへのより良いアクセスを与えることで達成される。具体的には、

人的資本に対してはより多くの研修機会、より良い保険・医療、より多くのより良い教育

を提供することで、物的資本に対しては農村のインフラ整備、融資へのより良いアクセ

ス、土地改革の実施などを行うことができる。 

3 つ目は金融商品・サービスへのアクセス拡大である。貧困層が余剰分を蓄積・維持す

るサポートを行うのである。具体的には、国の金融機関が貧困層の新規事業向けに適切な

融資条件を提供する方法を開発し、貧困層の貯蓄の選択肢を増やしつつ、貧困層にリスク

管理と貯蓄の選択について教育することが挙げられる。 

このような一般的な貧困層の底上げはミャンマーでも行われているのだろうか。また、

仮説として立てたミャンマーの特殊性が事実である場合、どの分野に力が注がれるべきな

のか。これらについて 2-5 で検証する。 

 

 

 

第２節：ミャンマーにおける都市と農村の格差 

 

2-1. ミャンマーの都市と農村のいま・むかし7 

この小節では、1983 年と 2014 年に行われた世帯・人口センサスを比較することでミャ

ンマー農村の変化と現状を確認する。 

まず、都市と農村の人口割合について述べる。センサス実施地域（治安上の理由でラカ

                                                      

吉川直人・鈴木隆裕・林光洋[訳]、文眞堂、2013 年、124 頁 を参考にしている。 

6 以下、同書、125-127 頁を参考にしている。 

7 この小節は、高橋昭雄『蒼生のミャンマー 農村の暮らしからみた、変貌する国』明石

書店、2018 年、16-35 頁 を参考にしている。 



イン、カチン、カレン諸州の一部地域は調査できず）における農村居住人口は、1983 年に

は 75.2％だったのに対し 2014 年には 70.4％に減少し、農林水産業従事者の割合も、全就

業者の 64.6％から 52.4％という割合に変化した。都市化率は 24.8％から 29.6％に変化し

ているが、都市化率の上昇よりも農業人口の減少幅が大きいのは、農村部でも脱農家が進

んでいるからである。人口増加率は都市部においては 1.84％、農村部では 1.04％であり、

これが都市化率の上昇の一因となった。このように都市化は進んだものの、ASEAN 加盟

国の中では依然として最も低い。つまり、農村人口が ASEAN の中ではまだ最も多い状況

である。 

次に、世帯の規模について考える。全国の平均世帯員数は 5.19 から 4.41、都市部では

5.17 から 4.54、農村部では 5.20 から 4.35 に減少した。農村部の減少幅は都市部よりも大

きく、世帯規模は都市部よりも小さくなった。ミャンマー農村世帯のほとんどは核家族世

帯であり、「農村部は大家族」という固定観念がミャンマーには当てはまらないことがわ

かる。つまり、ミャンマーにおける都市と農村の格差には世帯の規模は無関係なのだ。 

次に、農業部門就業者の収入について考える。産業別 GDP で農業が占める割合は、

2010 年度の 27.9％から 2015 年度は 18.4％に低下している8。高橋によれば、農林水産業

就業者の 96％は農業部門に従事しているとし、ある式に必要な数値を当てはめ、全就業者

の平均所得に対する農業就業者の所得の割合を計算すると、1983 年は 63.0％、2014 年は

39.2％である。すなわち、1983 年の時点で、すでに農業就業者と他部門就業者の間には相

当の格差が存在したが、近年それが拡大傾向にあるということである。 

最後に 10 歳から 14 歳の年少者による児童労働について言及したい。1983 年には都市

部で 3.9％、農村部で 13.2％であったのに対し、2014 年にはそれぞれ 7.6％、13.8％に増

加した。これに対し高橋は「農村部では収穫労働や家畜の世話あるいは他家での家事手伝

いといった児童労働が依然として多く、都市部では小規模な家内工業や飲食店での児童労

働が増加していることを反映している9」と述べる。このような早期の就業は、教育問題に

も関係してくる。25 歳以上の総人口のうち、教育を受けたことがないものの構成比は、都

市部では 7％、農村部では 20％にのぼる。また、小学校以下の教育しか受けていない者

は、都市部では 30％、農村部では 52％に及ぶ。このような低い教育レベルに対し、僧院

教育の恩恵もあり、識字率は比較的高い水準にある。しかし、都市部では 95.2％、農村部

では 87.0％というように差が見られる。このように、都市と農村の間には教育格差が存在

し、児童労働の問題がその一因となっていることが確認できる。 

 

                                                      

8 水谷俊博・堀間洋平『ミャンマー経済の基礎知識』日本貿易振興機構、2017 年、166

頁。 

9 高橋昭雄『蒼生のミャンマー 農村の暮らしからみた、変貌する国』明石書店、2018

年、29 頁。 



 

2-2. 仮説１：民族間格差と都市-農村間格差の関係の検証 

この小節では、本論文における１つ目の「ミャンマーの都市と農村の格差に民族問題が

関係している」という仮説について考える。このように考えたのは、研修で様々な地域を周

っていた際、ヤンゴンやマンダレーといったビルマ族が多い地域は都市化されており、シャ

ン族やインダー族の暮らしはそれが進んでいない印象を受けたからである。 

まず、ミャンマーの民族構成について説明する。ミャンマーは 135 の民族が存在する多

民族国家であり、ビルマ族が多数派を占める７つの管区と、少数民族が多数派を占める７つ

の州に分かれている。州と民族の分布がほとんど一致するという考え方は、UNDP の報告

書にも用いられており10、本論文でも、7 管区と 7 州の間の格差がそのまま民族間の格差を

表していると考える。 

次に、ミャンマーの農村がどの地域を指すかについて考えることで、都市と農村の格差

に民族問題が関係しているかどうかを検証する。以下にミャンマー政府による 2014 年の

センサスから引用した、性別と州/管区による都市と農村における人口割合に関する表

（表１）を添付する。 

 

 

表 1：性別と州/管区による都市と農村における人口割合 

(出典)The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Highlights of the Main Results: 

Census Report Volume 2-A, 

p.5, Table 2: Proportion of Enumerated Population in Urban and Rural Areas by Sex and 

                                                      

10 UNDP (United Nations Development Programme), A regional perspective on poverty in 

Myanmar, 2013, p.10. 



State/Region 

 

表１から、7 管区全体の都市居住人口割合を算出する（7 管区の都市人口の和÷7 管区の人

口の和×100）と、31.5％（小数第 2 位を四捨五入）となる。この結果とミャンマー全国の

都市人口率の 30％には大きな差は見られない。以上から、多数派民族であるビルマ族が都

市に、その他少数派民族が農村に多く居住している、という事実は、この資料からは読み取

れなかった。 

他方、農村同士を比較させるとどうなるだろうか。以下に、同じく 2014 年のセンサスか

ら得られた、州/管区による農業における伝統的な家族労働が総労働人口に占める割合に関

する図（図１）を添付する。この割合が高ければ高いほど、農業の近代化が進んでいないと

いうことになる。 

 

 

図 1：州/管区による農業における伝統的な家族労働が総労働人口に占める割合 

(出典) Overview of the Results of the 2014 Population and Housing Census, Myanmar, 

p.47, Figure 5.4: Percentage of employed population in conventional households working in 

agriculture by State/Region 

 

図 1 から、7 管区で農業において伝統的な家族労働を行っている人口の割合を算出する

（[各管区の農村人口11×図１に示された割合]の和÷7 管区の人口の和×100）と、53.5％

（小数第 2 位を四捨五入）となる。この結果も先ほどの都市人口と同様に、ミャンマー全

                                                      

11 農業はミャンマーの主要産業であり、農業が農村における労働の大半を占めることか

ら、ここでは農村人口＝農業従事者人口と考えて計算する。 



国平均の 52.1％という数字と大差は見られない。よって、農村間にも、ビルマ族とそれ以

外の少数民族の間に差があるとは言えなかった。 

以上から、ビルマ人が多く居住する地域の工業化の状況は、経済都市のヤンゴンを除け

ば、少数民族が多く暮らす州と同様の発展状況だということがわかった。結論として、ミ

ャンマーにおける民族間の格差と都市-農村間、もしくは農村同士の間の格差に関係性はな

く、１つ目の仮説は成り立たないことが明らかになった。 

蛇足だが、民族間格差があることは否めない。少数民族と多数派ビルマ族の間にある最

大の格差は、「権利」に関するものである。具体的には、「ビルマの連邦大統領が各州・管

区の統括大臣を選び、その統括大臣が州・管区政府の大臣を選出する」という制度を考え

ればわかるように、中央集権的な性格が強いのである。また、今回の研修でカチン族の女

性に話を伺う機会があった。カチン州では翡翠や琥珀といった資源が採れるが、その労働

環境は良くない。さらに、利益の大半が政府に吸収されており（ミャンマー政府の収益の

70％はここから出ている）、労働賃金も良くないことが伺える。この他にも人権を無視す

るような行為が為されており、カチン族の人々がそれに反発して起きた紛争は、今も続い

ている。私がお会いした女性はカチン州から逃れてきた人の 1 人であった。彼女はしきり

に「私たちに与えられた選択肢やチャンスは少ない。ビルマ族と同等の権利が欲しい」と

仰っていた。民族間格差の問題は都市-農村格差とは別の枠組みの問題だが、ミャンマー政

府が取り組むべきもう１つの重要な問題だと思う。 

 

 

2-3. 仮説２：地理的問題と都市-農村間格差の関係の検証 

この小節では、２つ目の「ミャンマーの都市と農村の格差に地理的要因が関係してい

る」という仮説について検証する。なお、ここでは地理的要因の中でも地形について考え

たい。 



 

図２：州/管区による発光方法に占める電気を使う割合 

(出典)The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Highlights of the Main Results: 

Census Report Volume 2-A, 

p.31, Figure 41: Percentage of households using electricity for lightning by State/Region 

 

ミャンマーでは東部に高地、西部に山岳地域が分布している。私は今回の研修で東部の

シャン州を訪れ、収穫物を水牛に乗せて運搬している人々や、立ち寄った畑で全く機械化

されていない光景を目にした。その際に感じたことは「山がちで、伝統的な農業を営む農

村が多い」ということである。ここでは、この２つのことを結びつけ、「山がちであるた

めにインフラ整備が進まず、その結果、農業の近代化や都市化が進まない」と考える。 

実際に、各州・管区における電気インフラの整備の進度を表す下の図２をみると、東部

高地、西部山岳地帯ではインフラ整備の遅れが目立っていることがわかる。このようなイ

ンフラの整備不足が様々な格差の要因となっている。例えば、道路が舗装されていないた



めにトラックを使うことができず、これが原因で今も農産物の輸送には水牛が用いられて

いる。このような輸送方法では時間がかかるため、野菜等の生鮮食品は都市に運ぶまでに

鮮度が落ちてしまい、非効率的である。 

インフラ整備の遅れは教育にも悪影響を及ぼしている。シャン州にある学校を見学させ

ていただいた際、電気が通っておらず暗い中勉強している子供達の姿を目にした。子供達

の学びの環境の悪さは一刻も早く改善されるべき問題である。また、教育へのアクセスも

良くない。山がちな地形ゆえに通学が困難になってしまい、学校に行けなくなる子供が多

いのだ。州/管区ごとの識字率を表した図３を見ると、そのことがよくわかる。国の平均

識字率を下回っている地域は、モン州以外は全て高地や山岳地帯に属するのである。地形

が教育に及ぼしている影響の大きさを伺える。 

 
図３：州/管区による識字率 

(出典)The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Highlights of the Main Results: 

Census Report Volume 2-A, p.18, Figure 22: Literacy rates by State/Region 

 

さらに、医療についても教育と同様のことが言える。すなわち、医療環境とアクセスの

悪さである。これは山がちな場所に限らず、ミャンマー全体の農村における病院の話にな

るが、その衛生状況は良いとは言えない。この研修で何軒か病院を訪問し、違和感を感じ

たのは、病院内外の遮断性の低さである。電気インフラが整っていない上、良い機械がな

く自家発電をすることもできないため、冷房をかけることができず、訪ねた全ての病院に

おいて窓を開けて暑さを和らげようとしていた。このような遮断性の低さが一因となり、

蝿が病院を飛び回り、患者にたかっている光景には大きな衝撃を受けた。また、医療への

アクセスについては、遠方からやってくる患者の方は滞在費や食費を確保することができ

ないため、術後すぐに帰宅しなければならず、医療者による適切な術後管理がなされない

といった問題点もあるという話を伺った。 



このように、インフラ整備の進度の違いが都市と農村の間の格差の根底にある。しか

し、都市でもインフラ整備の遅れが見られる地域・側面も存在した。「都市と農村のバラ

ンスのとれた開発」は、そのまま「都市と農村のバランスのとれたインフラ整備」と置き

換えることが可能なのではないか。そのくらい、インフラ整備は開発を考える上で重要な

要素なのだと実感した。 

 

 

2-4. インフラ整備と各地の貧困 

2-2 でインフラ整備の重要性について論じた。この小節では、特に貧しい地域とインフ

ラ整備の関係性について論じたい。 

 

表２：州・地域別所得及び雇用水準と貧困状況 

(出典) 内田勝己「ミャンマーの地域特性と格差」71 頁、 

表 4-1：州・地域別所得及び雇用水準と貧困状況 

 

表２によると、ミャンマーで最も貧困率の高い３地域はチン州、ラカイン州、シャン州

といった高地・山岳地帯であり、それに続くのがタニンタリー管区、エヤワディ管区とい

った沿岸部である。高地や山岳部における農村の貧困とインフラ整備の関係性については

すでに 2-3 で論じたため、ここでは後者に着目したい（また、ラカイン州の貧困率の高さ

は長年続いている紛争もその一因だと考えられる）。 

なぜ沿岸部で貧困率が高いのか。タニンタリー・エヤワディ両管区にはデルタが広がっ

ており、熱帯性の気候区に属することから、稲作を営む農村が多い。しかしながら、灌漑

設備や圃場、農業用機械といった農業インフラの整備や導入が進んでいないことや、近代



的な農業に関する知識が不足していることなどが原因で、その生産性は高くない12。イン

フラ整備が進んでいないことは、図 2 を見れば明らかである。また、米は自給的作物であ

るため価格操作が難しく、商品作物のように高額での取引に持ち込むことが難しい。これ

らが原因となって、タニンタリー・エヤワディ両管区では貧困率が高いと考える。 

 

 

2-5. 農業の課題13 

前述のように、産業別 GDP に対し農業が占める割合は減少しているが、それでもミャ

ンマーにおいて農業は重要産業である。しかし、この論文のテーマでもあるミャンマーの都

市と農村の格差は存在し、そればかりか拡大傾向にある。この小節では、その一因として考

えられる農業の課題について言及する。 

水谷らによると、ミャンマーの農村の課題は主に３つある。 

１つ目が、生産性の低さである。ミャンマーの農業の生産性を日本と比較すると、コメ

は日本の 6 割、豆類（ドライ）は 7 割である。この生産性の低さには主に３点の理由があ

る。１点目は、十分な肥料を購入できないことである。これは、ミャンマーの農民の所得の

低さに起因している。２点目は、農民の農業に関する知識不足である。肥料を購入する余裕

があったとしても、知識不足が原因で適切な肥料を選べなかったり、肥料を投入し過ぎてし

まったりするといった問題がある。３点目は、農業の近代化の遅れである。この研修で訪れ

たシャン州の農村では、人々が大勢で種まきをしたり、水牛により農作物を運搬したりして

いる光景を目にした。ミャンマー政府はこのような近代化の遅れに対し、農民の農薬に関す

る知識の向上、資金調達・ローンの提供、生産者の国際市場へのアクセスを目指し、農業開

発戦略の策定を進めている。さらに、地方の管区や州が独自に農業を支援する動きもある。

例えば、2017 年 1 月、ヤンゴン管区は農相の近代化に向けて管区内の農業案件に 80 億チ

ャットの投資をすると発表した。 

２つ目が、2-2、2-3 でも言及したように、道路や電力などのハードインフラの未整備で

ある。道路が整備されていないために、トラック等による農産物の運搬が難しく、水牛を用

いる。しかし、水牛による運搬は当然トラックよりも時間がかかるため、鮮度を保ったまま

                                                      

12 経済産業省「ミャンマー産業発展ビジョン〜Next Frontier in Asia: Factory, Farm, and 

Fashion〜」2015 年、32-33 頁。 

13 この小節は 

-水谷俊博・堀間洋平『ミャンマー経済の基礎知識』日本貿易振興機構、2017 年、166-

171 頁 

-経済産業省「ミャンマー産業発展ビジョン〜Next Frontier in Asia: Factory, Farm, and 

Fashion〜」2015 年、30-37 頁 

を参考にしている。 



消費地へ届けることができない。このことが、農業の売り上げが伸びない一因となってい

る。また、電気がなければ農業機械を使用することはできない。このように、ハードインフ

ラを整備しないことには農業の生産性や農民の所得を向上させることは不可能である。 

３つ目が、農作物の品質が低いことである。例えば南部のモン州やタニンタリー管区の

天然ゴムは、低品質であるために国際競争力が低く、輸出が伸びていないのが現状であ

る。これに対しては、複数の NGO や国際機関が技術支援を行なっており、加えて、ゴム

関連産業の振興も期待されている。 

 

 

2-5. 各国政府や国際機関の取り組み 

ここでは、ミャンマー政府や他国政府、国際機関による、ミャンマーにおける都市と農

村の格差是正に向けた取り組みを紹介する。 

 

まず、ミャンマー政府の取り組みについて述べる。ミャンマー政府は今年（2018 年）8

月に、‘Myanmar Sustainable Development Plan’（「ミャンマー持続可能な開発計画」、以

下 MSDP）を発表した14。その中で、都市と農村の経済格差の是正に向けた取り組みとし

て、12 の経済政策を発表した。そのうちの 1 つに「農業と工業のバランスのとれた発展」

についての項目があり、この内容は後述する日本政府が提案した政策内容と軌を一にして

いる。 

教育格差是正に向けた取り組みを紹介する。今回の研修で国会を訪問させていただいた

際、ミャンマー政府が以下のような対策を講じていることを知った。設備面では、平地で

はおよそ 3 マイルおきに、山岳地帯では 1 マイルおきに学校を設立する許可を与える法律

の作成、資金面では、学校から離れた場所に暮らす子供達に毎月 3000 チャットの支援金

を出すという補助の付与などである。加えて、教員数を増やすために、山岳地帯に居住す

る人々を平地の都市の民族学校で教員として育成し、再び山岳地帯へ送り返し教員として

働いてもらう（その際の給料は通常時の２倍）、といった教員育成プログラムも考えられ

ている。この制度は山がちで不便な地域に進んで勤務する教員が少ない状況を打開する手

だてとなりうる。さらに、ミャンマーには公立学校を補う僧院学校という場が存在する。

僧院学校は王朝期から教育を担ってきた。植民地時代を経て一時その地位は低下したが、

都市の貧しい子供達や近くに学校がなくて通えない農村の子供達の教育の場として再び注

目を集め、1992 年以降は政府が僧院教育を正式な学歴として認めるようになった。このよ

うな僧院学校は全国に約 4000 存在する。現在、僧院学校に公立学校と同じカリキュラム

                                                      

14 以下、The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Planning 

and Finance, Myanmar Sustainable Development Plan (2018 – 2030), 2018, pp.6, を参考に

している。 



を適用することで、僧院学校以降の進学を円滑化するとともに、補助金を提供するといっ

た、僧院教育を積極的に支援・促進するための計画が進行中である。ミャンマーでは、

様々な改革がなされている最中である。 

医療格差に向けても、MSDP の 4.2 の中で方針が言及された。ミャンマーの医療制度は

整備途上である。たとえば、国内にある 4 つの医大を毎年およそ 1600 人が卒業し医師免

許を取得するが、病院施設の不足等が原因で全員雇用が実現せず、国外に医療人材が流出

することもしばしばである。このような無駄や効率の悪さを減らすような医療制度の確立

が急務であり、MSDP の中でもこのことが真っ先に言及されている。 

 

次に、他国政府の取り組みの例として、日本の ODA の取り組み内容について述べる。

本研修で日本大使館を訪問し、丸山大使にお話を伺う貴重な機会をいただいた。その際に

「農村と都市に対する支援のバランス」について質問をさせていただいたところ、「サプ

ライチェーン」に支援の重点を置いている、というご回答をいただいた。以下、丸山大使

のお話と日本の経済産業省の論文15をもとに、都市と農村の格差是正に向けた日本政府の

提案と支援内容を述べる。 

日本の経済産業省は 2015 年に「ミャンマー産業発展ビジョン」という、ミャンマーが

経済発展を達成する上で浮き彫りになってきた課題とその対策の提案を記したものを発表

した。その中で提示された課題は主に「国内産業の育成」と「都市と地方の均衡ある発

展」である。そして、それらの課題に対する対策として重視された５つの観点のうちの１

点が「インフラと連結性の向上をテコにした産業振興」である。ここでのインフラは、電

気をはじめとしたエネルギーや物流インフラを含む。そして、都市と農村のバランスのと

れた発展を考える上で最も大切なのが、物流インフラすなわちサプライチェーンの整備で

ある、と丸山大使はおっしゃっていた。農村で生産した農産物を、より効率的かつ低コス

トで運送できれば、無駄な支出が減り農村の収入が増える。これが都市と農村の格差の削

減につながるからだ。なお、このような日本政府による取り組みは、1-2 で述べた 2 つ目

の方法である物的資本へのアクセスの円滑化を図ったものである。 

農業に関係する物流インフラは、大きく、道路、鉄道、水運の３つに分けられる。各分

野における日本の経済産業省の提言と支援内容を以下に紹介する。 

まず道路についてである。まず、2-1 で述べたように、道路の整備不足が原因で、農産

物の輸送は水牛によるところが大きい。農村と都市を結ぶ道路の整備が必要である。加え

て、現在道路による運輸（トラック輸送）で生じている問題点は主に 2 点ある。1 点目

が、ヤンゴン・マンダレー間の高速道路におけるトラック通行の禁止である。高速道路の

代わりに国道 1 号線を利用することで、所要時間の長さ、低い整備水準を伴う積載荷物へ

                                                      

15 経済産業省「ミャンマー産業発展ビジョン〜Next Frontier in Asia: Factory, Farm, and 

Fashion〜」2015 年。 



の痛み、生活道路への悪影響等の弊害が生じている。この禁止を解くことが提言されてい

る。2 点目は、帰り荷が確保できないために輸送単価が高くなってしまうことである。こ

の対策として、混載物流促進のための混載便の普及や求荷求車情報の共有化等を業界内で

進展させていくことが提言されている。ちなみに、日本では全日本トラック協会が独自の

ネットワークを構築し、求荷求車情報に関わる情報を共有することで無駄を減らしてい

る。このような情報共有システムの構築が無駄の削減につながるだろう。 

次に鉄道についてである。丸山大使館によれば、ミャンマーの鉄道は 15〜20km/時の速

さであり、鮮度を保ったまま農村から都市へ野菜を輸送するのは不可能である。また、マ

ンダレーといった内陸の都市（＝消費地）には港が存在せず、水運による輸送も不可能で

ある。以上から、現在野菜の輸送はトラックが主だが、トラック輸送の物流代は、前述の

帰り荷の不確保等の問題もあって、船による輸送の倍かかる。このような状況を考え、日

本政府は鉄道整備に力を入れることにした。日本の ODA は物流の円滑化を図るために総

距離 700km の鉄道の修理を行っている。これにより、輸送にかかる時間、コスト、人手

を削減することができるのだ。 

最後は水運についてである。これについては、エヤワディ川等を利用した内陸水運やそ

の拠点となる内水港の施設、コールドチェーン網、内陸物流基地等の物流関連施設の整備

が必要だとされている。船による輸送は、前述のようにトラック輸送よりもはるかに安価

である。これを考えれば、鉄道の整備と同時進行で内水運の整備を進めていく必要があり

そうだ。 

 

最後に、国際機関による支援について述べる16。UNDP や UNFPA といった国連機関

が、ミャンマーにおける開発と貧困層支援に携わっている。その中でも、UNDP ミャンマ

によるマイクロファイナンスについて紹介したい。マイクロファイナンスとは、貧困層や

低所得者を対象に行われる小規模金融のことであり、1-2 で述べた 1 つ目の相対価格の調

整と 3 つ目のお金の管理のサポートの両方を含む支援だと言える。貧困削減を目的とする

ため、貧しい人々を対象に農業だけでなく非農業にも必要なお金を貸し出す点が、一般的

な農業金融との相違点である。ミャンマーにおけるマイクロファイナンスは、UNDP ミャ

ンマーが Pact ミャンマーという国際 NGO に委託して実施されている。対象地域は内陸部

のドライゾーン（マンダレー管区、マグウェー管区、ザガイン管区）、山岳部（シャン

州）、沿岸部のデルタゾーン（ヤンゴン管区、エーヤワディ管区）の３地域である。ま

た、融資対象者は富裕層以外の世帯の 18 歳以上の成人女性のうちの、希望者の一部であ

る。返済不能を防ぐために、定期的に分割返済をすること、5 人１組を作りそのグループ

内で連帯責任を負う、借り入れ限度額は逐次的に増加するといった仕組みをつくったり、

                                                      

16 以下、布田朝子『ミャンマー農村とマイクロファイナンス 貧困層によりそう金融プロ

ジェクト』風響社、2010 年 を参考にしている。 



Pact ミャンマー独自のルールとして事前講習会への参加が義務付けられたりもしている。

マイクロファイナンスで借り入れたお金は、肥料の購入から家畜の購入まで様々な用途に

使われる。 

しかし、マイクロファイナンスを実施できない地域もある。貧しすぎて返済の目処が立

たず、マイクロファイナンスすらできないことや、村の外で働く人々が多いために定期的

な集会が難しいことなどが理由として挙げられる。そういった人々への支援として、

UNDP ミャンマーは SRG（自助組織）活動という支援を行なっている。具体的には、貧

しい村において貧困世帯の成人女性 15 人程度から成る組織を作り、メンバーの共同の貸

出・預金活動をサポートするという支援内容である。マイクロファイナンスとの違いは、

より柔軟性が高いという点である。貸出側は管理が大変だが、借入側にとっては便利な制

度である。例えば、定期的な分割返済が負担になり、マイクロファイナンスを続けられな

かった人々がいるが、SRG 活動においては、グループ内で話し合い、返済の延長を決め、

収穫後に一括して返済することを決めることができるという柔軟な対応がなされている。

そのため、グループによってルールや返済できなかった場合の罰則が異なる。 

さらに、SRG にすら参加できない最貧困層に対する PoP という支援も行われている。 

このように、UNDP ミャンマーはマイクロファイナンス、SRG 活動、PoP の 3 層構造

の支援を行い、下層の支援を受ける人々を上層へと引上げ、貧困を削減する活動を行なっ

ている。これらの活動は一定の成果をあげてきた。布田がミンミェイ村で SRG メンバー

36 世帯を対象にアンケートを行なった結果、3 人に 1 人が「世帯の所得が増加した」と回

答したという。マイクロファイナンスの融資総額や件数は増え続けている。 

しかし、このような活動にも限界がある。それは、医療費等の高額のお金の借り入れが

厳しい点である。借入金が高額であればあるほどグループが返済不能に陥るリスクは高ま

る。現地で伺った話によると、ミャンマーの農村においては、家族の 1 人が病気にかかる

と、医療費がかかるだけでなく労働力が減るという問題も同時に起こる。病院では、医療

者の人数が不足しており、ナースコールもないため、家族の 1 人が入院した場合、他の家

族が交代で付き添っていなければならない。さらに、食事も支給されないためお弁当を届

ける必要も出てくる。このように、複数の問題が同時に起き、最も困窮した状況において

マイクロファイナンスの制度が機能しないのは大きな問題であり、現地の人々の暮らしの

改善のためにさらに柔軟性を高めて行くことが必要とされている。 

 

 

 

むすび 

 

本研修で最も私に強烈な印象を与えたのは、都市と農村のギャップであった。日本でも



地方と都市の格差はしばしば叫ばれ、問題視される。しかし、ミャンマーで目にするそれ

は日本以上のものであり、その根底にあるものが何なのかという疑問について本論文で考

察してきた。その結果、１つ目の「民族間格差＝都市-農村間格差」という仮説は成立しな

かったが、２つ目の「地理的要因が都市-農村間格差に関係する」という仮説は正しいと言

えそうである。 

今回検証した地理的要因は「地形」であるが、「気候」という面でも、南部の熱帯地域

や中部の乾燥地域というように、ミャンマーは非常に多様な性質を持っている。このよう

な多様性を有することは、弱点にも利点にもなりうる。地形の問題がインフラ整備に及ぼ

す影響は大きい。その一方で、気候の多様性は様々な農産物を生産することを可能にして

いる。ミャンマーを特殊にしている上記の要素の弱点は克服し、利点を活かすことが今後

のさらなる発展につながるだろう。 

このような弱点を克服するためには、2-3、2-4 で強調したようにインフラ整備に力を入

れる必要がある。本論文では、これに対する日本の ODA の支援を紹介した。しかし、日

本が行うマクロな支援と並行して、逼迫した人々の生活へのミクロな支援も必要である。

この観点で、UNDP ミャンマーによるマイクロファイナンスが有効なのだ。このような支

援を受けつつ、ミャンマー政府は教育等の分野での格差是正への取り組みにも乗り出して

いる。 

本論文で見てきたように、ミャンマーでは都市化はまだ十分には進んでおらず、様々な

整備が途上である。研修中には、ミャンマーが抱える問題の大きさを目の当たりにして混

乱してしまう時もあった。しかし、山積した問題の解決に取り組む活動がミャンマー中で

展開されている。研修中にお伺いした各機関の方々の熱心なお話や、研修終了後の調査を

通して知ったその他の取り組みを考えれば、楽観的観測かもしれないが、ミャンマーの将

来は明るいのではないだろうか。 
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