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平成 29 年度 流通加工連携農業農村開発調査業務（アジア地域） 

報告書概要 

 

1. 調査の概要 

本調査は、平成２８年度に選定されたミャンマーのマ

ンダレー管区（図 1）における生産・加工・流通部門の

現況、フードバリューチェーン（ＦＶＣ）の構築に係る

資金協力や民間企業の投資状況、水資源や気候変動の影

響等の生産条件に係る情報を基として、生産部門と流

通・加工部門、また、それぞれのハード面（灌漑整備、

農地整備、アクセス道路、農産物の集出荷施設・加工施

設、直販所等）とソフト面（灌漑用水管理、農産物の品

質向上・安定供給、流通体制等）を組み合わせた総合的

な農業農村開発に係る課題の整理、開発計画策定に係る

方向性の検討を行った上で、農業農村開発計画を策定す

ることを目的とした。 

具体的には、ゴマの生産性向上、品質向上、農業労働

力不足等の課題に取り組むべく、マンダレー管区のシン

ガイタウンシップに実証ほ場を設置し、ゴマの営農改善

実証調査（収穫後処理を含む）を行うとともに、モデル

ほ場整備、ゾージー灌漑システムを対象とする開発計画

の作成等を行った。また、我が国民間企業の海外展開に係る検討等を併せて行うとともに、現状

の課題整理、方向性および今後の調査計画等の検討のために有識者による検討委員会を設置・開

催した。 

 

2. 調査結果 

(1) ゴマの営農改善実証調査の実施 

1) シンガイタウンシップ実証ほ場の概要 

実証ほ場は、マンダレー管区のゾージーダムを水

源とするゾージー灌漑地域に位置しており、面積は

約１０ha、農家数は１２戸である（図 2）。生産する

作物は、雨期はコメ、乾期はゴマや豆類、冬期は豆

類（一部）である。 

 

2) 播種・施肥・防除 

播種について、現状では自家採種で種子を調達す

る農家が多く、種子の品質低下が著しい。調査では、

白ゴマの優良種子、シンヤダナー４を使用した。この品種は横に広がりにくく、まっすぐ上

図 1 マンダレー管区地図 

図 2 実証ほ場の平面図 
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に伸びるため、農業機械による収穫に有利である。播種方法は、後述の灌漑と収穫に適応す

る筋蒔きとした。 

施肥・防除については、現状では、農家は肥料と農薬をほとんど使用していない。調査で

は、肥料と農薬を無償配布し、適切な時期に適正な量を投与するよう農家に指導した。 

 

3) 灌漑 

現状では、播種前に田越しで水盤灌漑を実施し、その後は天水に依存している。調査では、

開花前及び結実時にスプリンクラー灌漑(２エーカー）、畝間灌漑(３エーカー)を行うことと

した。 

 

4) 集中豪雨による実証ほ場内のゴマの被害 

平成２９年４月下旬にマンダレー管区シンガイタウンシップを中心に集中豪雨が発生した。

４月としては過去１２年間で最大の雨量で、４日間で約２３０ミリの記録的豪雨を記録し、

実証ほ場を含む周辺の農地がほぼすべて冠水した（写

真 1）。この豪雨の影響で、実証ほ場のゴマ生産全体に

被害が及んだ。 

被害を受けたゴマは、冠水とその後の強い日照によ

る耕土の固結により、根の発育が阻害され、立ち枯れ

や成長の鈍化を起こした。被害の大きかった区画で

は、ゴマを農地にすき込み、雨期米の準備を始めた。 

畝間灌漑を実施した区画、標高が相対的に高い区画

では、ゴマへの被害が少なかった。前者においては、

豪雨時に畝の間の溝が排水の役割を果たしたと考え

られる。 

 

5) 収穫 

現状は、手刈りによる収穫作業が行わ

れている。調査では作業効率向上のた

め、リーパーバインダーを使用すること

とした。リーパーバインダーはイタリア

の農業機械メーカーの小麦収穫用のも

ので、アフリカのスーダン等におけるゴ

マの収穫で良好な結果を得ていた。 

モデルほ場内の２ほ場でリーパーバ

インダーを畦畔に沿って１～２往復さ

せ、農家とともに目視による検証を行っ

た（写真 2）。収穫は手刈りに比べて圧倒的に早く、農家はリーパーバインダーの収穫能力を

高く評価した。また、モデルほ場外の２ほ場で収穫面積当たりの収穫時間を計測し、手刈り

との比較を行った。リーパーバインダーでの収穫は、手刈りに比べ収穫時間が約２割で済み、

その収穫時間の低減、収穫に要する農業労働力の低減に対する有効性が確認できた。 

写真 1 豪雨被害 

写真 2 収穫試験（平成29年6月中旬） 



3 
 

 

6) 乾燥 

現状では、脱粒したゴマを長期保存するため、ゴマをシートの上に広げて天日乾燥させて

おり、散逸ロスが発生するとともに、乾燥具合にムラが発生している。コメ及び豆類の乾燥

で良好な結果が得られているミャンマーの乾燥機メーカーの簡易乾燥機を、ゴマにも適用可

能と考え調達した。 

調達した簡易乾燥機の乾燥許容重量は２

トン、構造は温風乾燥式で、熱源は籾殻や

ゴマの茎等のバイオマスを燃焼炉で燃焼し

て得る。乾燥容器に送る温風は燃焼炉の吸

排気と分離されており、燃焼による臭いは

乾燥容器に入らない。熱交換によって熱し

た空気を、ガソリンエンジンによる送風機

で乾燥容器に送風し、ゴマを乾燥させるし

くみである（図 3）。 

今年はゴマの収穫期の天候が良く、高い

水分率のゴマが確保できなかったため、ゴ

マ取扱業者の貯蔵庫から約１トンの湿った

ゴマを確保した。水分率測定には日本製の

穀物用水分測定器を用いた。水分率１０．

７％のゴマを約５時間半（うち温風乾燥時

間４時間）で５．５％（目標値６％）まで乾

燥させた（写真 3）。 

乾燥させたゴマは臭いの付着等は無く、

品質に変化はなかった。ゴマを乾燥させる

ことにより、保存による品質劣化が低減するため、市場価格の動向に合わせた売却が可能と

なる。農家からはコメ、緑豆、ひまわりの種子等も簡易乾燥機で乾燥させたいという要望が

あった。 

 

(2) モデルほ場整備事業の実施 

1) ほ場の状態 

対象となる実証ほ場では、コメ・畑作の輪作が行われている。現状の農地は、各区画は小

規模、不整形で、田越し灌漑を行っており、灌漑効率は悪い。また、各区画に面した排水路

はないので、排水したいときに排水ができない。さらに農道がないので、農業機械や肥料な

どを農地に搬入しようとした場合、あるいは農産物を出荷する場合には他の農家の農地を通

っていく必要がある。 

 

2) ほ場整備の設計、換地計画に関する農家合意形成 

ほ場整備に関する農家の合意形成に関し、設計については農家から特に異論がなかった。 

他方、換地計画については農家間の協議が何度も繰り返された。農家間の協議は計９回、

燃焼炉 送風機 乾燥容器 

外気 
温風（高温） 
温風 

図 3 乾燥機の原理図 

写真 3 乾燥試験（平成29年9月中旬） 
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約２３時間に及んだ。行政の粘り強い説得と意見をまとめるための農家リーダーの譲歩によ

り全農家の同意に至った。 

農家は現在の自分の農地が他の場所に動くことに難色を示し、特に道路沿いの農家は、引

き続き道路沿いの農地を保有することを強く主張した。また、ほ場整備後の農地が出来る限

り隣同士になるように求めた農家もいた。 

 

3) ほ場整備の実施 

農家の合意形成後、実証ほ場において、農業畜産かんがい省かんがい水利用管理局、同農

業機械化局を施工主体として、下記事項に留意して、モデルほ場整備を行った。 

○ 設計基準は、H28「農業インフラ

海外展開促進調査業務」で日本

水土総合研究所が策定した設計

基準を使用 

○ ほ場の区画は１区画１エーカー

を基本とし、全ての区画に農道、

用水路、排水路が接続するよう

に設計（図 4） 

○ 農道、用排水路の用地は、共同

減歩により創出（減歩率約６％） 

○ 換地は事前換地とし、現在の農

地の位置と換地後の農地の位

置を変えないことを原則として

換地計画を作成 

○ 工事着手前（１１月末）までの

設計及び換地計画についての農

家合意 

○ １２月初めから開始し、翌年１

月末までに完了させる工程の遵

守 

ほ場整備が完了（写真 4）し、農業

資機材の搬入搬出や農産物の出荷がしやすくなり、用排水が改善された。農作業効率と灌漑

効率が向上することにより、生産性の向上に期待ができる。 

 

 

(3) 日本企業との懇談 

平成２８年度は、ミャンマーの食料・農業分野に進出している日本企業１１社と懇談し、

日本企業が抱える課題等の情報収集を行った。本年度は、さらに日本企業との懇談を進め、

日本企業がミャンマーに進出し事業展開する上での課題、日緬両政府への要望をとりまとめ

た。 

○ 日本企業の事業実施上の主な課題 

図 4 モデルほ場整備設計図面 

写真 4 ほ場整備完了写真 
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・ 法制度、許認可（法制度が未整備、許認可のスピードが遅い等） 

・ 事業環境（インフラ不足、人材難等） 

・ 農業（ゴマの残留農薬検査ラボが不備等） 

○ 日本政府への主な要望 

・ 情報共有（ミャンマーの有望な作物情報、食や農業に関心を持つ企業情報） 

○ ミャンマー政府への主な要望 

・ 事業環境（インフラ整備推進等） 

・ 農業支援（優良種子の供給、ゴマの残留農薬検査ラボ設置等） 

・ 国民の健康意識向上（食の安全等の国民への周知等） 

 

(4) 詳細計画の作成 

1) 概要 

マンダレー管区には３大灌漑地域が存在（ゾー

ジー灌漑地域、キンダ灌漑地域、ザウジー灌漑地

域）する。ゾージー灌漑地域（図 5）は、物流の中

心地であるマンダレー市に近く、ネピドー、ヤンゴ

ンにつながる高速道路にも近接しており、フード

バリューチェーン強化のポテンシャルがより高い

と考え、平成２８年度にとりまとめた概略計画に

基づき、同地域を対象に開発計画（マスタープラ

ン）を策定した。 

 

2) 灌漑施設の老朽化対策 

灌漑施設における老朽化が進んでおり、灌漑施

設の改修、水路のライニング、底泥の浚渫等を盛り

込んだ。 

 

3) ほ場整備・農道整備 

当該地域の抱える畑作物の生産性向上、品質向

上、農業労働力不足等の課題に対応すべく、現地

調査の結果を踏まえ、コメと畑作物の輪作農業に

おける農業機械の導入と農業機械の能力を最大限

に発揮させるため、ほ場整備と農道整備を推進す

る計画とした。 

 

4) 加工・流通面の改善 

シンガイタウンシップを含む灌漑地域における

コメや畑作物の付加価値を高めるべく、地域の農

産物取引業者、加工業者等との意見交換や、集出

荷施設、加工施設等の視察を通じて、コメや畑作

図 5 ゾージー灌漑地域平面図 

図 6 開発計画策定フロー 
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物の集出荷、加工等に関する加工・流通施設整備改善策を検討した。 

 

(5) フードバリューチェーンセミナーの開催 

平成３０年１月３０日、ミャンマー国ネ

ピドーにて、農業畜産かんがい省、マンダ

レー地方政府、ミャンマー米穀連盟、マン

ダレー市商工会議所、ミャンマー民間企

業、現地日本国大使館、ＪＩＣＡ事務所、

ＪＥＴＲＯ事務所、日本企業等の関係者参

加のもと、現地セミナーを開催した（写真 

5）。 

セミナーでは、実証ほ場における実証調

査の結果やモデルほ場整備の実施に関す

る報告、ゾージー灌漑地域内の開発計画の

説明等、及び有識者によるパネルディスカ

ッションを行い、シンガイタウンシップを含む灌漑地域の農業農村開発の理解促進と開発の

実現に向けた機運の醸成を図った。 

 

(6) ベトナムにおけるフードバリューチェーン調査 

ベトナムは、経済成長が著しく、ミャンマーと同様に農村から都市への人口移動が急激に

進んでおり、農業労働力不足への対応が喫緊の課題となっている。農業機械の導入が進んで

おり、また、ハノイ周辺の一部の省ではほ場整備の推進に関心を有している。また、野菜等

畑作物の生産が盛んであり、畑作物の生産性向上、品質向上が求められている。灌漑施設の

老朽化対策も重要な課題である。このような状況にあるベトナムの現地調査を行い、開発計

画の策定に資する情報収集を行った。 

具体的な対象地域については、過去にＪＩＣＡ専門家として在籍していた複数の者に聞き

取りを行った上で、コメ作と畑作（キャッサバ等）が盛んな中部沿岸地域のクアンガイ省等

とした。 

 

(7) 有識者からの意見聴取 

アジアの農業農村開発、ＦＶＣ強化支援の観点から、策定する総合的な農業農村開発計画

の実効性を高めるために、有識者による国内検討委員会を設置し、2回開催し、有識者から意

見を頂いた。 

 

以上 

写真 5 FVCセミナー（ネピドー） 


