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去る 2011 年、ミャンマー政府と中国政府によっ

て推進されてきたミットソンダムプロジェクトが

市民、NGO、地方団体等の強固な反対を受けて、

中止された。カチン州の州都ミッチーナから 27 マ

イル北のマリハカ川（Mali Hka）とマイハカ川

（N’Mai Hka）の合流点で、2009 年 12 月 21 日から

建設が開始された問題の 500 フィート（＝150ｍ）

ダムは、中国政府系の中国電力投資公社 1、ビルマ

アジア世界公社 2及びビルマ政府第１電力省 3によ

って推進されてきたものである。 

インターネットや地元誌では、プロジェクトと

ともに、カチン州の環境影響、イラワジ川生態系

への影響への懸念について多くの記事が掲載され

てきた。ミットソンダムの問題は、ミャンマー市

民の環境保護意識の高まりと、増加する環境問題

に政府が取り組むべき課題を浮き彫りにした。 

ミャンマー連邦共和国（ビルマ）は、南東アジ

アで面積が 大の国の一つである。石油、木材、

宝石原石、生態系といった豊かな天然資源に恵ま

れており、インド、中国といった経済成長国や、

タイ、ラオス、バングラデシュといった国々と国

境を接している。国連食糧農業機関（FAO）の森

林評価（2000 年）によると森林被覆率は 52.5％に

上り、ASEAN 諸国の中でラオスに次いで 2 番目の

森林資源を有している。しかしながら、そのよう

な発展に向けた高いポテンシャルを有しているに

もかかわらず、ミャンマーは世界 貧国の一つで

あり、多くのアジアの開発途上国と同様に、森林

の衰退、土壌流出、水質汚染や廃棄物といった環

境問題に苦しんでいる。近年では気候変動の影響

を受けて、サイクロン、洪水及び干ばつといった

自然災害も頻発している。特に 2008 年のサイクロ

ン「ナルギス」はミャンマーの中央デルタ地帯を

直撃し、少なくとも 138,000 人に上る死者・行方不

明者をだした。 

一方、災害によって環境関連法整備に向けた動

きは加速した。被災地では、マングローブ林が集

落を被害から守ってくれたことを実感し、その結

果、自然環境がもたらす恩恵は生活の糧を得ると

いう側面だけではなく、自然災害からの保護とい

う機能もあることをはっきりと理解するようにな

った。これらを通じて、人々の間にはマングロー

ブ林の保全・復元並びに持続可能な生活の糧を得

ることに対する意識が高まった。 

国家環境動向評価レポートによると、ミャンマ

ー南部のタニンダーリ 4地区では、1990年から 2000

年の 10年間で熱帯雨林面積の 28%相当が失われた。

その主な理由としては、商業目的の木材生産、違

法伐採や土地利用等があげられる。増加するパー

ム油やゴム林といった商業用プランテーションな

どもこの森林の衰退に寄与している。 

森林面積の減少を食い止めるため、ミャンマー

政府は 1995 年に国家森林政策を制定し、2005-2006

年度の予算で保護区制度を採用し、国土の 5％相当

を森林地帯とするという目標をたてた 5。これを当

面の計画として位置付け、長期的には、2001 年に

策定した森林に関するマスタープラン（森林復元

に向けた 30 年長期計画）において、2017 年までに

森林面積を 10％に拡大することとしている 6。同時

に、ミャンマー中央・北部の 9 省を含む乾燥地帯

の森林復元計画にも着手している。この中央乾燥

地帯の緑化を推進する目的としては、水源の保護、

地方の住民が必要とする森林資源の提供、地方の

住民の生活改善、環境意識の向上、能力の向上及

び住民参加の促進などである。主な活動は、１）

植林、２）保護、３）薪としての利用の削減、４）

水利用、である。こうした活動は国際機関、地方

政府、地域及び国際 NGO との協働で行われた。森

林省に加えて、国家環境委員会 7（NCEA）が 1990

年に政府機関として設立され、環境保護を管轄す

るようになった。委員会は、環境基準を制定し、

環境政策を策定し、汚染の防止に向けた規制等を

発出し、環境保護と開発要求の均衡をとる短期・

長期の政策を検討することとなっている 8。 環境

管理のための機関としてのNCEAの近年の活動は、

国連機関とともに、環境保護と環境劣化の未然防

止に向けたプログラム・活動を記載したミャンマ

ーのアジェンダ 21 を策定したことである。さらに、

環境へのマイナスの影響を軽減し、自然資源を保

護するために、2012 年 4 月に環境保護法が制定さ

れたところである。 

ミャンマーの環境は、森林減少以外にも気候変

動、人口増加、経済活動等の影響も受けている。

シャン州にある著名な観光地インレ湖では、人口

増や浮畑でのトマト栽培といった経済活動の影響

で生態系の劣化、清浄な水の減少といったことが
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問題になってきている。インレ湖に住む民族は水

上に居住し、浮畑で水草（菜）類を栽培する独特

の文化と生活様式を持っており、その独自性と景

観美で、ミャンマー有数の観光地となっているが、

観光産業と農業がもたらしたビジネスチャンス

が、湖周辺の人口増を招いている。家庭、ホテル、

事業所からのゴミ、トマト栽培に用いられる化学

肥料、農薬、除草剤等が水質汚濁の原因となって

いる。また、周辺地域の森林の減少や表土流出と

いった要因もある。結果として、湖の深度は浅く

なり、面積が減少し、魚類、鳥類ほか生態系が減

少している。現地では、化学肥料、殺虫剤、除草

剤が生態系に及ぼす影響に対する懸念が広がりつ

つあるため、政府、国連機関、複数の国際機関が

環境理事会への参加を通して、湖周辺の自発的な

取り組みを支援することにより、インレ湖周辺の

湿地帯保全に向けて様々な取組みを展開してい

る。 

ヤンゴン、マンダレィといった大都市圏では、

廃棄物管理や大気汚染等の都市型環境問題が増加

している。2005 年にネピドーに遷都するまで、ヤ

ンゴンはミャンマーの首都であった。ヤンゴンは

もはや首都ではなくなったとはいえ、人口・産業、

サービルはヤンゴンに集中している。工業化が進

んでおらず収入も低いことから、1 人 1 日当たりの

固定廃棄物は 1 キロ未満にとどまっていてタイや

カンボジアといった近隣のASEAN諸国よりも少な

く、その組成は有機ゴミが多い 9。しかし、廃棄物

を収集する能力も近隣諸国より乏しい 10。ごみの収

集・処理能力の向上を目指した廃棄物処理の改善

という目的から、ヤンゴン市開発委員会の汚染対

策・清掃部では新しい取組みを始めた。2012 年 4

月に導入された新しいごみの廃棄ルールでは、住

民に色分けされたゴミ袋の使用を奨励している 11。 

都市部の大気汚染については、厚生省によれば、

ヤンゴンの二酸化硫黄及び窒素酸化物の汚染レベ

ルは WHO の基準以下となっている。しかし、車両

数は増加の一途で産業も発展していること、下町

の狭い道路といった要因を考えると、近い将来大

気汚染問題が顕著になる可能性がある。現在の経

済状況下では、CO2 総排出量の大半は運輸部門か

らのものである 12。鉄道、タクシー、フェリーとい

った手段もあるものの、ヤンゴン市の公共輸送機

関のうち も比重が大きいのはバスである。人口

密度の高いヤンゴン市の人口は約 600 万人で、国

の全人口の 1 割が居住し、毎年 3％の割合で増加し

ている。市民にとって も安い交通手段は鉄道で

あるが、鉄道網は貧弱で、サービスも悪く、時間

もかかる。このため、バスが も人気のある交通

手段となっており、ヤンゴンにはバスのルートが

300 ルートほどあって、6,400 台余りのバスが 1 日

あたり 30,000 本運行されている。鉄道に次いで運

賃の安いバスは、ヤンゴン市民の半数にあたる 314

万人の通勤等の足となっている 13。従って、運輸部

門の改善や対策を行わずに人口増と経済発展が続

けば、やはり大気汚染と CO2 排出量の増加が起こ

ってくるであろう。商業地区への鉄道網の整備や

高効率化、サービスの向上といった改善が求めら

れる。都市部並びに地方の交通改善は、ミャンマ

ーにとって将来に向けての重大な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 China Power Investment Corporation (CPI) 

2 Burma’s Asia World Company (AWC) 

3 ミャンマーには、第１電力省と第２電力省がある。 
4 Tanintharyi 
5 出典：森林省 1995 年 
6 出典：森林省 2001 年 
7 the National Commission for Environmental Affairs (NCEA) 
8 出典：ビルマ環境ワーキンググループ 2011 の報告書より 
9 出典：Glawe, U., Visvanathan, C., & Alamgir, M. (2005, July) 
10 出典：EPA, 2006 
11 出典：Aung, N. N. (2012, April 09). Slow start for waste  
  disposal plan 
12 出典：Earth Trends, 2003 
13 出典：出典：Moe Thida et al., 2012 

 
鉄道の通勤風景 

 
ヤンゴン市で車を利用した移動 

 

 
バス排気ガス （ミャンマータイムズから） 
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