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熊本県木竹炭振興会
会長 末廣勝也

ミャンマー国において、山間地域の貧困層の人々を、生産者、起業家とし
てビジネスのバリューチェーンに取り込み（＝ Inclusive／包括的）、現
地で竹炭・竹酢液などの商品を生産し、商品の一部は日本に輸出して、貧
困層の人々の経済的自立を同時に実現するビジネスを展開します。

n ミャンマーのバゴー管区、モン州、カレン州の人々が、地元のレンガ、土、
粘土で竹炭窯を作り、豊富な竹から竹炭・竹酢液を生産して、日本に輸出す
るビジネスを行って、経済的に自立することを目指します。

n �炭づくり」は、煙を見ながら、匂いを感じながら、そして、気温、湿度を
見ながら焼く温度を調節する「生きた技術」です。熊本県木竹炭振興会が、
ミャンマーの人々に竹炭窯作りと焼き方・竹酢作りの技術を教えます。

n ミャンマーの人々は、ビジネスの収益で、竹細工工場や竹のプランテーショ
ンを作ったり、竹炭酢とコンポストで安全な野菜を作ったりして「持続可能
な竹炭の里」作りを行います。
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家具・調度品・建材

竹材

竹炭・竹酢

竹炭・竹酢を利用した安全な野菜作り

「持続可能な竹炭の里」
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ミャンマーの森林減少は激しく2010年から2015年の間に失われ
た森林の総面積は5,460 km2で、森林の損失量で世界の3番目にラン
クされています（国連食糧農業機関レポート）。森林資源の減少・
荒廃地化が進んでいる原因は、チーク材等の違法伐採、薪・炭の家
庭燃料への天然林の利用、焼畑などです。
ミャンマーは、チーク材に代表される木材が主要な輸出産業でした
が、「丸太」のまま輸出されてきました。2014年4月、天然資源環
境保護省は、木材加工産業の振興と森林保護を目的として、広葉
樹・チーク材の「丸太」での輸出を禁止しました。そして、違法伐
採を厳しく取り締まっています。それに伴い、広葉樹・チーク材の
製材量・国内販売量・輸出量は急減しました。林業に携わっている
人たちにとって、雇用が少なくなったり、収入が減ったりしていま
す。ミャンマーは、一人当たりのGDPが1,264ドル（2017年度）で、
世界190カ国中157位、アジアでは、ネパールに次ぐ最貧国です。
山間部は竹の産地でもあるが、3mの竹材が1本600チャット（44
円）と安い。地域の人たちからは、日本の炭焼き技術を教えて欲し
い、そして、竹の付加価値を高め、農家の現金収入を増やしてほし
いと要望されています。

l 疲弊するミャンマーの林業と貧困問題
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広葉樹・チーク材の製材・国内販売・輸出量

Summary 

Myanmar is losing its natural forests, with devastating impacts on the lives of millions of people. The losses are killing the country’s 
rich biodiversity and undermining its economy. One of the main drivers is weak governance. RECOFTC – The Center for People and 
Forests, working with civil society partners as part of the European Union-funded Voices for the Mekong Forests (V4MF) project, is 
seeking to better understand the governance challenges and opportunities in Myanmar’s forestry sector, as well as putting forward 
a programme to address these through the empowerment of non-state actors (NSAs). This brief summarizes the results of a forest 
governance assessment carried out in late 2017 and early 2018, and proposes interventions to address the issues identified. The 
participants, including representatives of government, civil society, and local communities, felt that various challenges permeate all 
areas of forest governance in the country. There was a feeling that, while the policies and legislation provide a strong foundation, 
this is undermined by systematic issues in the implementation, enforcement and compliance. The recommendations include the 
establishment of a forest governance monitoring system. Additionally, a systematic capacity development programme is proposed, 
including a programme to increase the knowledge and skills of civil society on technical (e.g. timber legality) and operational (i.e. 
project management) issues. The project partners will work with various stakeholders, particularly NSAs including civil society, to 
implement a programme to address the challenges and opportunities identified.

Myanmar’s forest sector

Myanmar’s richly biodiverse forests provide a livelihood for most of the country’s rural population (at 36 million, around 70 percent of 
the national total), as well as a valuable contribution to the national economy and immeasurable environmental services.

However, deforestation at an annual rate of 400,000 hectares from 1990 to 2015 saw forest cover fall from 58 percent of the 
country’s territory to 44 percent (Figure 1)1. 

 
The largest direct drivers of deforestation are agriculture, mining, hydropower and infrastructure development.2 The related problem 
of forest degradation is driven by illegal logging, poor forest management and over-exploitation, fuelwood extraction, and shifting 
cultivation. These drivers all have roots in the issue of weak governance. 

Poor governance affects deforestation and forest degradation, for example, when a process to allocate land to develop mines or 
special economic zones lacks transparency and creates opportunities for corruption. Furthermore, the civil conflict in parts of the 
country exacerbates governance problems. 

Recent government measures to address the problem include a temporary logging ban in 2016-17, a ban on the export of roundwood 
since 2014, and the restructuring of the state-owned Myanmar Timber Enterprise (MTE). Other national and international initiatives 
to strengthen forest governance include the EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) action plan and its 
Voluntary Partnership Agreement (VPA), as well as the UN Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation (REDD+), the international Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), and the OneMap Initiative by the Centre 
for Development and Environment at the University of Bern, Switzerland. 

1--FAO, 2015. Global Forest Resources Assessment. Rome: FAO.
2-- UNREDD and MONREC, 2017. Background Report for Identifying the Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Myanmar.
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l 竹炭・竹酢液作りは成長産業
日本では、2000年初頭頃からの健康ブームで竹炭生産量が増加、
2013 年には1,119tを生産しました。粗悪品が出回ったことなどから
ブームがさり、2016年には411tまで生産量が減少しました。
竹炭の機能性が見直され、食品、消臭、浄水等他分野で需要が拡大し
てきており、2018年には534tまで増加しました。他方、竹炭焼き生
産者の高齢化が進み、後継者問題もあり2009年の766人から2018年
には534人に減少し、旺盛な需要に対応できない状況にあります。
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出典：特用林産物生産統計調査 林野庁林政部経営課
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日本の竹炭輸入量
出典：特用林産物生産統計調査 林野庁林政部経営課

主に農業用、調湿用に海外からの輸入が2008年から始まりました。
2019年には8,744tを輸入し、ぞの量は増加しています。主要な輸入
国は中国からです。品質が悪いことが、問題となっています。



l 「持続可能な竹炭の里」活動
ミャンマーでは、竹は、伐採が許可されている森林資源です。貧困問題
解決のためには、竹炭や家具等の加工産業を興し、竹の付加価値を高め、
農家の現金収入を増やすことが課題となっています。
竹炭、竹酢液は、エコな商品として、浄水、調湿、農業等で需要が伸び
ていますが、ミャンマーには竹炭作りの技術がありません。
熊本県木竹炭振興会が、バゴー 管区、モン州、カレン州の山間地域の
人々に、日本の伝統技術「炭づくり」を伝えます。
この活動には、日本の青年にも参加を呼びかけ、協働で竹炭を作る作業
を行うことで、次世代の日本の炭職人を育てます。
熊本県とミャンマー国の双方のSDGs「Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）」に向けて、この活動を端緒に、熊本県
民・企業とミャンマーの人々の交流が深まることを期待しています。

n 事業参加者
熊本県木竹炭振興会
特定非営利活動法人日本ミャンマー交流協会
株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ
Wai Lu Kyaw Foundation
Wai Lu Kyaw Company Limited

n 事業活動
１）ミャンマーの竹炭職人の育成
２）竹炭・竹酢液のインクルーシブ・ビジネス



l ミャンマーの竹炭職人の育成
1) モデル竹炭窯作り
• Wai Lu Kyaw が、2005年に、ヤンゴン市郊外に開園した1haの竹
園に、NGO Wai Lu Kyaw Foundationと協力して、2020年1月3
日から10日にかけて竹炭窯を建設します。

• 2020年2月中旬に竹を投入して火入れを行います。
• モデル竹炭窯は、竹炭窯を1基、竹酢回収器1基を建設、教室、作
業小屋、倉庫は既存の設備を活用する計画です。

• モデル竹炭窯で、各地の竹で実際に炭を焼き、竹炭に適した竹と場
所を選定します。

• そして、竹炭・竹酢液作りを行いながら、竹炭インストラクター
（指導者）を育成します。

2019年12月5日 竹園でモデル竹炭窯作り打ち合わせ



末廣勝也 上村仁士

1月3日
FUKUOKA 10:30 →
HANOI 13:35 VN357
HANOI 16:30 →
YANGON 18:00 VN957

4日 炭窯作り

5日 炭窯作り
FUKUOKA 10:30 →
HANOI 13:35 VN357
HANOI 16:30 →
YANGON 18:00 VN957

6日 炭窯作り 炭窯作り

7日 炭窯作り 炭窯作り

8日 炭窯作り 炭窯作り

9日 炭窯作り 炭窯作り

10日
AM 炭窯作り
YANGON 18:55 →
HANOI 21:25 VN956

AM 炭窯作り
YANGON 18:55 →
HANOI 21:25 VN956

11日 HANOI 0140 →
FUKUOKA 07:20 VN356

HANOI 0140 →
FUKUOKA 07:20 VN356

2020年1月3日-10日竹炭窯建設
スケジュール



2) 炭・竹酢液のインクルーシブ・ビジネス

ビジネス展開計画

• バゴー 管区、モン州、カレン州の山間地域の村々で、竹炭作りに意欲の
ある人々が、コミュニティー（竹組合）を作ります。竹炭インストラク
ターが指導して、「竹炭窯」を作り、「竹炭作り」、「竹酢液作り」を
行います。熊本県木竹炭振興会は、出張ベースで各窯を巡回し、インス
トラクターと竹組合に技術指導を行います。

• 山間地域貧困層の人々を、生産者、起業家としてビジネスのバリュー
チェーンに取り込み（＝ Inclusive／包括的）、現地で竹炭・竹酢液など
の商品を生産し、商品の一部は日本に輸出して、貧困層の人々の経済的
自立を同時に実現するインクルーシブ・ビジネスを展開します。

• 竹炭工場（竹炭窯を2基）の投資額は、2,000千円程度見込まれます。
年間86.4tの竹炭と9,000ℓ竹炭液を生産して約10,000千円の収入が見
込まれることから、竹組合の設備投資は可能と考えられ、経済的に自立
出来るようになります。

• 表に示すように、2022年度に竹組合を7組合設立し、日本への輸出を開
始する計画です。

• 竹炭は、2019年には8,744tを輸入しました。主要な輸入先は中国から
で品質が悪いことが、問題となっています。熊本木竹炭振興会が品質管
理の指導を行い、竹炭・竹酢液は、フェアトレードラベル運動の国際組
織 Fairtrade Labelling Organization (FLO)のが定める「フェアトレー
ドの基準」を守り、「国際フェアトレード認証製品」として販売します。

• 集荷、品質管理、検査、国内販売、輸出は、Wai Lu Kyaw Company 
Limitedが行います。

• 日本への輸入・販売は、商流を熊本県竹炭振興会が協力します。



l 今までの活動実績
n 2019年8月18日～22日
8月19日 ミャンマー籐と竹の起業家協会（MRBEA）情報交換

MRBEA Advisor U Tin Htun Ni 竹園訪問
8月20日 ヤンゴン管区南部県Twantay郡

天然資源・環境保全省林業局竹試験場 調査
8月21日 バゴー管区 U Nyunt Shwe 議員訪問
8月22日 Wai Lu Kyaw 打ち合わせ

n 2019年12月1日～9日
12月3-4日 モン州・カレン州 竹林調査
12月5日 Wai Lu Kyaw と竹園でモデル竹炭窯打ち合わせ
12月7-8 日 ネピドーで調査

Wai Lu Kyaw 打ち合わせ 林業局竹試験場 調査

モン州・カレン州 竹林調査



• Wai Lu Kyaw は、17歳でデビューし、 2010年にThe Red Sun 
Above the Ocean でMyanmar Academy Award for Best 
Supporting Actor を受賞を獲得した人気俳優。

• 社会福祉活動を行うWai Lu Kyaw Foundationを2009年に設立、ボ
ランテアスタッフは30人。

• Wai Lu は、洪水被害などの際に自ら被災地に出かけてドラマさなが
らの活動をしている。被災地域住民の生活再建、植林、貧困地域の子
どもたちへの学用品寄贈などに取り組んでいる。

• 2005年に、1haの竹園をヤンゴン市内に開園、山間地域の人々の貧
困対策として竹の家具等の商品化に取り組んでいる。2018年には、
竹炭窯を作ったが、独学で十分な知識が無かったため失敗。NPO 日
本ミャンマー交流協会に協力を要請した。

l Wai Lu Kyaw紹介


