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出張報告書 
国名と都市：ヤンゴン市、ミャンマー 
出張者： Aung Moe Chai 貿易投資部部長、上岡美智子貿易投資部プロジェクトマネージャー 
リソースパーソン： 東海大学 芸術学科デザイン学課程 戸谷 毅史教授

公益財団法人日本デザイン振興会（JDP） 常務理事 加藤公敬氏 
出張期間：2017 年 1１月 1３日- 1７日 

 事業趣旨
ASEAN 諸国におけるクリエィティブ・インダストリー（CI）促進事業は 2013 年に発足した。この事業に

おいては、アニメ、ソフトウェア、IT を含むコンテンツインダストリー分野で活躍する企業に焦点を合わせ、東
京ゲームショーに出展した経緯がある。しかし、UNCTAD では 2004 年からこの分野に着目し、次にようにのべ
ている。「クリエィティブ・インダストリーが、新しい財を創作する領域に途上国を飛躍させる新機会をもたら
すことができる。この産業は世界貿易の最も力強い領域にあり、高技術、付加価値という意味においては、中小

企業の強固な雇用関係をもたらすことができる。(UNCTAD XI High Level Panel on Creative Industries 
and Development (12 - 13 June 2004, São Paulo)より一部抜粋）」

この枠組みの中で、アセアン諸国のクリエィティブ・インダストリーにおける財の創作、つまり高い付加価
値生産の原動力を強化し、中小企業の雇用機会を生み出し、国際貿易から利益を得る結果につなげることを目的

とし、コンテンツ産業を含むソフトデザイン、プロダクトデザイン及びサービスデザインの振興に対象を広げ
た。この為公益財団法人日本デザイン振興会（JDP）と連携し、JDP の付与するグッドデザイン賞（G-mark）
を、アセアン 10 カ国の企業に付与し、アセアン企業の国際展開を支援することとなった。また、リソースパー
ソンによるセミナー・ワンデイクリニックを通して、デザイン振興および、デザインに対する新しい考え方を共

有し日本市場への訴求をはかる。今回は、カンボジア、ベトナムに続きミャンマーを訪問した。

 訪問内容
グッドデザイン・アセアンセレクション
2017-18」の「推薦候補の選択」にあたっては、
これまでの事業経験を生かし、（1）デザインの

考え方を理解し共有する「デザインセミナー」、
(2) 日本のデザイナーとの対話する「ワンポ
(3) ントアドバイス」、さらには、（3）グッド

デザイン賞に向けての論点を共有する「企業訪
問」の３つのメニューで実施する「標準化パッ
ケージ」に基づき下記の通り行われた。

・１日目：デザインセミナーとワンポイントアドバイス
・２日目：企業訪問と推薦候補選び
・３日目：現地主催者への報告と意見交換

 ミャンマー
場所：チャトリウムホテル、ヤンゴン市
参加人数：３7 名 



   候補企業数：21 企業  
   訪問企業数：７候補企業の中の５社＊ 

（2 社は遠方の為、商品のクリニックのみ） 
 第一審査結果

合格：４企業 

ミャンマー・クリエイティブ・アイデア社 Myanmar Creative Idea Co., Ltd.（MCI）
評価ポイント：ビジネスモデル 

元来は広告代理店であるが、農業に係わる問題点を見出し、それを解決す
る、システム化によるソリューションである。中間搾取を防ぐフェアトレ 
ードを根本にすえながら、SNSによる流通チャンネルの拡大などの取り組
みや、仕組みをデザインしている点を評価した。ミャンマーの北部シャン
州の農家を消費者とダイレクトに結びつけるビジネスモデルとしては、画
期的なアイデアである。具体的にはマンゴをファインパッケージに梱包
し、消費者に個別宅配をするもの。この仕組みが成功すれば、他の農産物
にも応用が可能と思われ、海外輸出にもつながる。出展にむけては「しく
みのデザイン（考え方のフロー）」を的確に表現するプレゼン力が求めら
れる。 

ロイヤル・ローズ Royal Rose

評価ポイント：ビジネスモデルとプロダクト
民族衣装のロンジーの生地をサンダルやバッグに展開し、レディメードと
オーダーメードを行っている企業。 SNS などを通して受注し、店舗に併

設した工房にて生産し販売するというシステム、つまり、オフィス、工
房、ショールーム/シ ョップを 1 箇所に集約する仕組みは、日本の若手起

業家が所望してやまないツールであり、その点に価値を見出した。しか
も、同ブランドは20 年間に渡りアウンサンスーチー国民民主連盟党首のサ

ンダルとバッグの受注を得ており、生地による注文から制作までてがけて
いる。 また、古タイヤをリサイクルし、サンダルのコンソールに利用す
るなどの工夫も見られる。品質の更なる向上など改善すべき点があるもの

の、ミャンマーにおけるものづくりの仕組みとして、大企業にのまれてし
まわない中小企業の存在価値を高めている企業だと評価した。

ジェーラ・モナ Jeera Mona 
評価ポイント：プロダクト 

姉、弟で構成するデザイナーユニットは、日本のファション学校で学んだ
経験を活かして、ミャンマー国産羊毛で作るニット製品をデザインてい
る。また、アマラプラ産のシルクやコットン生地を組み合わせた斬新なア

パレルデザインにチャレンジしている。自国で芽生え始めたファションブ
ランドへの意識を高めたい、という情熱を評価した。ミャンマーの伝統的

な衣装であるロンジーとの組み合わせてが見事であることから、審査員か
らは、コンビネーションのさせ方に着目するよう、助言をしたうえ選考対
象となった。
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ミャンマー・ナチュラルアート＆クラフト社
Myanmar Natural  Art & Craft Company Ltd.（ＭNAC）

評価ポイント：ビジネスモデル及びプロダクト 

ミャンマーの伝統的な籐の編方を用いて、海外輸出用の大小多種のかごを
製作。農家の閑散期を利用した家内籐細工生産から始まったかご作りに対
して、MNAC の定期的な発注により農民の安定収入確保に貢献している。
農村の生活を支えるツールとなっていること、さらに、MNACの工房にて
最終工程作業を行うことで、地元の女性達に対しても新たな雇用を生み出

していることなどを評価した。かごの編み方などにオリジナリティを加味
できる可能性を支持して選考対象となった。

 戸谷毅史審査員からの評価：
ミャンマーから の7 社の審査候補を視察した。相対的に若い経営者が起業し、新しいビジネスモ

デルを創作しているように思う。商品そのものは若干弱いが、作りだしている仕組みは素晴らしく、

この「仕組みのデザイン」をエンパワーしていきたい。 
初めに訪れた MCI は広告代理店であるものの、農作物、食品に関する B2C のビジネス展開を考案

し実践している。また、ゴールデン・トライアングルにおける麻薬生産からの転換を図った栽培者を
支援し、そのコーヒー豆を「ブーマブランド」として販売すると言う「仕組みのデザイン」を考案中
で、この点についてもミャンマー製品を大切にみせる「全体像のイメージ」を持ち、商業省と問題を

共有し解決していくように助言した。ブランド力を上げることが課題ではあるものの、ミャンマーの
抱える社会問題の解決策としての商品開発に期待したい。 

Royal Rose は、評価にも記したとおり、バックヤードの工房で生産し、フロントのショップ兼シ 
ョールームで販売するという、ものづくりの仕組みを有している。商品ラインは、サンダルとバッグ
といたってシンプルだが、ミャンマーの民族衣装には欠かせないアイテムである。中小企業が一流ブ
ランドとして国民民主連盟党首のご用達になっている点にも注目した。ただし、国際ブランドになる
ためには、ク ォリティの向上にもう一工夫が必要である。
　Jeera Mona は、日本のモード学園でファションを学んだ若い姉弟の作品であるが、ロンジーと

いう民族衣装を基本に据えながら、新たな展開を図ろうとしている姿勢に注目した。今後の研究成果
に期待したい。
　MNAC は、もともと Bella という籐の会社に長年従事していた女性が、２０１５年に新たに起業

した会社だという。韓国、EU及びオーストラリアへの輸出を主に行っており、品質に関しては国際
基準を満たしているものと判断できよう。農村の閑散期工芸品という商品は、工場では、地方の農村
で閑散期に作られる一時産品を受入れていたが、これらは日本ではとても納品できる状態のものでは
なかった。その状態のものを国際基準に耐ええるよう工場で修正している姿をみて、農村における製
造技術の向上を図るべきではないかと問うたところ、ミャンマーでは農家とMNACを結ぶブローカー
の力が強く、納品を拒めば生産してくれなくなるという実態を聞き、驚きを禁じ得なかった。 

 加藤公敬氏からの所感・総評：

ミャンマーの社会にデザインがどのように貢献しているか、使いやすさ（ユーザビリティとアクセ
スビリティ）と社会課題の解決という視点に立ってコンサルをさせていただいた。使い手を良く考
え、社会との関連を重視するデザイン、つまり、「思いやりをシステムに落とし込んでいく」という視

点からみると、ミャンマーの若手デザイナーにおいては、社会のソリューションや、地方の雇用問題
の解決等から取り組んでおり、アプローチおよびアイデア面においては評価される。
しかしながら、技術面、品質においては、改善の余地がある。Burma brand を立ち上げた MCI は広



 全体の総論：

 　戸谷教授ならびに加藤常務理事の大変熱心な指導と助言により、4 社が第一次選考を通る運び
とな った。対象外とはなったバガンの漆会社 Ever Stand、ヤンゴンの Link 64 で、両者とも 2014 
年 Gマーク受賞した企業である。Link 64 は日本人デザイナーにもコラボ企業として選ばれ、ブラ
ンディングの仕事も手がけた。今回 2 社に課せられた基準は、過去を越えるレベルでなければなら
なかったが、残念ながら 2014 年以上の進歩がみられず審査基準を満たさなかった。
 　Link 64 の再生麻袋利用によるバッグはエコロジカルであると評価されるも、バッグ自体のデザ
インは使い手に寄り添っていない、という指摘だった。  
 　Ever stand においては、希少になりつつある馬の尻尾の毛を素材としてふんだんに使うのは何
故か？　竹、木の漆器についても何の為の器なのか？　もう一度生活スタイルを見直してから、作
品作りのアイデアを検討するべきとの助言があった。  

 今回、戸谷教授と加藤常務理事が、民間企業で挑戦されてきた歴史をふまえ、企業におけるデ
イン改革やＩＴ企業におけるデザインイノベーション等にかんする苦労を大変熱心に伝えられ
ミャンマー企業からの感心も高かった。 

　　新たな 4 社が抜擢されたことで、ミャンマーのデザインにおけるイノベーションに繋がること
を期待したい。 

了 

告代理店の若者集団で運営されている。マ ン ゴ ー の 流 通 に お け る 複雑なステップを
減らし、農民から直接購入した食材の梱包からデリバリーまでを考案し、消費者に届けるサービス
はスーパー等で販売されている商品に比べ、付加価値が高くなる。ミャンマー事情を理解していくう

ちに、商品そのものとデザイン性は低いものの、こと（サービスや活動）の仕組みはしっかり機能
しはじめていると思う。このように仕組みのデザインをし、バーマブランド（Burma brand）とし
ていかに信用をかちとるかがこれからの課題であり、我々が期待している点だ。  
　MNAC におけるミャンマーラタン製品については、質や工程管理など未成熟な領域はあるが、

様々な社会課題の解決と産業や人材育成など関っており、製品そのものというよりもものづくりの仕
組みによる社会課題の解決の可能性を感じた。訴求ポイントとしては、次の 3 点である。１）ラ

タンの生産地や製造地域で産業化することで女性の収入確保など経済な課題を解決している、２）
生産工程（編み上げ工程）からの一次産品の加工及び仕上げ工程により、高質化（販売価格のアッ
プ）効果をもたらすことができる、３）一次産品の生産者にデザイン（図柄、図案）指示を出し、
二次加工を自社工場で行い販路に乗せるというプロデユース工程が安定的に機能している。
　この聞き取りの中で、思わぬ言葉を聴いた。ミャンマーでは「新しい商品（デザインなど）を

提案してもすぐに真似られて先行メリットが無い」という。伝統的なデザインに固執する理由のひと
つは、苦労して新しいデザインを創作しても、その苦労に見合うデザイナーの価値や収入がない、
ということなのだ。ここからいえることは、ミャンマーのデザイン保護策に対する国家レベルの取
組みを早急にすることだ。2018 年には批准さえるときいたが、例えば「ミャンマーク（仮称）」を

制定することで、創作性を発信し具体化するなど「知財保護」と合わせてデザインの価値を訴求す
ることが極めて重要だと感じる。 




