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  チョーナインさんの一家 家族構成 チョーナイン（仮名）さん（47歳） 

妻（47歳） 

長男（19歳） 

世帯収入  500,000 チャット/ 月 

職業 チョーナインさん：タクシー運転手 

妻：主婦 

勤務日数 チョーナインさん：決まった休日はない 

■調査実施日 

■調査場所 

 

■調査対象 

■為替レート 

：2015年 12月20日  

：ヤンゴン管区 ティンガンジュン郡 

（調査対象の所在地はヤンゴンのダウンタウンから6マイルほどの距離） 

：チョーナイン（仮名）さんの一家 

：1円 ≒ 10.69 ミャンマー チャット（2015年12月 平均値） 

チョーナインさん（47歳） 
職業：タクシー運転手 

妻（47歳） 
職業：主婦 

2013年に購入した中古車を使って、タクシー業をしている。 

毎朝7時に家を出て、午前8時よりタクシー業務を開始。ヤン 

ゴン中央駅周辺を仕事場としている。定休日は特にない。 

妻と一緒にティンガンジュン市場へ買い 

物に行く。“SUPER ONE”というスーパー 

マーケットに行くこともある。 

サッカー観戦が好きで、プレミア・ 

リーグのサッカー試合を見るのが 

好き。アーセナルのファン。 

時々、洋書の翻訳本や 

スポーツ紙を読んでいる。 

友人たちと泳ぎに行くこともある。 

新しい車に買い換えたいと思っている。 

信頼できるブランドは「トヨタ」。新車※ 

にはまたトヨタを選ぶつもり。 

家の敷地内に離れを建てたい。 

※「新車」とは日本から輸入される中古車のこと。 

日々、主婦業を楽しんでいる。 

朝6時に起床し、自宅近くのサンピヤ市場に行くのが日課。 

その後、午前中に料理、洗濯、家の掃除などの家事をこなす。 

夫の帰宅を待って、正午に一緒に昼食を 

とる。 

午後はしばしば昼寝をしたり、新聞で 

政治のニュースを読んだりしている。 

ミシンがけが好きなので、夫の服を 

手作りしたりする。 

宝石類が好き。 

家に十分なスペースがあるならば、 

大きなソファーが欲しい。 

洗濯機もほしい。 
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チョーナインさんの紹介 

●チョーナインさん： 

夫であるチョーナインさんは仕事熱心なタクシー運転手で、妻とともにティンガンジュン郡内のメインストリート近くの 

喧騒な環境にあるアパートで暮らしている。子供は、ダゴン大学で地理学を専攻する長男がいる。大学は自宅から 

非常に遠いため、現在長男は同居しておらず、大学近くの祖母の家に下宿している。 

家族を養うため、休日無しで毎日仕事に励んでいるチョーナインさんはタクシー運転手をしているが、国際関係学の 

学位を持っている。大学時代の夢は外務省で外交官として働くことであり、タクシー運転手になろうとは夢にも思わな 

かったという。しかしながら運命は彼の望むようにはならず、1996年にヤンゴンで学生ストライキが発生した際、ヤンゴ 

ンにある大学は4年間閉鎖されることになり、こうした状況の下、1998年にタクシー運転手としてのキャリアをスタート 

させた。その後、2000年に大学が再開された際、大学に再入学して不足した単位を補い、2002年に学士号を取得した 

ものの、すでに外務省に入省するための機会を失っており、タクシー運転手を職業として選択することを決意。家計を 

やりくりする愛妻とともに、家族の生活向上に向けた努力を重ねている。 

若かりし頃のチョーナインさん夫婦。傍らの車は 
1998～2013年までタクシーとして使用していた。 

現在、タクシーとして使用中の車（トヨタ・PROBOX）。 
2013年に日本の中古車を購入。 

チョーナインさんが学位を 
授与された日の記念写真。 
妻子と共に。 

●長男： 

地理を専攻するダゴン大学の2年生。父親同様サッカーが好きで、余暇の時間の大半を 

サッカーとビデオゲームに費やしている。時には、友人たちとスーパーマーケットにウィンド 

ウ・ショッピングもする。今は、通学が楽になるよう、オートバイが欲しいと言っている。将来 

のキャリアについては、当面の目標はない。 

〔ヤンゴンの大学事情〕 

ミャンマーの教育制度において、学生は入試の点数に従って各大学に振り分けられるため、 

受験学年(高校の11年生)の試験をパスしても、自ら行きたい大学を選ぶことができない。 

軍政時（1988～2010年）に、学生によるストライキを防止するため、大学はヤンゴンの中心 

街から遠く離れた場所に移転させられた。長男の通う大学も自宅から約1時間半かかる 

ため、大学の近くに住む祖母の家に下宿している。長時間かけ、郊外の大学に通わなけ 

ればならないのは、ヤンゴンに住むすべての大学生に共通する問題となっている。 ダゴン大学のキャンパスと 
長男。 

名前 職業 月収 （チャット） 比率 

チョーナインさん タクシー運転手 500,000 100％ 

合計： 500,000 100％ 

月間世帯収入 

家計収支 

月収は50万チャットになるが、定額収入ではない。月によって、これより多いことも少ないこともある。タクシー業界は 

高い競合状況にあることから、この収入は簡単に稼げるものではない。ヤンゴンのタクシー台数は激増している。 
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支出項目 支出金額 （チャット） 

食費 127,000 

光熱費 10,000 

住居費 23,500 

交通費・通信費 20,000 

教育費 30,000 

医療費 40,000 

日用品・衣類購入費 40,000 

寄付および予定外の出費 9500 

毎月の貯蓄/金購入費用 200,000 

25% 

2% 

5% 

4% 

6% 

8% 8% 
2% 

40% 

月間支出の内訳 

食費 

光熱費 

住居費 

交通費・通信費 

教育費 

医療費 

日用品・衣類購入費 

寄付および予定外の出費 

毎月の貯蓄/金購入費用 

妻は病気を患っているため、毎月4万チャット相当の薬代（医療費）がかかる。 

収入からすべての費用を差し引いても毎月20万チャットほどの貯蓄が可能であり、通常、それで金を購入して蓄財に 

回している。妻の話によると、金の価格は2010年に32万チャット/ｔｉｃａｌ（約15g）だったものが、現在は78万チャット/ｔｉｃａｌに 

高騰しており、金の購入は効果的な蓄財手段だという。家やタクシー用の車両を所有することができるのは、このような 

蓄財のおかげとコメントしている。 

ヤンゴンにおけるタクシー業界事情 

    

■タクシー車両登録台数 

2012年4月30日時点で、ヤンゴン地域を4地区に分けて登録 

されているすべてのタクシーの合計は22,760台にのぼる。 

支出項目 登録台数（台） シェア 

ヤンゴン東部地区 13,100 58％ 

ヤンゴン西部地区 6,829 30％ 

ヤンゴン北部地区 1,911 8％ 

ヤンゴン南部地区 920 4％ 

合計： 22,760 100％ 

■タクシー料金 

ヤンゴンではタクシーメーターは使われておらず、運転手は 

距離と使用する燃料により乗客に料金を告げるため、料金 

の額は変動する（交渉制）。ヤンゴンで使用されているタク 

シーの車両は、ディーゼル車、ガソリン車、天然ガス車の3種 

類。この中では天然ガスが最も安価となっている。 

■距離とタクシー料金 

スーレ・パゴダ（Sule Pagoda）とその周辺を起点として、平均的な距離によりタクシー料金が徴収される。 

距離は、下右図に同心円で示された通り。 

起点 終点 
市中心部 
からの 
距離 

徴収される料金（チャット） 

ディーゼル ガソリン 天然ガス 

ダウンタウン A：ダウンタウン 4km 1,500 1,500 1,000 

スーレ・パゴダ B：ミエニゴン 6km 2,500 2,500 2,000 

スーレ・パゴダ C：レダン 8km 3,500 3,500 3,000 

スーレ・パゴダ D：8th マイル 10km 4,500 4,500 4,000 

スーレ・パゴダ E：10th マイル、空港 12km 6,000 6,000 5,000 
起点：ダウンタウン、スーレ・パゴダ 

終点：A（4km） 

終点：B（6km） 

終点：C（8km） 

終点：D（10km） 

終点：E（12km） 

6km 

8km 

10km 
12km 

出所：2012年 MSR調べ 

支出内訳 
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  住 居  
2006年にチョーナインさん夫婦は、この地域に210万チャットで更地を購入し、総額410万チャットをかけて木造の家を建 

て、水道と電力受給の確保に努めた。この木造家屋に7年間住んだ後、2012年に建築業者と等価交換を行い、木造家屋 

から5階建てのアパートに改築。現在、その2階部分を所有し、暮らしている。 

部屋の総面積は663平方フィート（12.5フィート x 53フィート）で、バルコニー、居間、2つの寝室、台所の5つの部分に分けら 

れる。バルコニーの片隅には、ミャンマー人の信仰心を示す「祠」が見られる。仏像が安置された仏壇はリビングの中央 

にあり、仏壇の側にはもうひとつの祠が見てとれる。 

アパートの間取り 

2階のバルコニー 

居 間  
仏壇 

祠 

祠 

玄 関  

ミ
シ
ン 

食
器
棚 

夫婦の寝室 

客 間  

浴 室  

トイレ 
（水封じタイプ） 

台 所  

食卓 

調理台 
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品目 ブランド名 購入価格（チャット） 使用年数 

テレビ（32インチ型） TOSHIBA 320,000 5年 

ＥＶＤプレイヤー 中国ブランド 150,000 6年 

サウンドボックス Saga 20,000 2年 

携帯電話1（スマートフォン） Huawei（G610） 98,000 1年 

携帯電話2（スマートフォン） SAMSUNG（Galaxy Mini） 120,000 2年 

変圧器 Linyama（Burma） 15,000 5年 

冷蔵庫（2ドア型） FUJI 180,000 6年 

炊飯器 National 10,000 3年 

電気グリルパン Matsushita 12,000 3年 

ボックス扇風機 Lucky 15,000 5年 

扇風機（スタンド） MD 18,000 5年 

扇風機（天井据え付けタイプ） MD 26,000 8ヵ月 

電気ストーブ 国産 12,000 3年 

ミシン 不明 30,000 8年 

自動車 TOYOTA（PROBOX） 9,300,000 1年 

東芝製32インチ型テレビ 

扇風機 
（天井据え付けタイプ） 

冷蔵庫（2ドア型） 

足踏みミシン 

衛星放送（SKY NET）の 
パラボラアンテナ 

炊飯器 電気グリルパン 電気コンロ 

 

変圧器 携帯電話（スマートフォン） 

ボックス扇風機 扇風機 
（スタンドタイプ） 

所有家財・家電製品等 
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  食 事  

主な食材の価格 

食材の購入： 

妻は自宅近くのサンピヤ市場で魚や肉、野菜を購入しているが、時には、食用油やスパイス、その他の台所で使うものを 

買いに近所の市場やスーパーマーケットに行くこともある。購入した生肉や魚は冷蔵庫で保管している。 

なお、衣服もスーパーマーケット（SUPER ONE）で購入している。  

料理： 

家族のお気に入りの料理はポークカレー。魚醤と生鮮野菜も普段の食生活に不可欠となっている。食事は通常、食卓に 

置かれ、プラスチック製のメッシュカバーに覆われている。 

炊飯器でご飯を炊き、メイン料理となる肉や魚は、電気グリルパンもしくはホットプレートで調理している。調理用の熱源 

は主に電気を使用している。 

家庭訪問調査の当日は、フィッシュカレー、空芯菜の炒め物、魚の燻製、魚醤、生鮮野菜が食卓に用意されて 

おり、プラスチック製のメッシュカバーできちんと覆われていた。 

品目 価格（チャット） 数量単位 

米 2,200 1pyi*1 

ニシン（ナタラウッ） 1,500 10ticals*2（約150g） 

魚 900 10ticals（約150g） 

羊肉 1,200 10ticals（約150g） 

豚肉 800 10ticals（約150g） 

空芯菜 300 1束 

ハヤトウリ 400 1束 

ケール 300 1束 

*1：「pyi 」は分量の計測単位。  

16 pyi’s ＝1バスケット 

1バスケットの米は32kgに相当。 

*2：「tical」は重量の計測単位。  

1tical ＝約15.16g 

100ticals ＝1viss 

1vissは約1.65kg（3.6ポンド）に相当。 

妻が毎日買い物に行くサンピヤ市場 スーパーマーケットの“SUPER ONE” 
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  生活時間・習慣 

宗 教  

仏教はミャンマーの人々の一部である。ミャンマー人は主に仏陀を信仰し、仏像が安置された仏壇を持っている。仏陀 

の他にも、通常、家を守る精霊の「祠」を家の中に備えているケースもある。数は少ないが、家の敷地内に祠を備え、他 

の精霊を信仰する家族もいる。しかし、仏教を真に理解する人々は、家の内にも外にも祠を置いたりはしない。 

仏壇 屋内の祠 バルコニーの祠 

長期休暇 

家族一緒にバケーションに出かけるのが好きで、通常、2年に1度旅行している。  

お気に入りの場所はモン州のチャイッティヨー・パゴダで、僧院に滞在したものの、約15万チャットの費用がかかった。 

チャイッティヨー・パゴダはミャンマーでは有名なパゴダで、多くの仏教徒は観光シーズンともなれば参拝に訪れる 

人気の旅行先となっている。 

チョーナインさんは、いずれはバンコク、シンガポール等の外国に長期休暇に出かけるという夢を持っている。 

巡礼者で満杯のチャイッティヨー・パゴダ 

以前は、パゴダが所在する山に登るのに2時間を要したが、 

現在では参拝者を山頂まで運ぶ座席付きのトラックがあり、 

30分ほどでパゴダに到着可能である。  

参拝者は目的地までの道中ずっと山々や緑を楽しめる。 
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時間 チョーナインさん 時間        妻 

06：00 ～ 起床、入浴、仏壇へお参り 06：00 ～ 起床 

07：00 ～ 近所の喫茶店で朝食をとる 07：00 ～ 近所のサンピヤ市場に徒歩で買い物に 
行く 

08：00 ～ タクシー乗務開始 08：00 ～ 市場から帰宅 

09：00 ～ ヤンゴン中央駅にて客待ち、 

ダウンタウンで乗務 
09：00 ～ 料理をする 

10：00 ～ 10：00 ～ 

11：00 ～ 11：00 ～ 洗濯、家の掃除、入浴、夫の帰宅を待つ 

12：00 ～ 帰宅し、自宅で昼食をとる 12：00 ～ 夫と一緒に昼食をとる 

12：30 ～ 新聞を読むなど、休憩 12：30 ～ 新聞を読む 

13：00 ～ 13：00 ～ 

13：30 ～ 自宅を出て乗務を再開 13：30 ～ 昼寝をする 

14：00 ～ ダウンタウンにて乗務 
（最大のターゲットエリアはテインジー市場、 

 ボージョ市場、シュエダゴン・パゴダ） 

14：00 ～ 

15：00 ～ 15：00 ～ テレビを見る（特にアクションもの）、 

ミシンで夫の衣服を作る 
16：00 ～ 16：00 ～ 

17：00 ～ 17：00 ～ 夕食を作る 

18：00 ～ 18：00 ～ 新聞を見ながら夫の帰宅を待つ 

19：00 ～ 帰宅、入浴 19：00 ～ 夕食の準備をする 

20：00 ～ 夕食をとる 20：00 ～ 夕食をとる 

21：00 ～ テレビを見る（週末は23時までプレミアリーグ 

等、サッカーの試合中継をテレビ観戦） 

21：00 ～ テレビを見る 

または携帯端末でゲーム  

22：00 ～ 就寝 22：00 ～ 就寝 

23：00 ～ 23：00 ～ 

24：00 ～ 24：00 ～ 

■このタクシー運転手の家族は、仕事熱心な夫、貯蓄家の妻、勉強家の息子という調和のとれた構成である。 

貯蓄はするが、食事や贅沢品、その他の必需品にはしっかり出費をしている。日本製品を好み、その品質を信じて 

いる。生活するなかで、決定的に重要な買い物ニーズがある時はそれを待つこともできる。例えば、他のブランド 

ものを買う代わりに、時間をかけてトヨタのタクシー車両を購入している。夫は、週に1日も休むことなく、目標の月収 

である50万チャットに達するまで、骨身を惜しまずに働いている。 

1日の行動スケジュール 
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