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洪水常襲地帯における貧困と洪水の関係についての一考察
2011年タイ大洪水の影響と農村貧困層の非移動性に着目して
The Impact of the Thai Flood of 2011 on
The Rural Poor Population Living in the Flood Plain
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The study compared poor and non-poor groups from two flood-prone villages in central Thailand following the flood
of 2011. The results showed that damage/income ratio was higher among persons in the poor group living in old
high-pillared houses near the river. Although this group was not as well prepared and experienced less damage than
the non-poor group, they had fewer resources to recover. The study examined household history, networkand socioeconomic status, as well as the local history. The poor group’s socio-economic characteristics may limit their
capacity to resettle as they have lived in the flood area for generations Options proposed to address this were to
improve dykes and early warning systems, increase access to education, and offer compensation for lost earnings.
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１．はじめに

定面からも重要である．これらの発展途上国では，農村
部により多くの貧困人口を抱え都市部に比べてサービ
スや情報に接する機会が限られるため，災害脆弱性が高
いと考えられる．このことから，発展途上国の農村部で
の洪水と貧困の関係考察の意義は大きく，洪水と貧困の
全体像を理解するために不可欠である．
東南アジア大陸部の平野は傾斜が非常に緩やかなため
洪水は通常広範囲に及ぶ．昔から地域の為政者は，政治
的経済的に重要な都市のみを堤防や排水路で守り，水は
周辺の農村部へ流して洪水を緩和させる政策を取ってき
た  ．住民は洪水のない地域へ逃げるか，洪水に適応す
るかの二者択一しかない．タイやミャンマーの洪水頻発
地域では伝統的高床式住居や備え付けの船といった洪水
に適応した生活様式が確立する一方，タイの  年の歴
史的大洪水では，洪水に不慣れなバンコク都民が南の観
光地パタヤに殺到しホテル不足が生じた．対照的に，洪
水常襲地帯の農村部の住民は未曾有の大洪水に見舞われ
ても洪水のない地域に避難するといった行動は取らなか
ったのである．
しかし，伝統的な知恵を持つ農村とはいえ防災・減災
に対するニーズがないわけではない．災害対策は，科学
技術や国家経済の発展，気候変動や開発による自然条件
の変化等で常に変化する終わりのない活動であり，地域
の社会文化や経済発展の度合いによって変化すべきもの
である  ．本稿で取り上げる  年のタイ大洪水は，
「伝統的な」洪水とは異なり，その範囲も被害額も未曾
有の規模であった．近年，タイの経済発展に伴い農村部
でも生活様式が変化して所有家財が増え，被害額が増加


（）研究の背景
 年から  年までに起きた自然災害の死者の大
部分は，発展途上国の最貧困住民であった  ．国連の主
要文書 ）では，コミュニティの災害回復力の向上が貧困
の負のサイクルを断ち切る鍵の一つとされている．しか
し，貧困と災害脆弱性の関連は，地域毎の自然条件や経
済発展の段階，社会文化の多様性があるため，一つの地
域の研究結果を他の地域や国の共通の結果として適用す
ることが困難である  ．これまで，災害脆弱性と貧困の
関連を示す研究   が，主に先進国を対象としているが，
データが欠如する発展途上国の研究は十分ではない．
洪水災害と貧困に関する発展途上国を対象とした先行
研究も，山間部における突発的洪水のような集中的リス
クか，もしくは都市の貧困層の被害を研究対象としたも
のが中心で，農村部における緩やかで広範囲な洪水リス
クを研究したものはさらに少ない．その理由として，東
南アジア平野部における河川の外水氾濫が昔から特定の
季節に発生し，比較的緩やかに水位が上昇するため死者
が出ることが少なく，災害であるという認識が薄かった
ことがあげられる．洪水地域と稲作に適した地域が一致
することからもわかるように，農家は洪水を「天の恵
み」としてむしろ歓迎した．政策的には，工場団地や商
業施設と比べ相対的に農業部門の生産性が低いことから
農地の被害は長い間見過ごされてきた．しかし，東南ア
ジア諸国では米は主食であり，かつ主要な輸出産品であ
ることから，米の安定生産は経済面のみならず社会の安
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する傾向にある．タイ社会は格差が大きいことから，農
村内部の格差も拡大すると予想される．気候変動や経済
発展による環境悪化の影響が将来大きくなることを見据
えて，防災のニーズも徐々に大きくなっていくであろう．
従来の方法だけでは対応しきれない規模の災害を想定し
つつ，現在の状況を整理し，今後強化すべき点を指摘す
ることが必要である．

（）本稿の目的と先行研究での位置づけ
本稿の目的は，タイ王国の洪水常襲地帯での住民への
アンケート調査を通して，農村の中でも特に脆弱性の高
い貧困層と洪水被害との関連，洪水対応の特徴，さらに
洪水地域に定住する彼らの社会背景とその居住の特徴を
分析することである．そして，農村における貧困削減と
防災のために将来取るべき解決策へのオプションを示す．
 年のタイ大洪水をきっかけとしてタイでは防災組
織面の研究   やダムや堤防等の強化による治水対策   ，
工業部門へ与えた損害等の経済的側面  ，及び洪水を巡
る政治的かけひき  について等，様々な側面から研究が
進んだ．しかし，工業地以外では，農地の住宅地化と洪
水の関連についての研究 ）があるが，農地についての研
究 ）は少ない．これは既存の洪水研究が治水事業のイン
フラ面に集中し，また生産性の低い農地や住宅地につい
て関心が低かった影響が大きい．
発展途上国で社会的経済的地位の低い貧困層が，より
深く長い期間洪水に見舞われていることを示す研究  
はあるが，主に都市部を対象としてきた．収入，学歴，
年齢が洪水脆弱性および情報収集に与える影響を分析し
たタイの研究  では，脆弱性の高い層が都市の周辺の洪
水地域に住む傾向があることを指摘した．災害に対する
貧困層の対応策の研究では，バングラデシュの農村の川
沿いに住む貧困層が食糧消費を減らして季節的な洪水が
原因で発生する食糧不足に対応していることを示した  ．
しかし，これらの先行研究で注目するのは，貧困層の
被災状況や被害の影響，対応策であり，被災者である貧
困層自身の背景にはほとんど注目してこなかった．特に
彼らの社会背景や洪水に対する見方，災害リスクの高い
土地に転入した経緯，そこに留まる理由について実証デ
ータが少なくほとんど明らかになっていない．また，貧
困層と洪水の分析では，貧困層が災害リスク地域に居住
する傾向があることはわかっても，その災害の影響が地
理上の特性（居住地）と関連が深いのか，貧困層自身の
特性とより関連するのか区別して分析した研究はほとん
どない．一方で，これまでインフラによる治水対策に焦
点をあててきた洪水研究は，近年災害リスクの高い地域
の土地利用や移転問題を含む土地と人々の関係にも目を
向けつつある．しかし，そこに住む人々の歴史的文化的
な背景をふまえた理解なしに洪水問題の解決に本当に着
手することはできない．
本稿では，はじめに，タイ王国スパンブリ県バ－ンチ
ャン行政区の  世帯の住民に対して行ったアンケート
調査で得たデータを基に，全世帯から特に脆弱性の高い
「相対的貧困世帯」を抽出し，それ以外の非貧困世帯と
の比較により，住居タイプ，浸水期間と浸水深，ダメー
ジ，災害準備と被災者支援，早期警報という  つの視点
からこのグループの特性と災害脆弱性を分析する．次に
貧困層と居住地の関係について，歴史的背景も踏まえな
がら，世帯の移動経験，ネットワーク，移転の意思，教
育及び職業背景から貧困層が洪水地域に居住する理由を
考察する．最後に上記の結果を踏まえて，将来の気候変
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動と社会環境の変化の可能性も考慮して，農村部の貧困
層の被害軽減のための提案を行う．

（）タイ王国の農村における行政構造と貧困
タイ王国の地方行政組織は，中央政府の下に県があり，
その下に郡（アンプー），さらに下に行政区（タンボ
ン），村（ムーバーン）と続く．下の層（行政区と村）
の長のみが公選制で，後は中央からの派遣である．行政
区長の下には，区内の各村を担当する補佐が名ずつ配置
されている．彼らを中心に行政区に設置された「タンボ
ン行政執行委員会（オーボートー）」が地元の開発行政
を指揮し，災害でも被災者支援を主導する．オーボート
ー委員は地区内の世帯に関する資料や統計を管理してい
ることから正確に地区の状況を把握している．
タイ王国は， 年の一人当たり *'3 が 86' で，
既 に 中 所 得 国 で あ る ． 一 人 当 り 購 買 力 平 価 （ 333 ）
86'日の国際基準の貧困線以下で暮らす人は，
年で人口のわずか ％であるが，タイ政府が独自に設
定した  年の貧困線（一人当たり月収  バーツ≒
86'）では，国民の ％が貧困  と定義される．タ
イ国家経済社会開発庁の「貧困と不平等の状況に関する
分析報告書 」 によると，タイの貧困世帯は「東北
部や北部の農村に居住」，「農業従事者」，「世帯人数
が多い」，「非貧困世帯に比べて世帯主の就学年数が短
い」，「土地を所有していないか小規模」，「高齢者と
子どもだけの世帯」という特徴がある．農業セクターに
おける職業別収入でも，自作農＞小作農＞農業労働者の
順に低くなっており  ，農村における所有農地と所得の
関連は高い．
地域別では，タイ中部の所得はバンコク首都圏の次に
高いが， 年の平均世帯月収は  バーツ  ）
86' でバンコク首都圏の  割と地域格差が大きい．

（）調査対象地の概要
本稿の調査対象地は，チャオプラヤー川デルタ地帯の
一部であるスパンブリ県南東部，ソンピーノン郡バーン
チャン行政区である（図１）．バーンチャン行政区は，
バンコクの北西約NP，車で時間程の距離に位置する．
隣のアユタヤ県やアントン県を含めたこの一帯は昔から
「洪水の通り道」と呼ばれ，灌漑される前は浮稲が盛ん
であった ．現在では，この地域は灌漑され，米の期作
を行っている．今も月から月頃に毎年のように洪水が
発生し，広域が水没することから伝統的な洪水地帯とし
て知られている．そのため，通常の年では洪水が起こっ
ても家屋や農作物の被害に対して行政府から補償は行わ
れないのが通例となっている．
対象地のバーンチャン行政区は，約年前にアントン
県から農地を求めて移住した人々によって開拓された．
行政区の人口は人で，労働人口の割は米や野菜，
果樹の栽培，エビや魚，鶏の養殖等の農業に従事してい
る）．歳以上の高齢者人口は，バンコクを含めたタイ
の歳以上の高齢人口が）に対し，行政区全体で
は約）とやや高いものの農村部では平均的である．
水道や電気の普及率は，固定電話やインターネット
は，年現在ほとんど普及していないが，携帯電話と
テレビの所有率は高く典型的な中部稲作地域の村である．
行政区はつの村で構成され，うち第一村と第五村が本
稿の調査地である．行政区の西の境界が南北に流れるタ
ーチン川であり，第一村はこのターチン川東岸に位置す
る．第五村はさらに東に約NP離れている．ターチン川の



バーンチャン行政区

図１ バーンチャン行政区の位置と地勢
氾濫がこの辺り一帯の主な洪水の原因である．ターチン
川は長さNP，流域面積はN㎡であり，スパンブリ
県の北のチャイナート県でチャオプラヤー川から分岐し
て南下し，南のサムットサコーン県でタイ湾に注ぐ．第
一村におけるターチン川の川幅は約Pであるが，堤防は
低く，水位が上昇すれば水はすぐ周辺に流れ出す．
第一村は，ターチン川からNP以内に家が分散しており，
川沿いに家が密集する．川と並行して第一村を南北に貫
く幹線道路が堤防の役割を担っているため，特にターチ
ン川と幹線道路の間の地区の洪水が深刻になりやすい．
逆に第五村は，ターチン川から直線距離で東に約NP離れ
ており，バーンチャン行政区のつの村の中では，毎年洪
水の被害が最も少ない．



た．村合計人口人から，信頼度，誤差％の範
囲で，母比率の最大値を取ると，値はである．実
際の調査で得られた標本数がであることから，妥当性
は十分であると判断できる．
質問票の構成は，D．世帯の基本情報（構成員の性別，
年齢，学歴，職業），E．世帯背景（過去の移動，季節労
働，参加コミュニティ活動，所有通信手段），F．住居
（タイプ，材質，築年数，宅地所有），G．年大洪水
時の被害（浸水深，浸水期間，被害額），H．年大洪
水時の支援（支援項目，追加の復旧手段，避難），I．災
害準備（長期的短期的災害準備，早期警報），J．収入と
負債（現在と過去の所有農地，耕作農地，現金収入額，
負債），K．洪水に対する見解（影響の度合い，移転意
思）である．
調査時点で年以上経過していた年のタイ大洪水時
を基準とした理由は，当時の洪水が前例がないほど大き
く住民の記憶に残りやすかったこと，一部浸水しない地
域が出る通年の洪水とは違い，年は全域が浸水し被
災者と非被災者を区別する必要がないこと，が挙げられ
る．また，住民が伝統的に持つ適応力を超える「特別事
態」の中で，住民自身や行政がどのように対応したのか
を検証し，将来の気候変動や環境悪化によるより大きな
災害の可能性を念頭に入れた対策を検討する為である．

（）地区による分類と経済状況による分類
本稿では，貧困層への洪水の影響の問題と，川沿いの
地区に貧困傾向があるという問題とを区別し，前者にま
ず焦点を当てる．そのため，地理的条件による分類と，
地理的条件に依存しない世帯の経済状態による分類のグ
ループを軸に比較分析を行う（図２）．地理的条件とは，
川から近いグループ（第一村の世帯）と川から離れてい
るグループ（第五村の世帯）である．
経済的地位による分類以外のグループを設定したのは，
貧困層が受ける洪水の影響が，洪水地域に居住する傾向
のためなのか，それとも貧困層自身の特性によるものな
のかを区別するためである．本稿では，川からの物理的
距離や村毎の行政サービスの違いによる差をできるだけ
排除し，世帯の経済的地位による違いを際立たせること
を試みた．地域的な経済格差の問題については，本稿の
第４章でオーボートー委員へのインタビューや後日行っ
た貧困層へのインタビュー内容を基に可能性を示唆する．
経済状態による分類では，世帯のうち経済的脆弱性
の高いグループを「貧困層」として抽出し，それ以外を
「非貧困層」として区別した．本稿における貧困層の多
くはタイ政府の定めた貧困線よりは上であるが，村内で

２．調査方法

（）標本調査の方法と妥当性
調査の質問票は，筆者らが英語でまず作成しそれを英
語の堪能なタイ語を母国語とするタイ人がタイ語に翻訳
した．そして，別のタイ人調査者が各世帯を訪問してイ
ンタビューを行いその場で調査者自身が記入するという
方法を取った．調査世帯は，ターチン川沿いで洪水が深
刻な第一村と川から遠く例年はあまり洪水しない第五村
の村から世帯をランダム抽出した．人口分布を考慮
し第一村の世帯，第五村の世帯を調査した．調査日
は年月日である．
標本の妥当性については，年の統計を基に計算し



図２ 地理的条件と経済的条件による分類
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は貧困だと見なされている「相対的貧困層」である．本
稿の目的の一つは，経済状況の異なる二つのグループを
比較し，特に貧困傾向のあるグループの特徴を抽出する
ことであるため，貧困線は参考にしつつも厳密に適用せ
ず独自に条件を設定した．
本稿における貧困層抽出の条件は表１の通りである．
優先順位の高いものから，所有農地，教育，職業，現金
収入とした．通常，世帯の経済状況を測るのに最も一般
的な指標は現金収入であるが，農家の収入は季節変動が
あり，毎年変化する上，現金以外で生活に必要な物資を
調達する場合もあり正確な把握が難しい．兼業も広く行
われおり，出稼ぎ家族や独立した子からの支援，ビジネ
スとしての小作，親戚との共同耕作等様々な形態があり，
単純な収入の比較だけでは貧困であるかの判断は困難で
ある．一方，第一章で述べた通り，タイの農村貧困層は
所有農地が無い，または少ない傾向がある．本調査によ
るデータでも収入と所有農地の広さは強い相関（相関係
数）にあった．ただし，所有農地がなくても比較的
大規模な小作農業を行っている世帯は除いた．次に教育
条件として高等教育を受けた人がいる世帯を除いた．理
由は，貧困層の就業年数が一般に短いこと），統計）で
も前期中等までは一般家庭と貧困家庭の就学率は割以上
だが，高等教育ではと一般家庭の分のに落ち込むこ
と，高等教育修了者の割がフォーマルセクターの仕事に
就いていることがある．職業条件では，農業セクター以
外で安定した職に就いている家族がいないこととした．
公務員や会社員を名，工場労働者の場合名以上とした
のは，工場労働者の賃金が会社員の割程度で，中学卒で
も就業可能であるためである．
上記の条件で世帯を抽出した後，年中部の世帯
平均収入（約万バーツ）を基準に，一人当り収入で上
回った一世帯を除いた．このように最終的に世帯を本
稿の調査世帯における相対的貧困グループとした．世
帯の内訳は，第一村からが世帯，第五村からが世帯
であり，第一村が約分のを占める．図３で調査世帯の
空間分布を示す．



３．調査結果

（）調査世帯の人口構成と住居の特徴
第一村と第五村の調査世帯はお互い～NP離れている．
（図３）．第一村は調査世帯数，調査人数人，第五
村は世帯，調査数人である．男女比は全体で：
で，やや女性が多い．
第一村と第五村，及び貧困と非貧困のグループ毎の人
口構成を見ると，第一村は，第五村より歳未満の子ど
もの割合が低く，歳以上の高齢者割合が高い（図４）

第五村

幹線道路

km1km2km

図３ 調査世帯の分布（図１の点線領域内）
しかし，貧困と非貧困との比較では平均化する．これは
貧困世帯が，特に高齢でも少子でもなく，むしろ地区の
平均に近いことを示している．
次に自宅の家屋の特徴を見る．村内の個人住宅は，ほ
とんどが設計は自分で行うが建物は職人が建てるノンエ
ンジニアド住宅である．第一村のが高床式住居である
のに対し，第五村では高床式はしかない（図５）．第
一村は浸水深が深いため高床式が多いことがわかる．貧
困層になると高床式の割合はグループ中最も高いで
ある．また，コンクリートと比べ低コストの木やトタン，
竹のみが壁に使われている住居の割合も貧困層はで最
も高い．コンクリートは重量があるため，通常は一階ま
たは二階建に使われ，高床式の場合は比較的新しい建物
の一部に使われるのみである．木はシロアリ被害を受け
やすいことと，生活様式の変化のため近年はコンクリー
トの一階建が好まれる傾向にある．これを裏付けるよう
に，貧困層の住居の築年数は平均年で，非貧困層の
年の倍である．

（）年のタイ大洪水時の浸水深と期間
ここでは，各世帯の周囲の洪水の浸水深，及び洪水期
間が，各世帯の地理的特徴と経済的状況とどのような関
係にあったかを検討する．
図６と図７からは，第五村より第一村の方が，浸水期
間，浸水深ともに深刻であったことがわかる．第一村の




第一村 Q 

貧困（Q 

第五村 Q 


非貧困（Q 








貧困との
関連要因










農地無‐1ライ（1,600㎡）以下で
小作で農業経営を行っていない．

所有農地



家族に高等教育を受けた人がいない．

教育



家族に公務員や会社員がいない．
2名以上の工場労働者がいない．

職業

年間世帯収入31万バーツ以下かつ，
一人当り年間収入8万バーツ以下．

現金収入





内容

第一村



表１ 相対的貧困世帯の抽出条件
条件
（優先順）

1

ターチン川








歳未満比率

歳以上比率

歳未満比率

歳以上比率

図４  歳未満と  歳以上比率（1 ）
（左）第一村と第五村（右）貧困と非貧困
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図７ 洪水時の自宅周辺の浸水期間（1 ）
（上）第一村と第五村，（下）貧困と非貧困

割がカ月以上浸水し，かつ半数以上が最大浸水深が人の
身長を超えるFP以上だった．例年は深い場所でもP，
期間もカ月程度であることから，年のタイ大洪水が
いかに大規模であったかがわかる．
貧困層は第一村と第五村の間に位置する．FP未満
の比較的浅い浸水深に限れば，第一村に対して，貧困
層はと高くなる．洪水期間も貧困層と非貧困層の差は
地区毎の差よりも小さい．洪水の深刻さ自体は，世帯の
経済的地位より住居の建つ場所と関連することがわかる．

FP
未満





0%

図５ 住居のタイプ（1 ，複数回答）
（上）第一村と第五村，（下）貧困と非貧困


（）洪水によるダメージとその影響
次に洪水で受けた被害額の分布である（図８）．貧困
層はバーツ（86'）以下の軽微な被害が多く，家
屋や車両への被害が想定される万バーツ（86'）
以上と答えた世帯はである．これは，ほとんどの貧困層
の住居が高床式であることと，彼らの所有財産が少ない
ことと関係していると考えられる．インタビューでは，
貧困層の被害は，主に家財道具が水に浸かったことによ
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図８ 洪水で受けた被害の総額（1 ）
（上）第一村と第五村，（下）貧困と非貧困

図６ 洪水時の自宅周辺の最大浸水深（1 ）
（上）第一村と第五村，（下）貧困と非貧困
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分類はその中間であり，経済状況より川からの距離と関
連が強い．船の準備はどのグループも割前後を示す．
「窓にすじかいを入れる」，「（洪水に）強い建材への
変更」では経済的地位による差が見られる．こうした洪
水対策は伝統的な高床式住居に比べて一般的でなかった
り，ある程度費用がかかるため，余裕のある世帯しか行
っていないと考えられる．
図１０は，洪水の直前に行う短期的な準備について聞
いたものである．食糧と水を除き第一村の方が第五村よ
り準備率が高い傾向にある．これは第一村の世帯が洪水
に慣れていること，洪水の危険がより高いこと，後で見
るオーボートー委員による早期警報のきめ細かさと関係
があると考えられる．しかし，経済的地位による比較で
は，第一村の世帯が多数を占める貧困層の準備率が逆転
して非貧困層より低くなる傾向があり，特に「台所燃
料」，「車両の燃料」，「砂袋」，「物を高所に避難さ
せる」の低下が大きい．
洪水被災者が受けた支援について，タイ王国では中央
政府の年の大洪水に関する政策にもとづき，被災し
た家屋に一軒に対しバーツ（86'）の「被災見舞
金」が支払われた．この地区全体でも見舞金を受領した
と答えた人はに達した．次に高かったのは，「飲料
水・食糧の配付」（），「無料の健康診断及び治療」
（），「台所用品の配付」（）であった．特に貧
困の被災一世帯に対して，タイ国王のプロジェクトが無
償で家屋の修理を行った．
質問票では，被災後に受けた支援について，「政府の
見舞金等現金」，「公共トイレ」，「交通手段」，「飲
料水・食糧」，「衣服」，「台所用品」，「健康診断と
治療」，「家屋の修理」，「種子配付」，「被災者向け
低利融資」，「学業支援」，「道路等インフラ改善」，

るものであった．第五村に大きな被害が集中するのは，
通年は洪水が少ない地域で住民が洪水慣れしていなかっ
たこと，一階建の家が多く被害を受けやすかったこと，
豊かな世帯が多く所有財産が多いためと考えられる．さ
らに，第五村の非貧困層では，洪水をきっかけに新しく
建て替えた世帯が数軒あり，それが「被害額」と見なさ
れ被害総額を押し上げたのに対し，貧困世帯では浸水で
床や壁が痛む被害があっても，大規模な修理や建て替え
をしたと答えた世帯がなかったことも一因であろう．一
方，年収に対する被害額の割合（表２）は，非貧困層
に対し，貧困層はと高い．また，貧困層は第一村の世
帯が多いにもかかわらず，第一村の被害率に対して大
きく上回っている．貧困層の平均収入が，非貧困層の約
分のであることを考慮すると，貧困層は被害の絶対額は
少なくても，より大きな影響を受けたと考えられる．

（）洪水準備と被災者支援
図９で，年の調査時点までに住民が行ったことの
ある洪水に対する長期的準備を示す．「家のかさ上げ」
には，高床式住居に住む，家の土台を上げる，高床式の
柱を高くする等が含まれる．多くの世帯は年のタイ
大洪水以前から高床式住居に住んでいるが，中には大洪
水後に高床式住居の柱を長くして床を上げた世帯や，一
階建てから高床式に建て替えた世帯もある．ここでも第
一村が最も高く，第五村が最も低い．経済的地位による
表２ 被害額と年収に対する割合

貧困
（n=21)
非貧困
（n=66)

平均
被害額
（バーツ）

平均年収
(バーツ）
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（被害額/年
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図９ 洪水に対する長期的対策の実施率
（上）第一村と第五村（下）貧困と非貧困
（1 ，複数回答）
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図１０ 洪水に対する短期準備の実施率
（上）第一村と第五村（下）貧困と非貧困
（1 ，複数回答）
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する一週間前から早期警報を発していた．図１４は住民
がオーボートー委員から早期警報を受け取った方法を示
す．「村の集会所に住民を集めて伝える」がどちらの地
区でも最も多い．全体として，第一村では村での集会や
戸別訪問，電話といった直接伝える方法が多く，第五村
では村内に設置された広域スピーカーによる一斉放送の
割合が高い傾向がある．オーボートー委員の話からも，
第一村の方が高齢者が多く洪水の危険が高いため，耳の
遠い高齢者やスピーカーが届きにくい範囲の住人に対し
てより確実な伝達方法として携帯電話を活用しているこ
とが裏付けられた．また，高齢者は電話やスピーカーよ
りも直接会って伝えられることを好むため，集会所での
伝達や村長等による個別訪問を積極的に行うとのことで
あった．一方，経済的地位による比較では，貧困層の携
帯所有率が非貧困層より低いにもかかわらず，携帯電話
の利用は同じ水準で，逆にスピーカーが減少する．これ
は，貧困層が村の端にあたる川沿いに住んでいる場合が
多く，洪水の危険が高い上，スピーカーの音声が届きに
くいためであると考えられる．
洪水に関する一般向け情報を入手したメディアでは，
圧倒的にテレビが多い（図１５）．ラジオの普及率は全
体で％を超えているが，ラジオから情報を得た人は貧
困層でわずか％，非貧困層でもしかいない．貧困層
は携帯への606を除くどのメディアでも利用率が低い．し
かし貧困層は携帯所有率が低いにもかかわらず，携帯へ
の606の利用率が非貧困層より高い傾向がある．

「周辺の清掃」，「被害作物の補償」，「その他」の
項目から複数回答で選択してもらった．結果は，全グル
ープの平均が～種類の間だった（図１１）．本稿に
おける貧困層は農地がなく種子配付や被害作物の補償対
象とならないことから，受領支援数が非貧困層より少な
いと予想されたが，実際はほぼ同じであった．
しかし，前述の短期の災害準備を今度は項目数で見る
と，第一村の世帯が平均種類の対策を実施したのに対
し，貧困層は種類と全グループ中最も少ない（図１
１）．このことから，貧困層は受けた支援数は非貧困層
とほぼ同じだが，災害準備に関しては少ない傾向がある
と言える．
平均種類以上の支援を受けたにもかかわらず，「洪水
被害に対する公的支援は十分でしたか」の問いには，
「十分でなかった」と答えた割合が非貧困層では，貧
困層ではにのぼった．不十分だったと答えた回答者に
対し「どうやって足りない分を補いましたか」と質問し
たところ，「貯金を使った」と答えた人の割合が最も高
かった（図１２）．貧困層でも割は洪水被害に対応でき
るだけの蓄えがあることがわかった．しかし，貧困層は
「何もしていない」と答えた割合がで，非貧困層の
と比べ約倍である．また，貧困層は，被害回復のため
に寄付を受けたり銀行や親戚から借金をしている割合が
非貧困層より低い．このことから，貧困層は被害回復手
段が限られることがわかる．

（）早期警報
所有する通信手段に関し，貧困層はテレビの所有率が
であったが，「インターネット」，「携帯電話」，
「ラジオ」といったテレビ以外の通信機器の所有率は全
て非貧困層より低かった（図１３）．
オーボートー委員は，様々な方法で洪水が地区に到達
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図１４ オーボートー委員からの早期警報の伝達
（上）第一村と第五村（下）貧困と非貧困
1 ，複数回答 


図１２ 公的支援が不十分な場合の補い方
（1 ，複数回答）
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図１１ 災害準備と支援の種類数（1 ）
（左）第一村と第五村（右）貧困と非貧困
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図１５ 一般向けの洪水情報を入手したメディア
（1 ，複数回答）


４．相対的貧困層と居住地の関係

（）川沿いに貧困層が集まる背景
貧困層が川に近く被災しやすい場所に住む傾向がある
ことはいくつかの先行研究））でも示されてきたし，経
験的にも理解されてきた．本稿でも調査地の選定にあた
って，同じ行政区でありながら，川から近く貧困者が多
い村と，例年洪水が少なく豊かな農家が多い村を選定し
た．貧困世帯を抽出した結果，世帯中世帯が第一村
に属している．
本稿では，洪水しやすい処に住むが故に受ける被害と，
貧困であるが故に受ける被害とを区別することを試みて
きた．これまでの結果で，貧困層に特徴的な家屋や，短
期的な洪水準備が少ないこと，被害回復のための経済的
資源が限られることが，収入に対する被害率の高さと相
まって彼らの貧困の負のサイクルに寄与している可能性
を示した．
しかし，もう一つの大きな要因として，貧困傾向のあ
る世帯の居住地が洪水被害を受けやすい地域に偏るとい
う地域差の問題が残る．これについては，歴史的な背景
を含めた詳細な調査が必要であり，本調査では不十分で
あるが，いくつかの原因を示唆する結果を得た．一つは
第一村には昔から公有地が川沿いに点在するという事実
である第一村には自宅地を所有 （）しない貧困世帯が
集住する地区がある．本調査結果では，非貧困層のが
自宅地を所有していたが，貧困層ではわずかであった．
調査ではこうした自宅地がない貧困世帯へインタビュー
も行った．一人は漁師であった親の世代に川沿いの港湾
局管理の市場に住み始め，漁や市場での商いで生計を立
てていたが，市場が閉鎖された後もそこに住み続けた．
別の世帯は借金返済で土地を失い，村が管理している国
有地に村長の許可を得て家屋を移転した．別の高齢者は，
親戚所有の土地に障害者の子と二人暮らしであった．
ターチン川は，道路ができる以前は交通路であり，水
辺には市場や寺といった人の集まる場所があり，そこで
働く人々の集落があった．加えて川沿いは昔から洪水が
深く農地に最適ではなかったため占有されず所有権が明
確でない土地が残り，それが公共の土地として登記され
ていき，住む場所を失った人の行き場の役割も果たすよ
うになったと推測できる．なお，タイで土地登記が始ま
ったのはラーマ世時代（在位年年）で，バー
ンチャンの村々の開拓時期と一致する．
（）相対的貧困層の非移動性
洪水常襲地帯からの住民の移転は，被害軽減策として
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一つの手段であろう．一見，農地を所有しない貧困世帯
は土地に縛られず，自由に移動できるように思える．こ
こでは彼らの出身地と移動に対する見方をもとにその可
能性について考察する．
公的統計ではスパンブリ県住民のが県内出身である
）
．本調査の世帯移動に関する質問の回答から貧困層が
特に定住傾向の高いことがわかった．貧困層では世帯主
とその配偶者の両方，もしくは片方が現在の居住村の出
身者である場合が％であった．それに対し非貧困層で
は，世帯主及びその配偶者の双方が現在居住する村の出
身でない世帯があった（図１６）．村外出身世帯がこ
の地に転入した理由で最も多いのは「出身地の所有農地
が狭かったので，当地でより広い農地を購入し移住し
た」（％）で，豊かな生活を求めて転入したことがう
かがえる．村内出身世帯の比率でも，第一村が，第五
村がであることから，貧困世帯の定住傾向は明らかで
ある．オーボートー委員の話も，農村の貧困層が数世代
に渡って同じ村に居住する人々であることを裏付けてい
る．
社会参加の面でも，非貧困世帯のにボランティアや
組合等の地域の活動に参加している家族がいるが，貧困
世帯ではと半減する．前章で見たように，洪水被害の
回復で親戚等から支援を受けた人がおらず，また個人間
のコミュニケーションが基本の携帯電話の所有率も低い
ことから，貧困層はネットワークが弱い傾向にある．
この地区で筆者が接した住民は，洪水は昔からあるも
ので問題ではない，どこにも移転したくない，生まれた
場所が一番良いと言う人ばかりであった．しかし，「経
済的に許せば洪水のない地域へ移転したいか」という質
問には，「考えてもよい」または「はい」と答える貧困
層の割合が高くなる（図１７）．これは，貧困層の非移
動性が経済的要因に起因する可能性を示唆する．インタ
ビューした貧困世帯の一人は，配偶者が亡くなり一人に
なったので，街で働く子どもと同居したいが，向こうも
余裕がないと述べた．別の女性は，人兄弟だったが，村
同村出身

村外（他村郡県）から転入

不明

非貧困
（Q 






貧困
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図１６ 世帯の出身地（1 ）
質問「経済的に許せば洪水のない地域に
移転したいですか」に対する答え
いいえ
考えてもよい
はい
わからない

非貧困
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図１７ 移転の意思（1 ）


100%


を出た兄弟達とは今では全く交流がないと語った．障害
者の子と暮らす高齢者には他に人子どもがいるが，独立
して村外で働いている．ただし，移転したい真の理由は，
洪水被害ではなく生活の厳しさそのものであるかもしれ
ず，この質問から詳細は分からない．
人口構成上，第一村は高齢者比率が高く子どもの割合
が少ない（図４）．これは，農地なし世帯がを占める
第一村の勤労世代が季節労働や街での恒常的な就労で外
へ出てしまい，高齢者が残っている可能性を示唆する．
また本調査の結果では，歳以上の相対的貧困層の
が農業等の日雇い労働者，が無職で，非貧困層の各
，と大きく異なる（図１８）．貧困層と非貧困層の
高齢者比率は各，であるのに対し，貧困層は非貧
困層の約倍の割合（）で歳以上が無職であるとい
う結果は，身体障害を含め何らかの理由で仕事を見つけ
られない若者が村に留まっていることを示す．
農村での格差の拡大傾向を表す指標として，貧困層と
非貧困層間の教育格差がある．タイは年代に農村で
も中学校が増加し，中等教育以上への就学率が急上昇し
た）．このため現在の代以上と代以下では最終学歴
が大きく異なる．歳以上では貧困層は，非貧困層も
が初等教育以下の学歴で差が小さいのに対し，歳未
満になると貧困層と非貧困層の間に格差が広がる（図１
９）．特に貧困層では歳未満の初等教育以下がにの
ぼり，この差が様々な情報の入手手段や質の差を生み出
すと考えられる．
こうした様々な要因が重なり洪水地区の貧困層の外へ
の移転を制限していると考えられる．本アンケート結果
やインタビュー，公的統計から見えてくるのは，若さや
教育，仕事，財産といった「移動できる能力」があった
り，頼れる親戚や友人といったネットワークのある人々
は村から転出し，移動できない人々が留まっている姿で
ある．


５．おわりに

（）まとめ
D）貧困層の洪水被害と対応
先行研究）では，富裕層より貧困層が浸水被害を受け
やすい場所に住んでいる傾向があることを明らかにした
が，経済条件の違いによる被害傾向や特有の対応は明ら
かではなかった．本稿では浸水期間や浸水深の程度が軽
くても，普段洪水が少ない地域にあり，洪水対策が十分
でない家は被害額が大きくなること，世帯が豊かである
ほど所有財産が増え被害額は増加する傾向にあることを
明らかにした．洪水常襲地域の貧困層は，その居住地の
特性ゆえに非貧困層の平均より長く深く浸水する．しか
し，それは被害額と比例せず，かえって高床式住居に住
む比率の高さや，洪水に対する慣れ，また所有財産の少
なさのため被害額は少ない傾向が見られた．一方，被害
額が少なくても，貧困層は収入に対する被害額の割合が
非貧困層よりも高く，彼らの収入自体の少なさを考慮す
ると相対的に深刻な影響を受けていることも示された．
貧困層の住居の築年数は古く建物を強化する対策はあ
まり行われていないため脆弱性が高い．また，貧困層は
短期的な災害準備が少なく，特に台所燃料の備蓄や物を
高所に上げるといった簡易な対策を実行する人が少ない
という特徴も明らかになった．
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図１８  歳以上における職業（1 ）
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図１９  歳以上  歳未満における学歴差
（1＝）
被害回復の追加措置として自らの貯金を使った割合は
貧困層が最も少なかった．また，銀行等から融資を受け
たり，親戚等から無償の支援を受けた人もほとんどおら
ず，被害回復のための財源がなくて何もしなかった人の
割合もにのぼった．上記の被害率の高さと相まって，
貧困層は被害額が少ないにもかかわらず，自力での被害
回復が困難であることが明らかになった．
E）貧困層への支援とその役割
年のタイ大洪水時の農村部の状況については先行
研究が少なく実施された支援の詳細は不明であったが，
本稿である程度明らかになった．例年と違い年のタ
イ大洪水では，オーボートー委員を始めとする公的機関
からの支援が多く提供され，各世帯は平均種類の支援を
受け取った．その中でも特に一世帯につき一律バー
ツの見舞金はほぼ全世帯に支給されたことがわかった．
これは，所得の低い層に対して手厚い仕組みであり，比
較的被害が軽微だった貧困層の被害回復にある程度貢献
したと考えられる．早期警報では貧困層に対し携帯電話
が活用されていた．洪水中の食糧や飲料水，衣料の配付
や，簡易トイレ，医療の提供と言った基本的生活を維持
するのに必要な措置，電気供給が洪水中も安定していた
こと，洪水中も市場が開いて住民は食糧調達が可能であ
ったことも，貧困層が深刻な打撃を受けることを防いで
いたと見られる．逆に言えば，タイの地方行政は年
のタイ大洪水のような想定外の洪水でも，貧困層が致命
的な打撃を受けないだけのある程度のセーフティーネッ
トを提供できる能力があったと言える．
F）貧困層の非移動性
本稿では貧困層の社会背景にまで注目し，これまで明


が生まれ，被害軽減につながるだろう．
らかになっていなかった彼らが洪水地域に集住するメカ
（）今後の課題
ニズムやそこに留まる理由とその社会背景について，ア
最後に農村の洪水研究における今後の研究課題を二つ
ンケート結果と公的な統計からある程度明らかにした．
提示したい．農村部では，特に貧困層に定住傾向があり，
本調査における相対的貧困世帯は世帯中世帯が川
何世代にもわたって洪水地域に居住していることから，
に近い第一村に居住していた．彼らは第一村の中でも特
洪水が彼らの貧困の負のサイクルにある程度関係してい
に洪水の影響を受けやすい川近に集住傾向にあり，それ
ると推測される．しかし，それがどの程度なのか，また
は洪水が深いため農業にあまり適さない川辺の土地利用
教育や職業等他の要因と比べてどの程度関連が深いのか
の問題と関係していた．彼らのほとんどが生まれた村の
は明らかでない．これを明らかにするために詳細な家計
同じ場所に長年住み続けており，おそらく数世代に渡っ
調査とある程度の年月をかけた調査が必要である．
て貧困状態にある人々である．彼らが洪水被害を受けな
もう一つは，将来の変化・ニーズを見据えた調査・研
がらそこに暮らしている主な理由は，経済的要因である
究を深化である．例えば，地域の年配者の話では，昔と
可能性が高く，彼らの低い教育背景，低収入で不安的な
比べ洪水の水質は低下し，浸水も深くなっているという．
職業，少ない資産，限られたネットワークが移動を制限
こうした環境変化による社会への影響や，今回の調査で
していると考えられる．
貧困層の利用が明らかになった携帯電話の早期警報への
その一方で，貧しい村の方が人口構成では高齢者率が
活用を検討する価値はある．
高く子どもが少ない傾向があり，これは移動できる層が
年の洪水は特別事態であったとはいえ，今後も気
既に村外へ移動してしまい，上述の移動能力が低い人々
候変動や環境悪化で農村の洪水は悪化する可能性が高い．
が洪水地域に残った可能性がある．
同時に経済発展で所有財産が増えたり，通信手段が急速

に変化したりして，農村の防災のあり方や，支援ニーズ
（）貧困削減のための洪水対策向上への提言
も変化していくと予想される．社会経済さらには技術や
洪水常襲地域における貧困を改善する短期的長期的両
文化の発展を視野に入れた農村での実践的な防災・減災
面からの対策が必要である．本稿ではインフラ整備，教
研究が必要である．
育支援，被災者への休業補償，早期警報の向上のつを提

案したい．

一つ目は，第一村における幹線道路とターチン川には
さまれた地域におけるインフラ整備による洪水の軽減策
謝辞
である．この地区は通常の年でも洪水がPを超えるため，

生活や農作物の栽培が制限され，それが貧困の原因の一
現地調査と資料収集では，バーンチャン行政区長
つとオーボートー委員は認識してきた．例年の洪水時の
5DQJVLW.OLQVXN氏，情報統計担当の.LWWL.DQHQVDQ氏を
車道の水没を防ぐための道路のかさ上げは既に進められ
はじめとするバーンチャン行政区の方々に多大なご協力
ているが，それに加えて貧困層が多い地区に堤防を設置
を い た だ き ま し た ． ア ジ ア 工 科 大 学 院 の $SKLVRUQ
し，地区に洪水が流れ込むのを防ぐ直接的な措置も効果
6XZDQQDVXN氏には現地調査の調整及び通訳でご協力をい
的であろう．
ただきました．また，査読者からは有益なご指摘をいた
二つ目は，貧困削減と防災能力向上を視野に入れた長
だき，本稿の改善に大変役立ちました．ここに感謝の意
期的な教育支援である．貧困層は若い世代でも小学校卒
を表します．
以下が多く，就ける職業に制限があり，その多くが貧困
本成果の一部は，東京大学大学院工学系研究科「水循
サイクルに陥っていると見られる．本調査では種類の
環データ統融合の展開学 日本工営 」寄付講座，および
支援のうち学業に関する支援だけが，唯一誰も受けてい
東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究セン
ない支援であった．貧困の負の連鎖を断ち切るために，
ター（,&86）の協力によるものです．
洪水が深い地区に対する就学支援と就学意欲を高める活

動促進を提言したい．

三つ目は，農地無し農民の被災に対する政府の支援ス
補注
キームの創設である．年以降の洪水では現物支給や

現金支給型の支援は全く行われていない．これは年
（）所有権には「使用権」も含む．タイ王国は無主地の占有者
の洪水被害に対する措置がむしろ特別であって，昔から
に段階的に所有権を認める制度があり，本調査でも売買が
洪水地帯の同地域では洪水被害に対する支援は必要ない
禁じられている使用権のみの世帯が散見された．
という考えのためである．しかし，歳以上の貧困層の

職業は農業労働者が半数を占め，農地が水に沈むと仕事

が減少し，収入に影響を受けやすく脆弱性が高い．
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