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タイ中部における農村と洪水の関係
「貧しい村」と「豊かな村」はなぜ存在するのか
Relationship between a rural area and floods in Central Thailand
Why a 'poor' village and a 'rich' village share life on a flood plain?
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The study examined how a poor and a rich village exist on a flood plain. Most poor households have lived for generations in
deeply inundated blocks of land near the river. The area used to be the center of river transportation where land ownership varies
by resident. After roads were constructed, people moved out, but most landless households remained. The condition of poor
residents was compared to rich villagers. The survey shows that the poor group’s houses were inundated deeper and longer than
any other groups during the 2011 flood. They had no resources to repair their old wooden houses damaged by 3 months of
inundation. To address poverty reduction on the flood plain we encouraged development which takes into account the land title
of the poor residents and financial assistance to reinforce their damaged buildings to support living there.
. Keywords: Thailand, Thachin River, rural population, household survey , river flood, poverty reduction



１．はじめに

（）研究の背景
世界の洪水被害のうち％はアジアに集中している ）．
タイでは，近年の経済発展に伴い巨大ダムの建設や水門，
都市部での堤防強化や排水網整備が行われ，以前と比べ
て浸水は減少したが，農村部は相変わらず氾濫した水が
流れ込む「緩衝地帯」の役割を担っている）．
しかし，年のタイ大洪水は，農村部はもとより都
市の大部分を飲み込む大災害となった．特に工業地帯が
大きなダメージを受け，経済に影響したことから ） ，
タイにおける洪水研究 ）））は進展し，政府の治水対策
は進んだ）．しかし，相対的に生産性が低い農村部を対
象とした洪水研究は関心が低いままである．気候変動や
経済発展に伴い自然・社会環境が変化し，農村でも被害
の質と量が変化しており，農村が抱える防災上の問題分
析）と，新たな対策への提言が必要とされている．
年の第三回国連世界防災会議では，開発における
防災の主流化の進展が世界的に遅れていることが指摘さ
れた   ．特に開発途上国における地域レベルのデータ
は不足しており，地域毎の状況が洪水対策計画に十分反
映されていない）．

（）本稿の目的と先行研究と位置づけ
本稿の目的は，アンケートとインタビューによる調査
をもとに，タイ中部の洪水常襲地帯の農村内部における
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経済格差に対し，洪水が長期的短期的に及ぼしてきた影
響を明らかにすることである．そして，洪水常襲地帯の
貧困削減に貢献する防災の主流化への具体的な提言を行
う．本研究は一つの対象地域を丹念に調査して得られた
情報をもとに分析する実証研究である．タイの洪水常襲
地帯の住民や行政が採用してきた洪水対策と，その歴史
的背景の分析は，他の開発途上国での防災の主流化を考
える上で意義が大きい．
洪水と土地所有の関連では，バングラデシュの FKDU
（中州）に住む人々の例が知られているが ），タイにお
いては農村経済  や土地所有に関する研究    は数
多いにもかかわらず，貧困と洪水災害という観点からは
ほとんど研究されていない．また，長期的に農村部の社
会経済に与えてきた洪水の影響は，微地形 ）や稲作 ）
との関係では分析されるものの，災害との関係ではあま
り分析されてこなかった．
その理由は，ほぼ毎年定期的にゆっくりと水位が上昇
するタイの平野部の洪水は，農村部の住民にとって稲作
を豊かにする「恵み」であり「災害」の概念にあてはめ
にくかったためである．既存の災害社会学が「社会を短
期間で変革させるほどの大きな災害」を想定している ）
ことからもわかるように，この地域での洪水の様相は災
害のイメージからは遠い．しかし，近年タイでも多くの
人命が犠牲になる洪水災害が起きるようになり，洪水に
対する認識が変化したこと，稲作の様式が変化して長期
間の洪水を危険視するようになった ）．一方，稲作で一


見豊かな洪水常襲地帯に存在する貧困が，洪水と結び付
けられることは稀である．:LVQHU（）は，災害と直
接関係がないように見える脆弱な状態が災害被害を大き
くすると論じ，政府が社会の根本的な問題の解決に目を
向けず，環境問題や保健衛生，公衆安全などの個別の問
題にすり替えてきたと批判している ）．洪水常襲地帯で
は，洪水が住民の生活に長期に渡って影響を及ぼしてき
ていることは，高床式住居等に代表される生活様式から
も明らかである．しかし，開発途上国では地域レベルの
詳細なデータが不足しているため，洪水の及ぼす負の影
響については不明な点が多い．地域性が強い洪水災害は，
個別の事例を積み上げることによって，初めて対策を検
討することが可能となることから，実証的な研究が不可
欠である．
アジアの開発途上国における貧困と洪水の研究 ））
は，貧困層が富裕層よりも，高い浸水率や被害率，限ら
れた復興資源により，貧困サイクルに陥っている可能性
を示した．また，貧困層は経済的社会的に脆弱なため洪
水地区から転出が難しく，何代もそこに住み続ける傾向
がある ））．
本稿では， 章で対象地の発展と河川の関係を歴史的
に概観し，貧困地区の形成が，洪水という自然現象と密
接に関係してきたことを説明する．次の  章では，貧困
層の就業形態と地域の人口動態から，貧困地区への出入
のパターンを示し，貧困が解消されない要因を考察する．
 章では， 年タイ大洪水を事例に，貧困層の洪水被
害の大きさを実証する． 章で，洪水常襲地帯の住民と
行政の対応の利点について考察する最後に，防災の主流
化による貧困削減という視点から，農村の土地無し層の
生活向上への取り組みを提案する．

（）調査対象地の概要
調査対象地は，バンコク中心から北西 NP，チャオ
プラヤ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）．
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 ）．行政区内に商店街はなく，道路沿いに農家が点在
する典型的なタイ中部の農村であるが，行政区から車で
一時間以内の距離に都心への鉄道駅が開通する予定で，
将来は都市化の影響も受けると予想される．
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．第五村は第三村を超えて，さらに約 NP 東にある．
ターチン川と，川から延びる灌漑用運河の氾濫が，一帯
の主な洪水の原因である．第一村におけるターチン川の
川幅は約 P で，川と陸の境界には標があるだけで堤防
はなく（図２），水位が上昇すれば水は周辺に流れ出す．
第一村はターチン川沿いの地区の一部が毎年  か月程
度約 P 浸水する．一方，第五村は，川から離れており，
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．

（）対象地での資料収集と現地調査の方法
本稿で使用したデータは，一次資料と二次資料に分け
られる．二次資料は，バーンチャン行政区事務所が提供
した各種統計資料，行政文書（開発計画，通達文書，
写真資料等）および地籍図である．
一次資料収集は，質問票とインタビューで行った．
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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
質問票は，筆者が英語で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  世帯である．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
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，

図２ 川と陸の境界（右の標柱）と
船で托鉢に来た僧侶に寄進する住人


妥当性は十分であると判断できる．質問票の構成は次の
通りである．
D．世帯の基本情報（構成員の性別，年齢，学歴，職業）
E．世帯の背景（過去の移動，季節労働）
F．住居（タイプ，材質，築年数，宅地所有の有無）
G． 年大洪水時の被害（浸水深・期間，被害額）
H． 年大洪水時の支援（支援項目，復旧，避難）
I．災害準備（長期的短期的災害準備，早期警報）
J．収入（所有農地の広さ，現金収入額）
この結果を基に「相対的貧困層」を土地所有，職業，
収入の順に考慮して抽出し，さらに第五村の住人を良く
知る行政区職員と，第一村の村長の意見を参照して，
最終的に調査世帯  世帯中  世帯を「相対的貧困層」
として抽出した．タイの農村貧困層は，所有農地が少な
い，またはない傾向がある ）．一方，農村世帯の収入は
季節変動が大きく，出稼ぎに出ている家族から支援を受
けている場合が多いため正確な把握が難しい．一方，イ
ンタビューした行政区職員と村長の話から，農地無し世
帯が比較的貧困と見なされていること，その中でも宅地
の所有権がない世帯が最も貧困であると見なされている
ことがわかった．本調査でも，世帯収入と所有農地の広
さには強い相関関係（相関係数 ）があることから，
まず所有農地が  ライ（KD）以下の世帯を抽出し，
その後，農地無しでも兄弟が所有する農地を共同耕作し
ている世帯や，ビジネスとして小作を行っている世帯は
除いた．職業条件では，安定した収入がある公務員と農
業以外のビジネスオーナーがいる世帯を除いた．そして
最後に  年中部タイの平均世帯年収（ 万バーツ）
を平均世帯人数で割った一人当り収入を超えた一世帯を
除いた．この分類で第一村は  世帯中  世帯，第五村
は  世帯中  世帯が相対的貧困である．なお，あくまで
も本稿における分析の必要上の分類で，相対的貧困層と
された世帯の全てが国際貧困線以下という意味ではない．
次に定性調査として，上記の質問票調査後に，第一村
貧困層を中心に  世帯に対してインタビュー調査を行っ
た．内容は，現在の場所に住み始めた経緯，本人と家族
の職業の変遷，土地所有等の家族背景に関する事である．
アンケート形式は取らず，被調査者に自由に語ってもら
った，また， 章の地域の歴史に関しては，行政区に文
献資料が非常に少ないことから，行政区職員と村長，年
長の被調査者に対する村の成り立ちに関する聞きとりか
ら，筆者が構成した．インタビューは  年  月―
月にかけて計  日間行った．



２．農村開拓史と洪水の関係

（）バーンチャン行政区の成り立ち
行政区の資料）によると「バーンチャン（象の村）」
という名前は開拓される前の森林に象が生息していたこ
とから名づけられた．約年前に隣のアントン県から
農地を求めてやってきた農民が森林を切り拓いて開拓し
た．世紀末は，米が輸出産品として栽培が奨励され各
地で開拓競争が始まり，年に王立灌漑局が設置され，
チャオプラヤデルタの灌漑が中央政府によって一元的に
管理されるようになった時期である．こうした中，税務
上の必要から土地台帳の作成が始まった）．
行政区職員と村長への聞き取りから得た開拓・発展史
は，表１の通りである．「交通の要所で水が得られやす
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かったターチン川沿いの第一村周辺から開拓が始まり，
それが徐々に内陸の東へ延びて行った．行政区内の五村
にはそれぞれ名前があるが，普段は第一から第五までの
番号で呼ばれている．これは開拓された順番である．
西から東へ延びて行った開拓で，第五村が第四村より西
側に位置するのは，当時，第四村の方が水を得やすく先
に開拓されたからである．第五村は一番水源から遠く，
最も開拓が遅かった．第五村の開拓が始まったのは，
年頃である．当時は道がほとんどなく，農地への移
動も容易ではなかった．」これらの話からバーンチャン
でも，中部タイの他地域と同様に，年代に農地開拓
がほぼ一段落ついたことがわかる）．
記録では，バーンチャンで土地の調査が終わりチャノ
ート（土地権利証書）の発行が始まったのは年であ
る）．既に第一村の開拓開始から年が経過し，川辺に
は市場，その対岸には寺ができ，人の往来が多い場所と
なっていた．そのため，川漁師や寺や市場で生計を立て
る人といった農地開拓民以外の人々も引きつけた．
年代に川漁師だった両親がこの地に移住したという女性
は，その理由を「評判の良い小学校があったため」と話
す．このように，第一村の川辺は土地台帳作成以前から
人々が集住しており，また，洪水が深く農地としては適
さなかったため，占有されない土地が住居と住居の間に
まだらに残っていたと考えられる．このような土地が
「公共地」として後に村の管理下に入った．
年代～年代にかけてタイ全土で道路網が整備さ
れ），バーンチャンとスパンブリ県の県庁所在地とを結
ぶ幹線道路も，この頃整備された．行政区を通ってバス
が走るようになり，ターチン川を利用した水上交通は，
陸上交通に取って代わられた．ターチン川の上流に橋が
かかり，船を使う必要がなくなったことや，川沿いの市
場が年代半ばに閉鎖されたこと，村内の道路が整備
されたことから「交通の要所」という川辺に住む利点は
失われた（図３）．川沿いは，便利な場所から洪水が深
刻な住みにくい場所へと変化した．一方で，現在でも，
第一村と第二村には小学校がなく，親は遠回りでも対岸
にある別の郡の小学校に子どもを通わせる傾向がある．
これは，川を中心とした生活圏という感覚の名残である
と考えられる．
図４は，第一村付近の現在の地籍図である．川沿いの
地区が細かく区分けされているのが見える．対岸も同様
で，ここは現在寺と学校とその周辺を囲む家の敷地であ
る．逆に幹線道路の左右の区画は大きく，現在も農地と
して利用されている．川沿いの①と②の間に並ぶ小区画
は，現在はほとんどが草の生い茂る空き地であるが，
過去に家が，軒並んでいた跡である．農地がある人々
は，川沿いから自分の農地の近くや，洪水の被害を受け
にくい幹線道路沿いへ自発的に移転した．しかし，農地
表１ バーンチャン行政区の開拓・発展史
19世紀末 アントン県から開拓農民が移住
第一村の開拓が始まる
1919年

土地権利書の配付が始まる

1930年代 第五村の開拓が始まる
1970年代 首都と県庁所在地への幹線道路が整備
1995年頃 川沿いの市場が閉鎖
2000年頃 行政区事務所前の幹線道路が整備
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図５ 第一村と第五村の高齢者と子どもの比率
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図３ 調査世帯の分布（第一村）と道路    
（図１の点線内，●は調査世帯）
を持たない人々は転出先がなく川沿いに留まった．
第五村は，土地登録制度が整備された後に開拓された
ため，第一村よりスムーズに占有されたと考えられる．
次に説明する第一村の状況と異なり，第五村の屋敷地は，
全て個人所有地であることもそれを裏付けている．

（）農村の土地所有と貧困の関係
第一村はの調査世帯の半数以上（世帯）が相対的
貧困層に分類される．うち世帯がスパンブリ県の県庁
所在地へ続く幹線道路と川に挟まれた地区に住んでいる．
ここは幹線道路が堤防の役割を果たし，毎年雨季に浸水
深がP以上に達する洪水が特に深刻な地区である．世
帯は全て，図４の三区画（①～③）のいずれかに家があ
る．この世帯のうち，自分の屋敷地に対してチャノー
ト（土地権利証書）を持たないのは，世帯にのぼる．
①は「所有者不明の土地」である．古い土地台帳に名
前が記載されているが，本人もその相続人も現在では行
方がわからない．そのため住人は何世代もそこに住み続
けているにもかかわらず，土地に関する公的書類を持っ
ていない．③は運輸省港湾局所有の市場跡地である．
住人は二世帯のみであるが，親の代から年間ここに住
んでいる．年前の市場閉鎖時，港湾局から立ち退きを
迫られたが，貧困と高齢のため移転できず住み続けてい
る．①と③はその経緯からもわかるように住人は土地に
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図４ 貧困世帯が集中する区画（①a③）の地籍図
（図１の点線内）
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対する権利を持っていない． 
一方，②は多数の貧困世帯と少数の非貧困世帯が混在
する地区で，状況はもっと複雑である．筆者の聞きとり
調査では，この区画の土地所有は，少なくとも三形態あ
ることがわかった．「チャノートを所有する家」，「ソ
ーコーと呼ばれる土地使用権を有する家」，そして
「いずれも持たない家」である．持たない家も「親戚の
所有地に間借りしている場合」と，「村が管理する公共
地に村長の許可を得て転入した場合」がある．後者は，
事業の失敗で土地を失い，比較的最近この地区に転入し
た事例である．ただし，この事例の世帯はもともとこの
地区の出身で，事業で成功して近隣に土地を購入したが，
借金返済で全て手放し，親世帯の隣の土地に転入した．
タイは広大な土地に人口が希薄だったため，開拓を促
すために無主の土地を占有したものが，手続きを経て
「使用権」を認められ，その後一定の条件を満たせば完
全な所有権を付与される制度を取ってきた）．土地使用
権の一つであるソーコーの場合，売買はできないが，
所有者が放棄した場合譲渡が可能なため，通常相続で譲
渡される．ソーコーを取得後，一定の期間が経過すれ
ばチャノートへの切り替え手続きが可能となる．筆者が
インタビューした一人は，亡くなった母親が年前に取
得した古いソーコー１の証書を，現在まで名義を変更せ
ずに大切に保管していた．行政区職員の話によると，
過去に，こうした住民にチャノートの作成を促したが，
高齢者が中心で初等教育以下しか受けていない住民が多
いため，手続き方法が理解できず，また手続きにかかる
費用を忌避し，実際に手続きを行ったものはいなかった．
②が，①や③と明確に異なるのは，現在も貧困層が転
入するなど流動的な点であろう．①と③の住民が，代々
農地無し農民や漁民であったのに対し，この地区の「貧
困層」は，もともと自作農であった人もいる．その一人
は，虫害と農業経営の失敗による借金が重なり土地を全
て売ることになり，村長の許可を得てこの地区に転入し
たと語った．この時，タイの伝統的家屋でよく行われる
ように，同じ村内から現在の場所へ，高床式の木造家屋
を丸ごと移動したという．
②にあるほとんどの世帯は，何世代も同地区に住んで
いる．最近の転入ケースは多くないが，ここが貧困に陥
った世帯の避難場としても機能していることが読み取れ
る．これを可能としているのは，国が所有し村が管理す
る「未使用の公共地」がまだ残されているためである．
村長の話では，この土地を活用したいが予算がつかない
ため放置せざるを得ないという事であった．


ソーコーは年に廃止され，現在新たに取得する
ことはできない．将来流入する世帯や，現在ソーコー
を取得していない世帯は，将来屋敷地の権利を保障され
ない可能性もある．さらに，年に，役所で住居番号
を取得する場合土地台帳を同時に提示することが義務
づけられ，書類がない人は住宅を新たに建設しても，家
屋の登録ができなくなった．これは，土地に対する権利
が曖昧なまま慣習的にその場所に暮してきた農村貧困層
にとって将来不利に働くであろう．
伝統的に村内で貧困層の定住地として機能してきた洪
水地区は，土地を巡る法的環境の変化により，将来変化
が起きる可能性が高くなっている．
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（）人口動態と村内格差
タイの他の農村と同様に，バーンチャンでも出稼ぎが
日常化している．特に第一村でその傾向が大きい．それ
は第一村の高齢者比率が高く，子どもが少ないという本
調査結果にも表れている（図６）．
しかし，世帯の一部が一時的に出ることはあっても，
世帯全体の流動性は限られる．本調査では，非貧困層の
％が，過去年以内に県外を含む村外から流入した世
帯だったが，貧困層は％が同村出身であった．これ
は，都市の貧困層と全く異なる特徴である．ただし，
配偶者が村外出身であることは珍しくなく，多くは出稼
ぎ先で出会っている．中には東北部や北部といった遠隔
地から嫁・婿入りした人も見られる．転入が限られるの
に比べ，転出は多い．第一村村長の話では，年前に土
地無しの世帯が村から完全に転出した．最近でも世
帯が既に転出したり，転出の過程にある．計世帯とい
う数字は，現在の第一村の世帯のにあたる．行政
区の統計資料でも，第一村では年から年の間に
人口が減少している（図７）．ただし，転出で人口
は減ったが，この間に親子間や兄弟間の世帯分けがあっ
たため，村の世帯数は世帯前後で推移していて，大
きな減少はないとのことである．
対照的なのが第五村で，同時期にの人口増加があ
った．この間のバーンチャン行政区全体の人口増加率は
である．第五村の人口増加の原因ははっきりしないが，
行政区職員の話では，第五村は子弟の大学進学率が高い
上，子どもは卒業後戻って親の農業を手伝うケースが多
い．第五村は比較的豊かな農家が多く，農業でも「食え
る」ため，人口流出が起こっていないと考えられる．
本調査の結果では，農地を所有する農家のみに限った

25%

5%
2%

9%
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３．貧困層の労働と人口動態
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図７  年を基準とした各村の人口増加率
（ 年）
バーンチャン行政区資料から筆者作成

平均農地面積は，第一村でライ（KD），第五村で
ライ（KD と，むしろ第一村の方が大きい．しかし，
農地所有率は，第一村のに対し，第五村はと大き
く違う．また，第一村の平均年間世帯収入は，第五村を
とするとで，ポイントの差しかないが，第一村の
貧困世帯に限ると，第五村平均のわずか％である．
さらに，第五村の高等教育進学率は，歳以上歳未満
でと，三人に一人以上が高等教育を受けている．一
方，第一村は同％で，一見するとその差は大きくない
が，貧困層に限ると高等教育進学者はである．
以上が示すのは，第一村は，第五村と比べて格差が非
常に大きいということである．そしてその格差は，人口
減少の主要因である労働形態の差となり，各村の人口構
成に大きな影響を及ぼしている．

（）貧困層のライフサイクルと貧困地区の役割
田坂 ）は，タイにおける年代ごろのムラ形成と土
地占有のサイクルの破綻の結果土地無し貧困層が生まれ，
村内外の経済と連動しながら日々の糧を得る「雑業層」
として農村部の貧困層を規定した．首都圏との交通が通
じたバーンチャンにおいても，同様の現象が見られる．
以下に，貧困層から聞き取りから，彼らの仕事と貧困地
区への転出入の状況を考察する．
農地無し貧困層は，日雇い等の賃金労働者が圧倒的に
多い）．農繁期には農作業に従事しても，別の時期には
工場の日雇い労働者として働くなど，非常に流動的であ
る．歳代以上は，農業や建設労働，漁業，市場での商
いを生業としていた人が多く，また当時は幹線道路も整
備されていなかったため，街への出稼ぎ経験者は少ない．
しかし，洪水の影響で毎年一定期間農作業の仕事がない
こと，農業労働では十分な収入が得られないこと，村外
の仕事の選択肢が増えたこと，より豊かで刺激的な生活
の憧れなどから，若い人の多くは中学や高校を卒業する
と一度は村外での就労を経験する．彼らは，一部を親に
仕送りしたり，帰郷した際に生活物資を買い与えること
で村の親兄弟の生活を補助する．働き先は，村からアク
セスのよい首都圏北部と西部が多く，職種は建設業や工
場労働者，小売業等様々である．村を出ている期間は
様々で，毎週末帰宅する人もいれば，十年以上村外で働
く人もいる．出稼ぎ先で配偶者と出会うことも多く，結
婚して街に定住する場合もあれば，子どもを村の両親に


預け村と街を行ったり来たりする人もいる．一方，出稼
ぎをやめ，村に戻ってくる人もいる．インタビューでは，
帰郷の理由は，高齢の親の世話，離婚や死別による家族
の変化，失業や借金等の経済的問題，街が好きでない等
が挙げられた．村で生計を立てることを選択した人には，
農業労働の他に，額も機会も街より少ないが雑多な収入
の道がある．例えば，貧困層の女性は，高齢の親と孫の
世話をしながら，近隣の工場で清掃員として働く．ある
家族は敷地内で闘鶏を飼育して生活の足しにし，別の夫
婦はガソリンスタンドで雇用される．しかし，こうした
労働による収入では，貧困層が子弟を大学へ進学させた
り，農地を購入したりすることはできず，格差は縮まら
ない．
一方で，働き手のいない世帯もある．タイ政府から年
金を受け取れる高齢者や障害者のみの世帯である．年金
は月バーツ（円）とわずかだが ，
住居があり，野菜や魚は周辺で自給自足できるため．必
要最低限のものは年金で賄えるという．さらに，一定使
用量以下に対する電気・水道料金免除の政策と，低所得
者向けの無料の医療制度も，貧困層の生活を支える．
貧困層の中でも，特に脆弱性の高い高齢者や障害者は，
村で暮らす方が，物価の高い街で暮らすより生活の質が
確保される．同様に，街の高い生活コストに見合った収
入を確保できる見込みが低い人（若さ，スキル，学歴，
ネットワーク等が欠如している人）も，出稼ぎを行わな
い方がリスクが小さい．財産を失った人が公共地に流入
する例からも，貧困層にとって出身地であるこの場所は
セーフティーネットであることがわかる．
働けなくなったり，借金で困窮したりして村に戻る貧
困層がいる一方，村外で多かれ少なかれ生活の安定を手
に入れた人は，徐々に生活の重点を街へ移し，最終的に
世帯全体が転出していく．結果的に村に残るのは経済的
身体的弱者が多くなる．さらに，女性が村に残る場合
「老親の世話」を理由にあげる人が少なくない．しかし，
村で得られる収入は少なく，この上介護が加われば支出
は増し，彼ら自身の貧困も続くことになる．長い間に自
分も高齢化して，引き継いだ家で親と同じ貧困状態を繰
りかえすパターンも見られる（図８）．この繰り返しが，
何世代もの長期にわたって，貧困地区が維持される要因
の一つであると考えられる．「村に残る弱者」の貧困状
態の改善が，農村の貧困削減の鍵である．



４．貧困層が受ける洪水被害

（）年タイ大洪水の被害の比較
実際のところ，バーンチャンの貧困の背景は，洪水の
直接被害以外にも様々ある（図９）．本稿では「一見関
係ない被災者の社会的脆弱性が，災害被害を大きくす
る」）という見方に立ち，貧困層の脆弱性の起源と現状
を見てきた．本章では，洪水による直接的被害，特に
年のタイ大洪水時が貧困層に与えた被害を分析し，
その影響を論じる．
第一村の貧困地区は，毎年P程度の高さの洪水に約か
月間水没する．図の②の地区では，雨季に人が船を使わ
ず通行できるようにするための高さP程度の歩道橋が

図１０ 乾季の洪水地区の家と歩道橋（上）と，
雨季に船で自宅に出入りする住人（下）
いずれも第一村（図４の  の地区内）

図８ 洪水貧困地区の出入りと貧困の連鎖



図９ バーンチャンの貧困層を巡る問題
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表２ 家屋タイプと  年タイ大洪水被害（1 ）
第一村
貧困層
㻔㼚㻩㻞㻟㻕

第一村非貧
困層 (n=21)

第五村非貧
困層 (n=49)

50年

44年

22年

高床式率

78%

62%

20%

木造家屋率

87%

67%

37%

85日間

83日間

77日間

平均最高浸水深（地面から）

196cm

156cm

67cm

床上浸水率

74%
53日間

67%
43日間

32%
41日間

59cm
20,926THB

54cm
39,067THB

23cm
81,272THB

家屋 平均築年数

被害 平均周辺浸水期間

平均床上浸水期間
平均最高浸水深（床上から）
平均被害額

ある．雨季の間ずっと，船で自宅に出入りしなければな
らない家もある（図１０）．しかし，都会のスラムのよ
うに余所者が入り込んだり，立ち退きを迫られたりする
リスク）は小さい．貧困層は，この「居住の安定」と引
き換えに，洪水リスクを保有している．しかし，本稿の
調査からは，年のタイ大洪水が，通常のリスクを超
える被害をもたらしたことが明らかになった．
表２では，次の三つのグループ毎に，住居タイプと受
けた被害をまとめた．グループ①：経済的に脆弱性が高
く，かつ洪水の危険が大きい地域に住んでいる（第一村
貧困層），グループ②：経済的脆弱性は低いが，洪水の
危険が高い地域に住んでいる（第一村非貧困層），グル
ープ③：洪水の危険が小さく，かつ経済的脆弱性が低い
（第五村非貧困層）．
まず浸水期間を見ると，三グループともか月半～か
月の間で大きな差がない．水は行政区全体を覆ってか月
近く留まったことがわかる．しかし，浸水深は場所によ
って大きく異なり，特にターチン川に近いほど浸水深が
高かったことが明らかである．
災害被害の大きさは，床上浸水の有無に関係があるが，
住居の床高は通常想定される浸水深によって決まる）．
第一村の貧困層は，高床式住居に住んでいる割合が最も
高いにもかかわらず，最も床上浸水率が高い（％）．
第五村の非貧困層は，高床式住居率は％で半数以上が
一階建の住居に住んでいるが，床上浸水率が％と第一
村貧困層の半分以下である．第一村の貧困層が経験した
住居周辺の浸水深はFPで，第五村非貧困層の浸水深の
約倍である．その高さは，住民の想定を超えるもので，
第一村では地面から平均FPに設定された高床式住居の
床面を超えてしまった．床上浸水の床面からの高さも，
第一村では～FPで，第五村非貧困層のFPの倍以上
である．第一村では，寝台の上にさらに木を組み，その
上で生活をした．床上浸水期間も長く，第一村貧困層で
平均日間，第一村非貧困層と第五村非貧困層は，それ
ぞれ日間と日間である．このように，貧困層は明ら
かに他のグループより深刻な洪水に見舞われている．
また，昔から高床式の床下柱は，湿気や洪水，シロア
リの食害で痛みやすく，頻繁に取り換えられてきた ）．
現在は木材が入手困難になり，より安価で丈夫なコンク
リート製の床柱が使われるようになったが，取り換えの
ための費用負担が重いため貧困層の家屋では木造の柱の
ままであることが多い．彼らの住居の平均築年数が年
と古い上，平均日間も床上浸水したことから，家屋の
木造部分の傷み，特に構造に関わる床柱の痛みが通常よ
り進んだと考えられる．
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（）洪水中の収入の減少
本調査の職業に関する項目では，貧困層で最も多いの
は無職（）と農業等の日払い労働者（）で全体の
分のを占める．無職のうちはタイ政府の年金支給対
象である歳以上の高齢者である．このうち，世帯収入
額から年金以外の収入がないと 推測されるのは世帯
（）のみで，残りは同居する家族の収入や，出稼ぎに
出ている家族から支援を受けていると考えられる．
非貧困層の場合，歳以上のが自作農または小作
農でほとんどが稲作に従事している．非貧困層で次に多
かったのは農業等の日払い労働者でを占める．しかし，
非貧困世帯は，日払い労働のみで家計を支えていること
は少なく，多くの場合自作農または小作農が同一世帯内
にいる．これは，世帯としては営農が主な収入源である
が，世帯の一部が自家の農作業がない時に別の農家に雇
われていることを示す．一方，貧困層の日払い労働者は，
同一世帯に他の職業の人がいないか，いても工場労働者
か小規模な小売業に従事する人という違いがある．
バーンチャンでは，毎年洪水前に収穫を済ませるサイ
クルで二期作が確立しており，この年も洪水が引いた後
に次の作付けを行ったため稲作農家は大きな被害を受け
ず，年間収入にも大きな影響を与えなかった．その反対
に，貧困層に多い農業や建設業等の日払い労働者や工場
労働者，小規模小売業に従事する人は，大洪水の影響で
カ月間収入が途絶えたり，減少したと考えられる．これ
は彼らの職場や雇い主が被災したり，地域全体の経済活
動が縮小したためである．インタビューでは「大洪水時
は仕事が途絶えたが，誰もが同じ状況だったので我慢す
るしかなかった．」という声が聞かれた．また，年
大洪水は非常に広範囲であったため，出稼ぎで首都圏近
郊で働く貧困層の家族も浸水被害を受けたり，事業を停
止したりしている．このため出稼ぎ家族がいる世帯が多
い貧困層では，収入に影響を受けた可能性がある．貧困
層の平均収入が非貧困層のであることからも，貧困層
が収入面で受けた洪水の影響は大きかったと言える．

（）復旧・復興における認識と手段の違い
第五村非貧困層は，浸水期間，浸水深，床上浸水率の
いずれも第一村貧困層よりずっと軽かった上に，木造家
屋は％しかないことから，このグループの被害は，
相対的に少ないはずだが，被害は災害の物理的空間的な
大きさだけで決まるわけでない．
自己申告の洪水被害額は，第五村の非貧困層が，第一
村貧困層よりずっと多い（表２）．これは，何を示唆し
ているのであろうか．彼らが豊かで，農地や家財道具や
農業機械，車両をより多く所有していたこと，普段，
洪水に慣れていないため，対応が遅れ被害を拡大させた
可能性が考えられる．また，次に述べるように洪水後に
家屋の改築や修理を行った世帯があり，それが被害額と
して認識され，平均被害額を押し上げたことも要因の一
つであろう．
反対に，第一村の貧困層の被害額が少ない要因は何で
あろうか．まず，第五村と逆に，彼らの家財が少ないこ
とがあげられる，農地がないため農作物の被害は算定さ
れ ず ， 農 機 具 や 車 も 保 有 し て い な い ． も う 一 つ は ，
「被害」認識の違いの可能性である．貧困層は，行政支
援の分で足りなかった場合，どうやって被害回復費用を
補てんしたかという問いに，「何もしていない」人が
％いた．これは非貧困層の倍である．貧困層は，農地
がないため融資を受けることも難しく，建物の改築や建


て替えといった大規模な工事に必要な資金を自力で調達
できない．そのため，建物が痛んでも放置しがちである．
その結果，洪水被害の算定に建物被害が入らず，被害額
を下げている可能性がある．
例として，洪水後の第五村に出現した新しい高床式住
居をあげる．第五村は，コンクリート製の一階建の家が
多いが，中には，例年の浸水深に合わせ少しだけ揚床し
た古い木造家屋もある．こちらは年に大きな被害を
受けたため，持ち主はこれを機に高床式への建て替えを
決意した．高床式を選んだのは，将来の洪水への備えで
ある．第五村にはもう一軒，同じ理由で高床式住宅を新
築した家があった．
一方，第一村の貧困層で建て替えを行った世帯は見ら
れない．第一村の貧困層の洪水後の改修で最も高額だっ
たのは，年の浸水深の高さより上に床を持ちあげる
工事である．筆者が話を聞いた家では，村外で暮らす子
ども達が共同で資金を負担し，高床式の柱を数P継ぎ足し
て床を上げた．これは，移築が可能なタイの古い木造家
屋だからこそ可能な措置である．もう一軒は，水回りの
改修と床高を上げる工事であった．資金は，家族の一人
が洪水の翌年に交通事故にあった際の補償金を当てた．
他にも，王室の洪水支援プロジェクトや，海外組織の支
援で，建物を改修した貧困世帯があったが，こちらは将
来の対策というより復旧が目的である．いずれにしても，
建物の復旧・復興にかかる高額費用は，貧困世帯自身で
は負担が難しいことがわかる．
貧困層が，より深刻な洪水に見舞われるにもかかわら
ず，建物，特に床柱の取り換えや床高を上げるといった
有効な対策を自力で行えないのは，将来，建物の倒壊な
どより大きな被害を受ける可能性を高めることになる．
また，床上浸水による生活の不便や，長期の浸水によ
る衛生の悪化が原因の病気，就業機会の減少や離職とい
った見えないコストはここに含まれていない．自己申告
の被害額から，貧困層の洪水被害が「軽い」と判断する
のは必ずしも妥当ではない．むしろ，被害額は少なくて
も，両者の世帯年収は倍以上の開きがあり，家計に余裕
がない貧困層が被害を吸収するのは困難なのは明らかで
あろう．年のタイ大洪水がもたらしたリスクは，洪
水常襲地帯の貧困層が保有不可能なほど大きく，貧困層
の脆弱性を高めた可能性は高い．
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５．洪水常襲地帯における洪水対応の特徴

（）住民と行政の洪水対応における利点
これまで，被害を拡大した貧困層の脆弱性について見
てきたが，本章では被害を軽減した可能性のある洪水常
襲地帯の洪水対応について考察する．
年のタイ大洪水時，行政区内には学校，寺，避難
テントを利用した避難所が開設された．しかし，行政が
開設したこの避難所には，避難者がほとんど来なかった．
本調査では自宅からの避難率も％しかなく，そのうち
割は親戚宅への避難だった．避難しない理由では，自宅
を空けることへの不安につぎ，自宅で生活可能と考える
人が多かった（図１１）．か月近く床上浸水した人が多
いにもかかわらず，自宅生活が可能だったのは，住人が
普段から船の移動に慣れており，洪水中も移動の自由が
確保され，生活物資の調達に困らなかったことがある．
電気・水道・電話がほとんど遮断されなかったことも，
日常生活の維持にプラスに働いた．通年でも，カ月は
浸水する地区であるため，年はそれ以上長期化する
ことが当初から予想され，住民の避難長期化への忌避が
あったとも考えられる．加えて，バーンチャンの住民は
洪水経験が豊富で，床上浸水しても都市住民のようにパ
ニックにならなかった．
また，緊急支援物資が行きとどいていたことも見逃せ
ない．本調査でも，食糧と飲料水（％），台所用品の
（％），健康診断及び治療（％）といった日常生活
に不可欠な項目の支給率が特に高い結果となった．
災害後には，しばしば支援とその配分を巡る混乱や紛
争が生じるが，バーンチャンは都市部と比べ人口が少な
く，住民もお互いをよく知っているため大きな混乱はな
かったと見られる．行政側にも，毎年洪水の季節に住民
に準備を促したり，洪水が深刻な地区に公共トイレを設
置するといった洪水対応のノウハウがあったことも助け
になった．また，バンコクでは様々な被災者手当が支給
されたが，申請の方法や被害の算定を巡って住民対立を
作り出した）．バーンチャンでは，洪水常襲地帯を理由
にいずれも適用されず，一律の見舞金が全戸に配布され
たのみであったが，かえって行政区の対応に対する住民
の信頼を損なうのを防いだ．洪水対応の現場で指揮を執
る行政区長は，選挙で選ばれる地元の人間で，住民に信
頼されていることも，都市部と比べ有利だった点である．
以上のように，住民側，行政側の両方に洪水被害を軽
減する要因があった．これらの多くは，洪水常襲地帯の
農村であるからこその利点である．

（）農村部における早期警報とギャップ
タイの地方の行政ラインでは，早期警報に関し，県知
事の責任の下，郡が退避勧告を出すことになっている．
しかし，実際は，村や行政区が独自に住民に避難勧告を
出して，郡に報告するという柔軟な対応も認められてい
る）．年のバーンチャンでも洪水到達の一週間前か
ら行政区と各村の村長が，村での集会，個別訪問，広域
スピーカー，電話を駆使し，災害準備を住民に促した）．
行政区や村の判断による早期警報は，地方の防災能力の
ギャップを埋める措置であるが，それを支える情報収集
の仕組みは，まだ不十分である．
年タイ大洪水時，テレビやインターネットでは洪
水情報が盛んに発信されたが，デマも飛び交い情報が混
乱した．また，地方農村という地理的特性から，バーン


チャンに関する詳細な情報を得ることは困難であった．
代わりに，公式情報として，毎朝時にHPDLOで天然資
源・環境省水資源局から行政区へ配信される上流の河川
と貯水池の観測データがあった．これは，年以前か
らバーンチャン行政区事務所へ配信されているもので，
内容は上流のサケクラン川とターチン川の雨量，水位の
変化を月単位で表した表に「正常」といったコメントが
記載されている．貯水池か所についても，水位が断面図
で表され，正常，要観察，危険の三段階で評価がついて
いる．バーンチャンの場合，当時の行政区長がこの情報
を参考に洪水の危険を判断し，上流の水資源局の水門管
理センターへ職員を派遣し，状況を直接確認した後，
警報を出すかどうか判断した．
基本的に，地方は縦割り行政の影響で，中央が発信す
る様々な洪水情報に個別にアクセスできる．しかし，
中央の発信する情報は広域情報で個別の自治体に関する
情報を得ることは難しい．一方，住民が求めるのは，農
作物の収穫や食料準備に関わる日時，例えば何日後に自
分の農地に水が到達するかといった詳細で正確な予報で
ある．しかし，横のつながりが薄いため，流域の自治体
同士が情報交換する体制がない．このため，行政区が人
を遠方へ派遣して情報を探す必要があり，判断も個別に
行われる．このギャップを埋めるため，河川の上下流の
関係地域の情報を共有できるシステムが必要である．



６．おわりに

（）洪水常襲地帯の貧困と洪水の関係のまとめ
D 地域の成り立ちと土地所有の関係
対象地は，河川と洪水の問題と関連しながら，半世紀
の間に徐々に開拓された．その過程で，川辺で生計を立
てる土地無し層が生まれた．その後，水上交通から陸上
交通という社会変化が起き，比較的裕福な世帯が洪水地
区から移転し，貧困層が川辺に残った．現在も，洪水が
深刻な地区は，公共地や所有権が曖昧な土地が残り，
そこに土地に対する権利が曖昧なまま貧困世帯が住み続
けている．また，この地区に残る公共地は，貧困に陥っ
た村人の移転先ともなっている．しかし，近年，土地を
巡る法的環境が変わり，将来貧困層の居住の権利に影響
を与える可能性がある．
E 弱者の受け入れ地としての洪水地区
洪水が深刻な第一村は，豊かな第五村に比べて村内の
経済格差が大きい．人口統計とライフサイクルに関する
インタビューからは，第一村の土地無し貧困層が，洪水
の影響で，村内で十分な農業労働の仕事を得ることがで
きず，村外へ出ていきその一部が世帯ごと流出する傾向
が明らかになった．一方，第一村のより経済的脆弱性の
高いグループは，生活費がかかる街へ移動するというリ
スクを取ることができず，居住が安定している貧困地区
へ留まる選択をする傾向がある．また，高齢の親の世話
等で村に残る選択をした子世代が，貧困を引き継いでい
くことが，第一村で貧困連鎖が続く要因の一つである．
F 洪水被害を受け続ける貧困層
年タイ大洪水では，第一村の貧困層の浸水期間と
浸水深が最も深刻だったことが実証された．貧困層の住
居は古い木造の上，長期間床上浸水したことから，特に
床柱の傷みが通常より進んだと考えられる．
しかし，洪水による貧困層の申告被害額は，非貧困層
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のしかない．貧困層に農地や家財道具が少ない他に，
復旧手段が限られ建物の補修や床柱の取り換え，建て替
えが行えないことも影響していると考えられる．これは
将来，建物の倒壊など，より大きな被害を受けるリスク
がある．世帯収入の少なさ，収入の減少などの間接的被
害も考慮すると，年の洪水は貧困層の脆弱性を高め
た可能性が高い．
G 洪水常襲地帯の洪水対応の利点とギャップ
自宅からの避難率の低さは，留守宅への心配だけでな
く，長期間床上浸水しても自宅生活が可能であったこと
が大きい．それを支えたのは，移動手段（船），緊急支
援物資，洪水でも遮断されなかったインフラ等がある．
洪水常襲地帯は災害補償金制度が適用されなかったが，
緊急支援が平等に配付されたことから，災害後に起こり
がちな支援の配分を巡る住民間や行政との争いを防いだ．
人口が少なく住民がお互いを知っていること，毎年の洪
水に見舞われることから行政に洪水対応のノウハウがあ
ること，都市部と比べ地域指導者が住民に近い点も有利
である．
早期警報では，自分の地域にいつ洪水が到達するかと
いった住民が求める情報と，中央が発信する情報にはギ
ャップがあり，それを埋めるために，近隣自治体との横
の情報共有システムが必要である．

（）農村における防災主流化への提言
防災の主流化による貧困削減という立場から，農村の
土地無し層の洪水被害軽減への具体的な取り組みを三つ
提案する．
D）土地所有の実態に沿った開発
農村の土地無し世帯＝貧困層であり，最も洪水被害を
受けるグループでもある．その土地に生まれ，何世代も
貧困層として生活し，土地と深く結びついているにもか
かわらず，土地の権利を持っていない世帯がある．将来
彼らが不利益を被ることを避けるため，屋敷地の所有権
を確保するように積極的に行政が働きかけ，手続き費用
を免除するといった負担軽減措置も必要である．特に地
域開発を行う場合，貧困層の権利をまず確保してから行
うべきである．
E 家屋の補強支援
貧困層の家は古い木造家屋であるが，居住区は最も深
く長く浸水する場所である．しかし，古い木造家屋が長
期間水に浸かると痛みやすく，倒壊の危険も高まる．
にもかかわず，貧困層は建て替えや，床高を上げるとい
った洪水対策の費用が出せないことが普通である．開発
途上国向けの家屋の強度を強化する安価な技術開発と普
及，費用補てんと融資制度が有効であると考えられる．
F 河川の上下流の関係地域の情報共有システムの構築
タイは縦割り行政で，防災も中央から県，郡，行政区
といった縦のラインで行われてきたため，横のつながり
の経験が少ない．しかし，狭い地域での情報交換は，
より正確な予報につながり，住民ニーズにも合致してい
る．現場の対応の指揮を執る行政区同士を結ぶ情報共有
システムを検討すべきである．

（）今後の課題
最後に，防災の主流化と農村貧困の削減に関連して，
次の二つを今後の研究課題として提示する．
一つ目は，洪水期間中の貧困層の就労についての実証
的研究である．洪水が，彼らの就労にどのように影響し
ているのか，そのパターンが明らかになれば，より具体


的な対策や支援を検討することができる．
二つ目は，開発による微地形の変化が洪水にもたらす
影響と，貧困層の居住区との関係である．バーンチャン
では，年前の幹線道路の整備が，貧困地区の浸水深に
影響を与えた可能性がある．道路や住宅，堤防の設置が
与える影響が明らかになれば，将来の開発計画における
貧困層への配慮事項として提示することができる．
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