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Ⅰ．はじめに

1．研究の背景と目的
近年，災害の被害を最も受けている発展途上国の
住民の災害レジリエンスを高める必要性が強調され
ている（UNISDR，2009）．このため，貧困削減を目
的とした国際開発目標に防災のコンセプトが明確に
記述された（UN General Assembly，2014）．国際開発
の世界では，持続的な開発を実現するために「防災」
を政策の優先課題として位置付け，全ての開発政策
や計画に取り入れる「防災の主流化」の動きが活発
になっている（国際協力機構，2015）．仙台行動枠組
2015-2030（UN，2014）の優先行動では，防災教育，
普及啓発，土地利用等のコミュニティーレベルのソ
フト対策が優先行動としてあげられ，関連データの
収集・分析が求められている．この流れを受け，イ

ンフラ面や経済面が中心であった発展途上国の洪水
研究は，高リスク地域の人々と土地の関係に目を向
けつつある（UNISDR，2009）．その土地の住民の歴
史的文化的および社会的背景への理解を深めること
は，社会の圧力により危険な場所に住むことを余儀
なくされている貧困層（Wisner et al., 2003）のレジ
リエンスを高めることにつながる．
東南アジアの河川流域では，毎年決まった季節に
外水氾濫が発生するため，住民は高床式の家，備え
付けのボートなど洪水に適応した生活様式を確立し
た（森田他，2013）．こうした洪水常襲地帯では，洪
水が当たり前の自然現象と見なされてきたこと，地
域の伝統的な洪水に対する知恵が評価される一方で
被害は注目されなかったこと，都市部や工業地帯と
いった経済地域への洪水対策が優先されてきたこと
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から，被害の実態はあまり研究されてこなかった
（新屋他，2013）．しかし，近年の環境変化や経済発
展により伝統的な洪水常襲地帯でも被害額の増大や
被害内容の変化が起きている（田平他，2015）．筆者
らは2013年以来，洪水常襲地帯であるタイのスパン
ブリ県バーンチャン行政区とミャンマーのバゴー郡
（図−1）で，住民の洪水被害と社会経済状況を調査
してきた．
本稿の目的は，東南アジアの洪水常襲地帯におけ
る住民レベルの災害対応と被災者支援の関係につい
て明らかにすることである．そのため，タイとミャ
ンマーの現地調査から得たデータを基にその実態を
比較して共通項および相違点を抽出し，住民の洪水
に対する脆弱性の段階を示す．それにより効果的な
防災支援制度の構築のための改善案を提示すること
を目指す．これは今後日本政府が開発支援および開
発投資を発展途上国で行う場合，プロジェクト計画
段階で防災への配慮を行う「防災の主流化」を進め
る際にも有効である．

2．先行研究と本稿の構成
タイの洪水研究は2011年のタイ大洪水を契機に大

きく進展した．洪水時のダム操作（例えば，星川，
2013）や洪水後の短期治水対策（例えば，クーンタ
ナクンラウォン，2013）等のインフラ面からのアプ
ローチに加え，産業や空港が受けた被害とその原因
（例えば，相沢，2013；助川，2013）も明らかになっ
ている．政府機関の連携と情報共有（川崎他，2012）
やタイの水資源管理組織（船津，2013）等の行政組
織面も明らかにされた．また，玉田（2013）が洪水
やその後の支援策をめぐる対立を明らかにした．中

須他（2012）はタイの洪水災害を事例に，地方自治
体レベルでの防災力評価の指標を提案した．住民と
災害に関しては，貧困層が都市周辺の洪水地域に居
住する傾向や，限られた情報収集範囲（ヘンリー他，
2014）が明らかになっている．また中村他（2012）
は当時市民の多くが床上浸水を免れたことが避難者
が少なかった理由と分析した．田平他（2015）は，
洪水常襲地帯の貧困層が，より長く深く浸水する地
域に集住する理由を社会経済背景から分析した．家
屋の被害と復旧に関してSararit et al.（2014）は，
2011年タイ大洪水以降，住民の防災意識は高まった
が，3年後も家屋の被害を完全に回復することはでき
ず，また防災力を強化するような改築はほとんど行
われていないことを明らかにした．
軍政下のミャンマーでは長らく情報が統制されて
きたが，田平他（2013）；市原（2014）は2011年の
民制移行後のミャンマー政府の防災体制を明らかに
した．特に同国の洪水常襲地帯であるバゴー川流域
では多方面からの研究が進んでおり，洪水発生のモ
デル化（Win et al., 2015）や気候変動の影響（Htut et 

al.,2014）など自然科学的アプローチに加えて，早期
警報と行政支援（田平他，2014），河川管理と緊急対
応（川崎他，2016）など地方レベルの防災体制も明
らかになりつつある．また，貧困層の住宅ほど浸水
深が高く，長期にわたり浸水したことがわかった
（Shwe et al.，2014）．
このように2011年以降，タイの大洪水とミャン

マーの民主化を受け，多方面から洪水研究が行われ
たが，地域レベルの調査に基づいた実証研究は少な
く，特に被災者自身に焦点を当てた研究は少ない． 

また，発展途上国の防災は，都市貧困層と土地利用
の問題が深く関連しており（International federation 

of Red Cross and Red Crescent， 2010），都市貧困層の
災害対応の研究（遠藤，2011）はあるが，洪水常襲
地帯の農村を対象とした災害研究は少ない．
地域レベルの防災研究も，地域ごとに自然，文化，
社会，政策条件が異なるため個別の事例研究として
扱われがちで（UNISDR， 2009），本稿のような，貧
困と洪水の関係における共通性の抽出と，相違性の
原因となる防災制度および社会経済背景の違いとの
関係を分析するアプローチは行われてこなかった．
地域・グループ毎の脆弱性を相対化し，段階別に位
置付けて災害脆弱性が高い分野を明示することで，
政策策定者や支援側がより具体的で効果的な対策を
行うことが可能となる．また，先進国ではなく，自

図－1　スパンブリー県とバゴー郡の位置
Fig. 1  Study areas.
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然・社会条件が類似した発展途上国同士を比較する
ことで，防災力が比較的高い国が低い国の具体的な
到達目標となる．
本稿では，はじめにタイとミャンマーの洪水常襲
地帯の自然と社会，経済条件および防災制度の共通
点と相違点について概観する．次に，両国の被災者
を貧困層，非貧困層にわけて計4グループに分類し，
各グループの被害状況，社会および経済背景の特徴，
地域のインフラ整備状況とその共通点，相違点を指
摘する．そして両国で異なる結果が見られた避難行
動，早期警報，被災者支援について，その要因を社
会と経済背景およびインフラとの関連から分析し，
最後に各項目における脆弱性を段階別に提示する．

Ⅱ．タイとミャンマーの共通点と相違点

1．対象地の自然と災害
本稿の研究対象地であるタイ王国のバーンチャン
行政区とミャンマー国のバゴー郡は，それぞれター
チン川流域とバゴー川流域に位置する．バーンチャ
ンがサバナ気候，バゴーが熱帯モンスーン気候に属
するが，雨季の雨量が多く乾季に乾燥するという点
で共通する（表−1）．
洪水以外の自然災害が少ないタイと違い，ミャン
マーはサイクロンと地震も多い災害大国であるが，
バゴー郡はサイクロンの来襲は少なく，洪水が主な
自然災害である．二つの川は非常に緩やかな勾配の
平地を流れ，雨季になると水位が上昇し外水氾濫を
起こす（Win et al., 2015; Htut et al., 2014）．調査対象
地の違いとして，バーンチャンは全域が農業を中心

とした農村部であるのに対し，バゴーは市街地とそ
の近郊の農村で構成されている．バゴーは小さな町
であるが，市街地は商業が発達しているため，人口
密度はバーンチャンと比べると高い．一方，バゴー
郊外の農村は田園が広がり，風景はバーンチャンと
似ている．両地域とも，毎年，域内を通る河川の外
水氾濫で広範囲が浸水するため，浸水地域の住宅は
高床式である．通常の年であれば，バーンチャンで
は洪水が最も深刻な地区で2カ月ほど浸水するが，
バゴーは2週間ほどで水が引く．通常の年であれば
両地域とも浸水深は1 m以下である．しかし，洪水
が最も深刻だった2011年は，浸水深がバーンチャン
で一部3 m，バゴーで2 mを超えた．

2．対象地の社会と経済
二つの対象地は各国の首都圏から車で約1時間の

距離にあり，米が重要な輸出産品である両国におけ
る有数の穀倉地帯である．経済面だけでなく治安面
からも米の安定的な生産と供給は政府の重要課題で
ある．両地域とも多数派民族が中心で治安は安定し
ており仏教が住民の生活に浸透している．しかし，
購買力平価（PPP）一人当りGDPはタイ14,354 USD

に対し，ミャンマー4,706 USDと大きな隔たりがあ
る．タイでは一日1.25 USDの国際貧困線以下で暮ら
す人の割合は0.3 ％であるのに対して，ミャンマー
は26 ％と国民の1/4が貧困である．一方でミャン
マーは「アジアの最後のフロンティア」として外国
の投資熱に支えられ2013年は成長率8.3 ％を記録
し，将来の貧困人口は減少するとされる一方，クズ
ネッツの逆字仮説に沿うと格差の拡大も懸念される
（内閣府，2010）．人口構成ではタイが60歳以上の高
齢者人口が14 ％に達し，特に農村では少子化と都
市への出稼ぎの影響で高齢化傾向である．ミャン
マーの千人当たり出生率は17人，平均余命は65歳
で，少子高齢化が進むタイや日本と比較して若い国
である（World Bank,2012; World Bank,  2013）．

3．対象地のインフラ
両国では乾季に水不足で農業が制限されるため，
伝統的に利水を基本にインフラが整備されてきた．
伝統的な治水は広範囲に氾濫させて水位を下げ被害
を軽減するという方法が一般的であったが，タイの
経済が発展し洪水被害額が増えるにつれ，利水を目
的としたダムも洪水制御機能を担うようになった
（小森他，2012）．2011年のタイ大洪水後は，大規模な

タイ ミャンマー 日本
人口（百万人） 67 53 127

面積（万km2） 51 68 38

都市化率（％） 34 34 66

主な気候区分 熱帯サバナ 熱帯モン
スーン 温帯湿潤

年間降水量（mm） 1,702 2,993 1,467

一人当りGDP（PPP，
USD） 14,354 4,706 37,390

貧困率（％） 0.3 26 0.3

GDP（億ドル） 4,048 553 49,200

千人当り出生数（人） 10 17 8

平均余命（歳） 74 65 83

2013年経済成長率
（％） 2.8 8.3 1.6

表－1　 タイ，ミャンマー，日本の比較（気象庁（2015），
World Bank（2012，2013））

Table 1   Comparison of data among Thailand, Myanmar, and 
Japan. 



21原著論文

水文・水資源学会誌 第30巻 第1号（2017）

洪水対策プロジェクトが計画された．
ミャンマーでも同様に農地灌漑と発電目的でダム
が作られてきたが，2011年にバゴー郡で観測史上最
高水位を記録した後は，2012年に利水と治水の両方
を目的とするダムをバゴー川流域に三つ完成させた
り，川や水路の浚渫や改修を行って流水量を増大さ
せた（川崎他，2016）．
堤防や道路の公共インフラの建設については，タ
イでは日本と同様に担当省が行うが，ミャンマーは
政府予算の恒常的な不足から，道路整備など直接市
民生活と関わる部分は政府が技術者を派遣し，受益
者である地域住民が費用や労働力を負担するのが一
般的である．そのためインフラの整備がタイと比べ
ると大幅に遅れている．

4．防災制度・組織
ミャンマーとタイの地方行政制度を図−2に示す．
中央集権国家の両国では，各省庁の出先機関が地方
行政も担当するため，末端の行政機構の権限は強く
ない．両国とも防災は，他省と連携して主に内務省
のラインがコミュニティまでを管轄する．タイでは
県知事，郡長までが中央が任命する内務省官僚であ
り，災害対策も県が中心である．2011年のタイ大洪
水当時，中央政府に情報収集，関係機関との情報共
有，広報，資金管理等を行う政府対策本部が設置さ
れ，内務省下に設置された各県の災害対策室と連絡
を取りあった（川崎他，2012）．
ミャンマーでは内務省総務局が区・村区レベルま
で事務所を持ち，その事務所長が実質的に地方の首
長と同じ役割を果たす．災害時には郡事務所長が，
住民に対する早期警報の発出，避難所の開設，支援

物資の配付の決定と調整を行う（田平他，2014）．
各機関と連絡を取り早期警報を発出する判断を下
すのは，タイでは県（スパンブリ県人口77万人），
ミャンマーでは郡（バゴー郡人口49万人）である．
しかし，コミュニティに対する早期警報の伝達，避
難所の開設と管理，支援物資の配付等の実務を行う
のはスパンブリ県では行政区（バーンチャン行政区
世帯数989），バゴーでは郡の下の区・村区（各区・
村区世帯数1,200-2,300）である．
また日本では地域防災計画の策定が義務付けられ
ているが，タイは同レベルの地域防災計画に相当す
るものはなく（中須他，2012），ミャンマーでも防災
計画の作成が規定されているものの実際にほとんど
作成されていない．

Ⅲ．タイとミャンマーの調査結果の比較

1．調査と分析の方法
表−2と表−3に調査の概要と調査の内容を示す．

タイのバーンチャンでは，全行政区が浸水し，緊急
支援が行われた2011年のタイ大洪水時の状況が対象
である．村長の意見も参照して，回答した100世帯
を貧困層（30世帯）と非貧困層（70世帯）に分け
た．具体的には，家族に世話をされている高齢者や
農業以外のビジネスがある世帯を除き，農地無しま
たは少なく，かつ家族に高等教育を受けた人や公務

図－2　タイとミャンマーの地方行政制度と人口 
太線は警報を発するレベル，水色は調査対象地

Fig. 2   Local administrative system and population in Thailand 
and Myanmar.

バーンチャン行政区 バゴー郡
方式 インタビュー者が個別訪問しアンケートに記入
期間 2015年3月28日 2015年1月～2月
対象者 2011年大洪水時の被災者 2014年洪水時の被災者

回答者数 100世帯 187世帯
287世帯

バーンチャン行政区 バゴー郡

基本情報
世帯全員の年齢・性別・
学歴・職業，世帯収入，
家屋のタイプ

世帯主の年齢・性別・学
歴・職業，世帯人数，世
帯収入，家屋のタイプ

浸水被害 浸水深，浸水期間 浸水期間
被害の様相 総被害額 家屋の被害レベル

災害準備 災害準備の種類 災害準備の種類，防災
訓練・教育

早期警報 警報を受けた方法 最も信頼性の高い情報源
被災者支援 受けた緊急・復旧支援 受けた緊急・復旧支援

所有家財 農地，自宅地，ボート，
情報通信機器

農地，自宅地，ボート，
情報通信機器

表－2　アンケート調査概要
Table 2  Questionnaire survey overview. 

表－3　アンケート内容
Table 3  Questionnaire contents. 
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員がいない世帯から30世帯を分析のための相対的貧
困層として抽出した．農地を基準としたのは，農村
の収入は季節変動があり正確に把握するが困難なの
に対し，タイの農村部では所有農地の有無が貧困層
と非貧困層を区別する有効な指標であるためである
（田平他，2015）．
ミャンマーのバゴーでは，2014年8月の洪水時の

状況を対象とした．バゴーでは農村だけでなく市街
も含むため，所有農地ではなくShwe et al.（2014）
の分類法を参考に，家屋のタイプによって貧困と非
貧困を分類し，124世帯を貧困層，63世帯を非貧困層
とした． なお，ここでの「貧困層」は調査対象群の
中で相対的に貧困であるという分析上の概念で，全
世帯が貧困線以下の収入という意味ではない．
両者とも，まず筆者らが英語で質問票を作成し，
それを英語が堪能な現地の人が現地語に翻訳し，そ
れから現地の人が対象地域をランダムに個別訪問
し，質問票をもとにインタビューを行った．結果は
インタビュー者が自ら質問票に記入した．
本稿の構成は，まず両国の二つの経済的条件の
違いによるグループを軸に世帯の社会経済的状況，
住居と社会インフラ，実際に受けた被害を示す．
その後，災害準備率，早期警報，避難行動，受け
た支援の4つについて比較し，ミャンマーとタイに
おける貧困層と非貧困層の災害脆弱性を段階別に
位置付ける．

2．被災者の社会経済背景
タイとミャンマーの経済格差を反映し，回答者の
平均収入は3倍以上の開きがある（表−4）．バーン
チャンの調査結果では，15歳以上の住民の35 ％が自
作農で安定しているが，19 ％が土地無し世帯を中心
とした日雇い等の労働者であり，16 ％が無職，残り
の30 ％が学生，会社員，公務員，自営業，その他

である．一方，バゴーの調査は世帯主の職業に限ら
れるが，75 ％が労働者，21 ％が無職で，自作農が2 

％，会社員または公務員が1 ％である．無職は，高
齢や障害などで働けない人，失業者などが含まれる．
労働者とは，農業や建設業，製造業，小売業等で日
払いで雇われる人に加え，路上販売，リキシャーの
運転等の労働により日々の糧を得る人々のことであ
る．彼らは，一般に低賃金で不安定な上，洪水中は
休業を余儀なくされ収入が途絶え補償もない．この
労働者と無職のグループが，特に脆弱性が高いと言
えるが．バーンチャンではその割合が35 ％に対し，
バゴーでは96 ％にものぼる．特にミャンマーでは
深刻な貧困で蓄えがない世帯が多く，洪水になると
直ちに困窮してしまう．
調査対象者の所得格差に関して，世帯所得の変動
係数はバーンチャンで149，バゴーで27である．
バーンチャンは農村部，バゴーは都市部とその周辺
の農村部という条件の違いはあるが，タイにおける
経済格差はミャンマーよりずっと大きい．バゴーと
バーンチャンの一人当り収入分布を図−3で示すと，
バーンチャンの32 ％の世帯が，2010年スパンブリ県
の一日一人当り平均収入5.5 USDを上回るが，ミャ

バーンチャン
行政区 バゴー郡

調査世帯数（世帯） 100 187

平均世帯人数（人） 3.4 5.0

世帯主の平均年齢（歳） 58 47

世帯主が小学校卒以下の割合（％） 80 47

平均浸水期間（日間） 80 16

平均世帯収入（USD/月） 461 140

世帯収入の変動係数 149 27

ボート備え付け率（％） 60 6

携帯所有率（％） 92 64

表－4　被災者数と調査結果
Table 4  Overview of survey results. 

図－3　調査回答者の一人当り収入分布
Fig. 3  Respondents’ income distribution (USD /day/person).
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ンマーでは，調査世帯の97 ％がタイの貧困線であ
る一日一人当り2.6 USD未満しかない．
首都圏へ若年世代が出稼ぎに行くため高齢化傾向
のあるバーンチャンの世帯主は，平均年齢58歳であ
り，バゴーの世帯主は平均年齢47歳で11歳若い．
バーンチャンの世帯主は80 ％が小学校卒以下であ
るのに対しバゴーでは47 ％である．当調査におけ
るバーンチャンの40歳以上の住民の9割が初等教育
以下であることから，年齢が若いことを差し引いて
も教育背景はバゴーの世帯主の方が高い．
まとめると，バゴーの社会は教育レベルがそれほ
ど低くないが，社会全体で雇用状況が悪く生活は不
安定で貧しい．しかし，子どもが多いため社会全体
が若く活気がある．バーンチャンは，豊かな人と貧
しい人の格差が極端に大きく，タイは中所得国であ
るにもかかわらずバーンチャンの貧しい人は，ミャ
ンマーのバゴーの貧困層と同じくらい不安定で収入
が少ない．さらにバーンチャンでは高齢化傾向がある．

3．家屋とインフラ
バーンチャンの対象地域の家屋は，木造の高床式
かコンクリートの一階建てで，一般的に住人が設計
し専門の職人が建てる．バゴーでは同じ高床式で
あっても，貧困層の家は竹の壁，茅葺の屋根といっ
た簡易な作りで，自分で建設することが多い（図−
4）．こうした家は木造や家より脆弱性が高く浸水す
ると倒壊等の大きな被害を受けやすい．バゴーの調
査でも自宅が大きく損傷した非貧困世帯はなかった
が，貧困層では13 ％が「家屋に大きなダメージを
受けた」と回答した．
バーンチャンでは，萱葺き屋根，竹の壁の脆弱な
家屋はほとんど見られないが，2011年の洪水では浸
水深が高く洪水期間が長かったため大きな損傷を受
けた家もあり，被害の平均額を押し上げた．バーン
チャンの特徴は，水深が高い地区の貧困層より，例
年洪水が少ない地区に住む非貧困層の方が平均被害
額が大きいことである．その理由は，非貧困層の家
屋の多くは一階建や床高が低い揚床住宅であったた
め浸水被害が拡大したこと，貧困層と比べ所有家財
が多かったこと，非貧困層に資金力があるため被災
後に建て替え事例が発生し，それが平均被害額を押
し上げた可能性があること，と考えられる（田平他，
2015）．
バーンチャン行政区の公式資料では水道普及率は

100 ％である．一方，ミャンマーの本稿の調査結果

からバゴーで水道を使用しているのは29 ％のみで，
残りは川，池，湖からが65 ％，地下水（井戸）が5 

％であった．川や池，井戸が水源の場合，洪水時にし
ばしば水源が汚染され飲料水の確保が難しくなる．
バーンチャンでは，一部で最大浸水深3 m以上を
記録したが，電気，水道，市場，携帯電話通信は，
ほぼ通常通りに使用可能であった．また，公共工事
で高く盛られた幹線道路は冠水しても車通行が可能
で，住民は幹線道路まで行けば車両での移動が可能
だった．バーンチャンでは6割以上の世帯がボート
を備え付けており，特に浸水深の高かった川沿いで
は自宅からボートで直接市場へ行くことが可能で
あった．一方，2014年のバゴー洪水では道路が冠水
して通行不可能になり，住民はボートの使用を余議
なくされたが，ボートを備え付けている世帯が少な
く（貧困層4 ％，非貧困層10 ％），住民は移動の際，
ボート使用料を払う必要があった．

4．浸水期間と浸水深
平均の浸水期間について，バーンチャンで貧困層
が84日，非貧困層が79日間であり，バゴーでは貧

図－4　研究対象地の家屋
右上から時計周りにバゴー貧困，バゴー非貧困，バー
ンチャン非貧困，バーンチャン貧困

Fig. 4  House types in the study areas.
(Clockwise from upper right: poor’s house in Bago, non-poor’s 
house in Bago, non-poor’s house in Ban Chang, poor’s house 
in Ban Chang).



24 原著論文

J. Japan Soc. Hydrol. and Water Resour.Vol. 30, No.1, 2017

困層が17日間，非貧困層が13日間であり，いずれ
も貧困層の方が長かった．最大浸水深はバゴーの
データがないため不明だが，Shwe et al.（2014）は，
2011年のバゴー洪水の際，貧困層の方が浸水深が高
かったことを示した．本調査でも，バーンチャンの
最大浸水深は貧困層が平均169 cmに対して非貧困層
は94 cmであった．平均被害額はバーンチャンの貧
困層が20,926バーツ（634 USD）で，非貧困層の
70,542バーツ（2,138 USD）の3割以下であったが，
被害額を年間収入で割った被害率は貧困層で32 ％，
非貧困層で27 ％であった．貧困層は，非貧困層よ
り被害を吸収できる余裕が少ないことを考えると，
貧困層に対する影響はより大きかったと考えられる．

5．災害準備率と防災教育
バゴーの災害準備率はバーンチャンより大幅に低
い（図−5a，b）．バゴーの災害準備率が低い理由は，
住民に蓄えがないことや自宅に備えを置く場所がな
いこと，防災教育が浸透していないこと，早期警報
の遅れが考えられる．バゴーでの調査中，しばしば
貧困層から「日雇いなので毎日の生活で精いっぱい
で蓄えをすることができない」と聞かれた．またバ
ゴーでは，防災教育を受けた回答者は5 ％しかいな

い．一方，タイのバーンチャンの準備率がバゴーよ
り大幅に高いのは，世帯に蓄えをする余裕があるこ
とに加えて，次に述べる一週間前からの早期警報と
の関係が深いと考えられる．
また，バゴーの貧困層の災害準備率は，「食糧」

「飲料水」「物を高所に上げる」が非貧困層の約1/3，
「現金」となると約1/13であった．バーンチャンで
は貧困層と非貧困層の間で差は見られないが，「物
を高所に上げる」では貧困層は非貧困層の約半分に
とどまる．タイでは経済格差が大きいため貧困と非
貧困の差が大きいが，それ以上に行政の早期警報，
防災意識がその差を埋めるのに役立っていると考え
られる．

6．早期警報・情報伝達
両地域とも，テレビと携帯の所有率が高く，その
次がラジオである．インターネットや固定電話はほ
とんど普及していない．テレビの所有率はバーン
チャンで9割以上，バゴーでも非貧困層は87 ％，貧
困層でも半数を超える．携帯所有率もバーンチャン
では9割以上である．バゴーでの携帯電話所有率は，
非貧困層で9割，貧困層でも5割である．ミャンマー
では2011年の民政移行前は携帯電話が割当制の上，
高価で一般市民が携帯を持つことが困難であった
が，割当制の廃止以降，価格も下がり普及率が急激
に上昇した．調査時点で5割だった貧困層の携帯所
有率は現在も上がり続けていると考えられる．
バーンチャン行政区の早期警報の対象は989世帯

3,125人である．そこから行政区委員と村長が協力
して各村の118～268世帯へ情報を伝達する．その
場合，村に設置された広域スピーカー以外に，村内
集会や戸別訪問，電話連絡も併用する．2011年の洪
水では1週間前から住民に洪水の備えを促し始めた．
行政区事務所へは天然資源・環境省水資源局から上
流の河川の状況を伝える電子メールが毎日送られて
くるが，早期警報の発出の決定は県であり，そこか
ら郡，行政区へと伝えられる．しかし，実際には県
庁所在地とバーンチャン行政区は約20 km離れてい
るため県は行政区内の詳細な情報は把握していな
い．2011年の大洪水時は行政区長の判断で隣の県に
ある上流の水門に職員を派遣し情報収集を行った．
行政区長は洪水の1週間前から住民に準備を呼び掛
けたが，広域スピーカーだけでなく高齢者に配慮し
村で集会を開いて説明したり，場合によっては村長
や行政委員が個別訪問，電話連絡を行った．その結

図－5a　 タイ，バーンチャン行政区の災害準備率（N= 
100，複数回答）

Fig. 5a   Disaster preparedness rate in Ban Chang, Thailand 
(N=100,Multiple answers).

図－5b　 ミャンマー，バゴー郡の災害準備率（N=187，
複数回答）

Fig. 5b   Disaster preparedness rate in Bago, Myanmar (N=187, 
Multiple answers).
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果，「広域スピーカー」，「携帯電話」，「個別訪問」，
「村での集会」のいずれの方法でも情報がなかった
という回答は全体で14 ％にとどまった．
バゴーでは制度上は早期警報を伝える仕組みが確
立している（田平他，2014）．内務省郡事務所長が関
係機関との協議を経て発出の決定を下し，電話で各
区長・村区長へ伝え，そこから主に広域スピーカー
を通して住民に周知する．本調査で最も信頼できた
早期警報の情報源を一つ選んでもらったところ，貧
困層の75 ％，非貧困層の48 ％が区長・村区長と答
えた（図−6）．しかし「早期警報無し」と答えた人
も全体で26 ％と，バーンチャン（14 ％）より高い．
バゴーでは，区・村区の世帯数がバーンチャンより
多く，かつ区・村区事務所の人員が少ないことから，
主に広域スピーカーで伝達が行われ，個別訪問や電
話連絡，地区集会がほとんど実施されなかった可能
性が高い．一部地区では「夜中に突然水が来た」と
いう証言もあり，早期警報がうまく機能しなかった．
また，バゴーでは「事前情報無し」と答えた非貧困
層の割合が49 ％にのぼり，貧困層より大幅に高い．
バゴーでの両者の差は，カイ二乗値25.24，自由度4

で有意確率 .005以下であるため0.5 ％の水準で有意
である．バーンチャンでは全く情報を受け取ってい
ないのは，貧困層20 ％，非貧困層11 ％で，両者の
間にバゴーのような大きな差はない．

7．避難行動
バーンチャンとバゴーで大幅に異なるのは避難率
である（図−7）．調査結果ではバーンチャンの2011

年の避難率は貧困層が7 ％，非貧困層が9 ％である
のに対し，バゴーの2014年洪水の避難率は貧困層で
91 ％と高く，また非貧困層は24 ％と貧困層との間
で大きな差がある．バーンチャンでは，全体の1/3

に当たる川沿いの世帯のほとんどが床上浸水したに
もかかわらず，避難率は非常に低い．
バーンチャンでは台湾の団体が支援したテントを
設置した道路上の避難所や，寺，学校を利用した避
難所が設置されたが，実際に利用したのは近所に住
む高齢者など数家族のみであった．バーンチャンの
避難者は，公設避難所ではなく親類宅や仕事場へ移
動した．床上浸水しても寝台等で場所を作りその上
で生活した．それほどの状態でも避難しなかった理
由は「住み慣れた自宅がいい」「家を空けると泥棒
が心配」「自宅生活が可能」であった．バーンチャ
ンでは高齢者が多く移動を好まなかったこと，支援
物資は行政区や軍のボートで各戸へ配付され避難所
滞在が必須でなかったこと，共有簡易トイレが設置
され，自宅で電気や水道が使用可能であったこと，
自前のボートで市場に行けたなど，自宅生活が可能
だったことが理由と考えられる．もう一つの理由は
「避難先がない」である．この時は全村が被災して
いたこと，村外の親族もバーンチャンからアクセス
が良い首都圏北部に住んでいる人が多く，そこも同
様に被災したため受け入れる余裕がなかった．
ではバーンチャンより平均浸水深が低く浸水期間
が短かったバゴーで，なぜ貧困層の避難率が9割を
超えたのであろうか．バゴーの貧困層が避難所へ移
動したのは，収入が途絶えたのに蓄えがないこと，
電気と飲料水の確保が難しくなったこと，ボートが
なく自力移動が困難であったこと，市場が機能せず
食糧調達が困難になったことが原因と考えられる．
また，政府の指定した避難所は支援物資の配付場所
兼被災者登録所であり，登録すると支援物資を配付
された．洪水中，行政職員がボートで浸水地区を巡

図－6　 ミャンマー，バゴー郡における最も信頼できる
早期警報の情報入手先（N=187）

Fig. 6   Most reliable information resources for early warning 
in Bago, Myanmar (N=187).

図－7　 タイとミャンマーの貧困層と非貧困層の避難率
の比較（N=387）

Fig. 7   Evacuation rates of poor group and non-poor group in 
Thailand and Myanmar (N=387).
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回し避難を呼び掛け，避難所まで被災者を無償で乗
せたことも動機となった．また，バーンチャンと比
べて浸水日数が少ない（バゴー平均16日間，バーン
チャン80日間）ことも影響している．バーンチャン
では3カ月以上浸水した世帯が多く，避難所での生活
が長期間におよぶことに抵抗があったと考えられる．

8．被災者支援
被災者支援は，両国でどのような差があるだろう
か．タイ政府は，バーンチャンのような洪水常襲地
帯の洪水を通常の自然現象と見なし，洪水が平年並
みであれば住民への支援を行わないが，2011年のタ
イ大洪水の被害が特別大きかったことから，政府は
緊急・復旧支援を行った．バーンチャン行政区は広
くなく，住民はお互いを知っているため，外部から
の避難者が支援物資を受け取るという事態は発生し
なかった．
バゴーの都市部では農村のように自給自足でない
ため困窮者が発生しやすいが，やはり洪水を自然現
象と見なしていたこと，行政の支援能力が限られて
いたことから，2011年以前は支援が非常に限られて
いた．例えば，2011年は被災者が5万5千人発生した
が，支援物資は1,000－2,000世帯分しか備蓄されて
いなかった（田平他　2014）．2011年に民政化される
と，バゴーの被災状況が海外へ伝わるようになり，
さらに中央の防災体制が整備（田平他，2013）され
た影響で，2014年の洪水では海外を含め様々な支援
が入るようになり，これを調整して適正に配分する
必要が生じた． バゴーでは支援物資目当てに被災者
でない住民が避難所に滞在するケースも発生している．
バーンチャンでは寺が避難所や物資配付所として
使われた．行政区職員以外にも内務省が管轄する災
害ボランティアや兵士による食糧・生活用品の配付，
洪水後の後片付け，家屋の修理等があり，バゴーよ
りも多様な災害支援要員が域内で活動していた．一
方，バゴーでは，現在も仏教僧による被災者支援が
際立っている．行政の避難所として指定された僧院
が多いこともあるが，伝統的に社会の仏教僧への信
頼が厚く，人々の救済で寺院が大きな役割を果たし
てきた伝統がある．寺院は寄付が集まりやすいこと，
宿泊所や学校を併設していることも災害支援で寺院
が中心となってきた．これは裏を返せば，ミャン
マーでは，僧侶の協力がなければ，支援を行き渡ら
せることができないためである．タイでは，人々も
豊かになって地方行政能力が上がり，寺院の災害で

の被災者救済機能は相対的に低下した．
図−8a，bではバーンチャンとバゴーでの支援受

領率を示している．両国とも食糧・飲料水，薬・治
療といった基本生活維持のため物資配付の率が高
い．自宅に留まったバーンチャンの住人は台所用品
が配付されたが，バゴーでは避難所の規則で煮炊き
禁止だったため支給はなかった．バーンチャンでは
貧困層と非貧困層の間に全項目における支援受領率
に有意な差がないのに比べ，バゴーでは図−8bの支
援項目のうち台所用品以外で貧困層と非貧困層との
間で差がある．バゴーの調査では，非貧困層の間で
「必要ないので（支援は）もらわなかった」としば
しば聞かれたことから，住民の間に「避難所と支援

図－8a　 タイ，バーンチャン行政区の支援受領率（N= 
100，複数回答）

Fig. 8a   Support reception ratesin Ban Chang, Thailand (N= 
100, multiple answers).

図－8b　 ミャンマー，バゴー郡の支援受領率（N=187，
複数回答）

Fig. 8b   Support reception rates in Bago, Myanmar (N=187, 
multiple answers).
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物資は貧困層のためのもの」という意識があること
がわかる．実際に避難所に滞在した非貧困層は少な
い（24 ％）．
バーンチャンにおいて貧困層と非貧困層の支援受
領率に差がないのは，避難や家計，被害状況を条件
とせず，必要とする人に物資を配付することに重点
を置いた結果であろう．一般的に，緊急フェーズで
は，支援物資を速やかに人々に行き渡らせる公平性
と迅速性が重視され，それ以降は被災者の個々の状
況にあったものが重視される段階に移る．バゴーの
ように緊急フェーズで対象を特定の層（貧困層）に
絞るのは，物資や人的資源が限られる低開発国にお
いては，より効率的に最も脆弱な層に届きやすいの
が利点である．
次に，復旧・復興段階における支援について検討
する．タイ政府からの浸水家屋に対する一律5千
バーツの見舞金は，バーンチャンでは受領率が100 

％近い．被害状況に依存しない点では緊急支援に近
く，被害額が小さかった貧困層対して相対的に厚い
支援であるとも言える．逆に，バンコク周辺で適用
され，調査地で適用されなかった洪水被害補償制度
も多く存在する，その中に．公平性を巡って各地で
激しい対立を引き起こした家屋の被害補償政策があ
る（玉田，2013;Sararit et al.，2014）．被害に応じた補
償制度が適用されなかったバーンチャンの住民の間
からは，行政支援の少なさに対する不満はあっても，
不公平に関するものは聞かれない．これが示唆する
のは，タイのような中進国では，住民の権利意識が
発達している一方で，行政側に災害補償制度に対す
る知識と経験が少なく，運営能力が不十分なため，
住民対立を引き起こしやすいということである．一
方で，ミャンマーでは，これまで支援が少なかった
ため，住民の権利意識はまだ低いが，今後経済が発
展し海外支援も増える中で，行政側が支援基準を明
確にし，運用能力を上げるといった公平性を担保す
る体制を構築する必要があるだろう．
全戸を対象とした支援の他に，バーンチャンでは
ニーズに合わせて利用可能だった支援もある．浸水
深が高い地域への簡易公共トイレの設置（48 ％），
農家に対する種子配付（15 ％），貧困層に対する家
屋の修理（14 ％），道路が水没した地域での道路の
かさ上げ（14 ％），農家に対する被害作物への補償
（7 ％），家屋や農機具などに被害を受けた人に対す
る低利融資（6 ％），周辺の清掃等（8 ％）である．
融資制度は，災害被害に特化したものではなく，政

府が提供する村落基金が使われた．それに対し，バ
ゴーでは，生活基本物資以外の支援はほとんど見受
けられず，復旧のために銀行や組合から融資を受け
た人もいなかった．これはミャンマーにおける被災
者支援が被災者の基本的生活維持に集中し，工場や
ビジネス拠点の被害に対する補償や支援スキームが
欠けているというUNISDR（2009）の指摘とも一致
する．しかし，2014年初めてバゴーにおいて農作物
の被害が政府によって調査され，単位面積当たり規
定の額（1エーカー当たり最大12 USD）が支払われ
たという．その後，電話による早期警報の試みや地
区集会等も始まっている（川崎他，2016）．このよ
うに災害支援の発展の速さもミャンマーの特徴で
ある．

Ⅳ．まとめと脆弱性の評価

1．共通点
共通項として，両地域とも貧困層の方が災害準備
率が低い傾向がある．また，貧困層の方が非貧困層
よりも浸水深も浸水期間も深刻で，また木や竹等を
材料を使った脆弱な家屋に住んでいる割合も高い．
被害額そのものは貧困層の方が所有財産が少ないた
め低い傾向にあるが，それでもバーンチャンの貧困
層の被害率は非貧困層より高い．結論として，貧困
層は洪水による影響をより受けており脆弱性が高い
と言える．

2．相違点
1）避難率
「バゴーの避難率はバーンチャンより高く，かつ
貧困層と非貧困層の間で大きな差がある．バーン
チャンの場合，避難しない理由では「留守宅の心配」
と「自宅生活が可能」が最も多く，それ以外に「避
難長期化への忌避感」，「適当な避難先がない」等が
考えられる．一方，バゴーの高い避難率の理由は，
「自宅に留まるのは危険」，「自宅で生活できない」，
「避難所での支援物資の配布」だと考えられる．つ
まり，居住が困難なほど家屋がダメージを受けたか，
市場や交通網，船が利用可能で食糧調達が容易で
あったか，電気，水道等の生活インフラが使用可能
であったか，収入が途絶えて直ちに困窮したか，支
援物資配布が避難所で行われたか，という要因が避
難率の違いに関連していると考えられる．
バゴーの貧困層の避難率が高いのは，インフラ面
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でも家計面でも脆弱性が高いためである．

2）災害準備率
バーンチャンの災害準備率はバゴーより大幅に高
い．これはバゴーの貧困者に蓄えをする経済的余裕
がないことや，自宅に蓄えを保管する場所がないこ
との他に，非貧困者も同様に準備率が低いことから，
防災教育の欠如や行政による早期警報の伝達に問題
があると考えられる．

3）早期警報
バーンチャンの方が早期警報を受けた割合が高く
貧困層と非貧困層の間で差がないのに対し，バゴー
では貧困層の15 ％に対し非貧困層の49 ％が警報を
受けていない．バゴーでは，早期警報の対象者が貧
困層で，かつ住民の隅々にまで届いていないことが
明らかである．大きな理由は，両国の地方行政の能
力差である．タイの行政区にはある程度予算が配分
され，また選挙で選ばれる行政区長は洪水対応を積
極的に行うインセンティブがあるが，ミャンマーの
場合，区・村区長は内務省で任命される職員であり，
職員数や設備，予算も常に不足している．

4）被災者支援
バーンチャンの支援受領率がバゴーより高く，か
つ貧困層と非貧困層の間で有意差がないことから，
バーンチャンの緊急支援は，広く平等に支援するこ
とに重点が置かれていたことがわかった．一方，バ
ゴーでは両者に有意な差があり，緊急フェーズで
あっても，被災者支援の対象は貧困層であった．こ
れは，限られた資源を，効率的に貧困層に振り分け
ようとする低開発国の戦略とも言える．人々の権利
意識がまだ低く，非貧困層からは大きな不満は聞か
れない．
一方，中所得国のタイでは，住民の権利意識が発
達しているため，公平性が支援の鍵である．家屋の
被害補償政策の事例は，被害の算定を伴う補償制度

は，十分な運営能力がなければ，簡単に住民対立に
発展する危険があることを示している．
バーンチャンでは復旧フェーズでも貧困世帯を対
象とした家屋修理プロジェクトや，農地所有者向け
の融資や補償等があり，不十分であるが様々な層の
ニーズに応えるスキームが存在することがわかっ
た．対照的に，バゴーでは復旧・復興支援がほとん
ど存在せず，生産力の回復や防災の主流化を進める
段階には至っていない．低開発国への防災支援にお
いては緊急支援だけではなく，長期的な視点でのイ
ンプットが必要である．
さらに，タイでは経済発展と行政の能力の向上に
つれ，災害における寺院への依存度が落ちてきた．
ミャンマーでは行政による支援が限定されているた
め，寺院の被災者支援への伝統的な役割はまだ大き
く，寺院を活用した支援体制も有効である．

3．脆弱性の評価
これまでの結果を踏まえて，バーンチャンとバ
ゴーの貧困層と非貧困層の脆弱性を評価した（表−
5）．タイのような中所得国では，地域の生活基本イ
ンフラはある程度整い，災害時も早期警報，緊急支
援，復旧支援が不十分ながらも機能するが，ミャン
マーのような後発開発途上国では貧困層も非貧困層
も全ての項目に課題がある．ミャンマーでは行政の
災害支援は，基本的に貧困層に対する緊急支援と早
期警報であり，非貧困層は「自助努力」に任せられ
ている．バゴーでは近年洪水自体を軽減させるイン
フラ改善が行われているが（川崎他，2015），住民レ
ベルでは水道の普及の遅れや排水路の未整備，脆弱
性の高い貧困層の家屋，低い災害準備率が貧困問題
と結びつき大きな課題である．その一方，備えが可
能な非貧困層の災害準備率も同様に低いことから，
早期警報や防災訓練・防災知識にも課題があると考
えられる．
中所得国のタイの貧困層で脆弱性が高いのは，イ
ンフラや早期警報等の行政能力に関する項目より，

ある程度達成されている（○），脆弱性が見られる（△），かなり脆弱性が見られる（▲）
家屋 早期警報 緊急支援 インフラ 災害準備 復旧

バーンチャン非貧困 ○ ○ ○ ○ ○ △
バーンチャン貧困 △ ○ ○ ○ △ △
バゴー非貧困 △ ▲ ▲ △ △ ▲
バゴー貧困 ▲ △ △ ▲ ▲ ▲

表－5　バーンチャンとバゴーの各防災項目の評価
Table 5   Evaluation of disaster prevention in Ban Chang, Thailand and Bago, Myanmar. Achieved at some level(○ ), Vulnerable(△ ), 

Highly vulnerable(▲ ). 
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個々の世帯の経済状況に依存する項目（家屋，災害
準備，復旧）が多く，貧困世帯の経済状況の改善が
地域全体の防災力強化に直接つながると考えられ
る．一方，低開発国のミャンマーの住民はあらゆる
面で防災力が低く，かつ貧困問題のみならず社会イ
ンフラの脆弱性，防災行政の実施能力の弱さ，防災
知識の普及の低さにも原因が求められ，能力開発な
どのより多面的総合的なアプローチが必要である．

Ⅴ．提言と今後の課題

1．貧困層の防災力改善への提言
一つ目は，防災の視点を取り入れた社会基盤施設
の改善である．社会基盤施設が脆弱であると，床上
浸水を免れた住民も生活の維持が困難になり避難が
増加する．洪水で冠水しない高さに盛り上げた道路，
汚染されやすい井戸から水道への変更，電気の安定
供給などが考えられる．
二つ目は早期警報をコミュニティまで伝える行政
能力の強化である．バゴーにおける早期警報の仕組
みは年々改善されているが（川崎他，2016）末端の
住民まで伝達するためにはまだ不十分である．郡事
務所長から発出された早期警報が区長・村区長を通
して住民へ確実に伝達されるためには，内務省総務
局区・村区事務所の人員確保および能力強化，予算
配分とともに，個別訪問や住民集会，携帯電話への
連絡といった仕組みを整えることが必要であろう．
三つめは，個々の住民のレジリエンス強化への取
り組みである．両国の共通点として貧困層の災害準
備率が低い傾向にある．またミャンマーの貧困層の
家屋は脆弱性が高く洪水で大きな被害を受けやす
い．十分な強度を持った家屋の推奨と低コストで強
度を上げる技術の普及，床上浸水しない高さ，備え
つけのボート，メディアや学校教育，地域の防災訓
練を通した知識普及が必要である．

2．今後の課題
貧困と洪水に関する今後の課題として次の二点を
提示したい．一つ目は，発展途上国の洪水地区の開
発と防災についての住民視点の研究である．タイで
は新しい鉄道網の拡大につれ，住宅開発がますます
郊外へ広がっている．地域の開発と防災計画の関係
の分析と，それに基づく防災の主流化へ向けた提言
が急務である．また，ミャンマーでは，急速に普及
する携帯電話を早期警報に組み込むための取組の意

義が高い．
二点目は，洪水常襲地帯の土地利用と貧困の関連
の研究である．先行研究で貧困層はより深く長く浸
水する地域に居住する傾向が明らかになってきた
が，歴史的背景を踏まえた居住パターンと維持のメ
カニズムに関する研究や，氾濫原，自然堤防といっ
た微地形と貧困の関係を探る研究は，将来の防災に
配慮した発展途上国の都市作りのための基礎となる
知見である．
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This study used questionnaire surveys to analyze the relation between community-level flood response and 

relief in Thailand and Myanmar, including their respective socioeconomic backgrounds.

Survey results show common points in the two countries: in Thailand and Myanmar, the poor groups’ disaster 

preparation rate is lower, water inundation is deeper and remains longer, and the poor groups’ houses are more 

vulnerable than those of non-poor groups. Great differences exist between the two countries in terms of the 

evacuation rate, the disaster preparedness rate, and the support reception rate.

Myanmar has an underdeveloped social infrastructure, vulnerable housing, no household savings, and goods 

distributed in evacuation centers, all of which cause a high evacuation rate of the poor group. Thailand has a higher 

support reception rate. Moreover, the kinds of support are more diverse than in Myanmar. Thailand’s poor and non-

poor groups’ receptions to support are equivalent, but Myanmar’s non-poor group’s reception rate is low because their 

main target for emergency relief is the poor group.

Results show that the Thai social infrastructure is developed adequately, as a middle-income country, to 

support residents’ daily life during floods. Its early warning and emergency support by government can function at 

some level. Nevertheless, disparities persist between poor and non-poor in terms of housing, disaster preparedness, 

and rehabilitation. Consequently, improvement of the economic status of poor people might strengthen disaster 

resilience in communities effectively. In Myanmar, as a less-developed country with widespread poverty and 

underdeveloped social infrastructure, knowledge of disaster risk reduction and local government capacity produce a 

low level of disaster prevention. Not only poverty reduction policy, but also multidimensional approaches are 

necessary to improve the situation.

Key words :  household survey, river flood, disaster risk reduction, disaster relief, evacuation rate


