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１．はじめに

は一定の洪水対応方法が存在することが示唆されて
いる3。高橋・古谷らによるアユタヤ Hua Wiang の

洪水が頻発する地域では、洪水を受け入れ、その

集落空間の変容と持続性をテーマとした研究による

被害を最小限に抑えるための生活様式と居住文化が

と、洪水被害のために床を高くした住居は 9 割弱あ

見られる。日本では、
台風による洪水を予め想定し、

り、結果的にできた床下空間は風通しがよくコミュ

被害を少なくする一方、素早く復旧するための沈下

ニティの場として利用されていると報告されてい

橋、洪水時に避難するための水塚や水屋などが現在

る4。

でも残っている。タイにおいても、タイ正月の行事

毎年のように長期浸水するアユタヤでは、避難す

には川の浚渫を行い減災につなげた名残が今でも

る人は少なく、自宅に留まり洪水を受容した居住ス

残っている1。

タイルが継承されているが、過去と現在ではどのよ

タイで雨季に起こる洪水には地域性が見られ、山

うな違いが見られるのか、詳細については十分には

間部のチェンマイでの洪水は短期間で収束する一方、

分かっていない。そこで、本研究では、長期浸水す

デルタ地域のアユタヤでは 1ヶ月程度の浸水は恒常

るアユタヤの Hua Wiang 集落を対象として、過去

的に見られる。

と現在の洪水を受容した生活の変化について明らか

伊達・岩城によるアユタヤを対象とした 2011 年

にすることを目的とする。

洪水調査では、自然堤防集落では浸水しなかった一
方、微高地集落では足の高い家具を床面に設置して
対応し、低地集落では床の持ち上げ工事を行い対応

２．研究の方法

した事例が報告されている2。田中による 2011 年洪

調査にあたって、アユタヤの複数の集落を踏査し

水時の居住者の対応について、バンコクとアユタヤ

た。なかでも洪水に対応した多様な住宅変化が見ら

を比較したところ、洪水が頻繁に起こるアユタヤで

れる Hua Wiang 集落を対象とすることとした（図
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1）。この集落は、ノイ川と運河（旧チャオプラヤ河）

いて自由に語ってもらった。1950〜1960 年頃の生

が交差した水網の拠点でアユタヤ時代（14〜16 世

活について、とくに稲作の手伝いや祭りと行事につ

紀）に寺院を中心に形成された。もともと、筏の上

いてここでは記載する。

に商業空間を持つ住居が集まった水上集落が発展し
た地域で、現在ではほとんどが杭上住居になってい

3.1.1

稲作の手伝い

る。また、洪水を経験するたびに、高床式住居の高

最年長の A 氏（78 歳）の自宅はノイ川沿いの住

床部分を高くするジャッキアップを繰り返し、床高

居である（図 2）。元は筏上住居であったものを陸

が 4m 近い高床式住居も見られる。

揚げした杭上住居に増築を重ねている。A 氏が小学

調査は 2019 年 11 月、2020 年 2 月に集落で居住

生であった 1950 年頃は、母と 10 歳以上歳の離れた

経験の長い 4 人（56〜78 歳）へヒアリング調査を

た兄と姉と生活していた。小学校 4 年まで学校に

行い、子どもの頃と現在の生活について、洪水や水

通っていた。学校の成績が良かったので先生からア

と関わる祭りなどを中心に語ってもらった。本稿で

ユタヤの師範学校への進学を勧められたという。A

は水と関わる生活と洪水対応について報告する。

氏は行きたかったが、母親が女の子は勉強しなくて
も良いと言って進学を許さなかったという。
小学生の時には、毎朝 4 時に起きて揚げバナナや
バナナの甘煮、サトウキビジュースなどスナックを
作って、学校で売っていた5。歳の近い従兄と 2 人
で舟を漕いで小学校に通っていたので舟の扱いには

図２ Hua Wiang 集落における調査住戸

慣れていた。
家では農作業も手伝っていた。灌漑設備のない当
図１

Hua Wiang 集落の位置

時の米作りは年に一度の収穫であった。5 月に整地
など準備を始める。当時は床下にいた水牛が、水田
の土を梳いていた。水田は少し離れて遠かったため

３．調査結果及び考察
3.1

A 氏（最年長78歳）へのインタビュー

最年長の A 氏（78 歳）に子どもの頃の生活につ

水牛に乗って水田へ通ったという。雨季の 8〜9 月
になると川が氾濫して、水田に水が入るので、その
前に籾を播く。稲が育ってくると舟に乗って草引き
などを行ったという。また、稲穂が実ってくると、
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水田に櫛と鏡を持って行った。
稲穂を女性とみなし，

川沿いの 1 階、中 2 階は浸水し、2 階はギリギリ免

カオ・トーンと呼んで（タイ語で米・妊娠を意味す

れた。その際、中 2 階は床上 80m まで浸水したため、

る）、美しいコメができるように稲穂を櫛で梳かす

この部屋の中にもう一段床を作って生活した。入口

真似をして、鏡を見せたという。とても大切に気持

に椅子を置いて段差を出入りしていて不便ではある

ちを込めて稲作を行っていた。収穫は氾濫した水が

が、再び浸水するかもしれないため、現在もそのま

自然に引いていき、水位が低くなった 11〜12 月頃

ま使用している（図 3）
。

に行っていた。
3.1.2

祭りや行事

A 氏によると一年で最も暑くなるタイ正月（ソン
クラーン）はとても楽しかったという。集落の広場
では 10 代の男女がモン・ソンパー
（隠す・布：日本
のハンカチ落としのような遊び）をしていて、それ
を見るのがとても楽しかったという。ソンクラーン
には、家の床下の砂を少しだけすくってバケツに入
れて、お寺へ寄進した。
北部チェンマイ市内では市中を流れるピン川の川
底の砂を寺院に寄進し、東北タイ地方のメコン川流
域に居住する人たちは舟を繰り出して川の砂州から
砂を採取して、寺院へ運んだ6。砂を運んできて砂

図３

塔を建てると徳が得られると信じられているため、
率先して行われる。アユタヤでは、A 氏に限らず高

床上 80cm の高さに作られた
新しい床

床式住居の床下の砂を寄進したという。
葬式の際は 4 人の僧侶を家に招いて儀礼を行い、

3.2

B 氏（56歳）へのインタビュー

その後、舟で亡骸を寺へ運んだ。亡骸を乗せた舟に

B 氏（56 歳）へ子どもの頃の生活について自由

は僧侶と親戚が乗り、楽隊を乗せた舟が続く。楽隊

に語ってもらった。ちょうど 1970〜1980 年頃のこ

の舟では、現在のように賑やかな音楽やバンド演奏

とである。B 氏は舟の手入れについても詳しく、こ

をするのではなく、悲しい曲を演奏するので怖かっ

こでは、舟のメンテナンス、祭りや行事、最近の洪

たという。とくに葬式があった際には、高床式住居

水対応について記載する。

の床板の隙間からお化けや霊魂が来るのではないか
と心配で、夜はとくに怖かったと語ってくれた。結
婚式には金や宝、サトウキビやバナナの木を舟に積
んで新婦の家へ運んだという。
日常的にも儀礼時においても舟が使われ、往来も
盛んであった。

3.2.1

洪水と舟のメンテナンス

B 氏（56 歳）は自然堤防近くのノイ川と運河が
交差する崖地の高床式住居に居住していた。水辺に
近い崖地のため度重なる洪水で、ついに 1977 年に
家屋が倒壊してしまったため、祖父母の家である現
在の場所に移住した。

3.1.3

洪水時に床を持ち上げる工夫

A 氏の自宅はノイ川沿いにあるため何度も浸水し

祖父母の家は元々高床式住居で床は高かったが洪
水のたびに土砂が床下に流入して埋まってしまい、

ているが、2011 年は過去最も高い地面から 2.5m ま

次第に浸水しやすくなったという。そして、道路が

で浸水したが、
自分と長女は自宅に残って生活した。

建設されてからは、道路は浸水しないよう高い位置
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につくられるため、川から道路までのちょうど住宅

あった。子どもたちは舟の運行時間を知っていて、

が多い地域が浸水して水が溜まるようになった。ノ

男子も女子も橋の上から飛び込んでその舟に乗り込

イ川の河川敷は灌漑局（Irrigation department）の所

み側壁に腰掛けてたたずむなどの遊びが楽しかった

有であるものの、隣接している土地の所有者に利用

という。また、川や運河には様々なものを売る舟が

権があり自由に使えるため、河川敷はさまざまに利

行き交い、川砂を採取する舟もあって、その砂も売

用されている。

られていたという。

1957 年にチャオプラヤダムが出来てから、ダム

1970〜80 年代は、長期浸水時に備えるため雨季

が放流される時にはアナウンスがある。これから放

の前に舟の防水処理を施し、浸水時には魚をとって

流して水位が高くなるため、高い所に荷物を移動さ

自給的生活していた。現在は、農薬を使った農業を

せるようにとの注意喚起の内容である。しかし、集

するため、魚はいなくなり、浸水時には農薬まじり

落の人たちはアナウンスよりも早く察知して準備す

の水が家の中に入るため足が痒くなるなど、悪循環

るという。昔も今も洪水の時にはノイ川の流れが逆

を繰り返しているという。

向きになり、水の色が赤色となって、水草がたくさ
ん流れてくるという。これらの様子から荷物の移動
や床を持ち上げる準備を行う。
洪水時に使用する舟も事前に、7 月頃（カオパン

3.2.2

祭りや行事

B 氏によるとロイクラトンの祭りでは川面には多
くの舟が集まったという。ロイクラトンというのは、

サー：入安居のあと）に、チャーンの木から採取し

灯籠（クラトン）を川に流す（ロイ）という古くか

た 抽 出 物 を 舟 に 塗 っ て 防 水 処 理 を 行 っ て い た。

らのタイの風習である。河川の水位がもっとも高い

チャーンの木の抽出物、ラバーオイル、レッドライ

10 月または 11 月（旧暦 12 月）の満月の夜に行わ

ムのペーストを混ぜて舟に塗布する。以前は集落の

れる。人々はバナナの幹や葉などで飾った灯籠の上

あちこちにチャーンの庭木があって、大人、子ども、

にロウソクと線香を立てた思い思いの灯籠を持って

男女を問わず皆がそのやり方を知っていて手入れを

川岸に集まり、川の女神“プラ・メー・コンカー”

したという。今は調合するのではなく、ほとんどの

へ感謝の気持ちとして捧げる。ロイクラトン祭りの

人が店から買って防水塗布するが、そもそも木製の

時は、集落にも水が入っているので、お年寄りはお

舟よりもプラスチックの舟が多くなっていて、そう

年寄りで舟に乗り、子どもたちは子ども同士で舟に

した手入れを知る人も少なくなってきている。

乗りこみ、水上市場もあって賑やかだったという。

1979 年の洪水時には床を剥がして中二階を組み

ロイクラトン祭りで流す灯籠（クラトン）はバナ

立てたという。
その後も毎年のように洪水を経験し、

ナの木で作る。バナナの木は一年に 1 回、実がなっ

机の上で寝ることもあれば、ベランダのベンチで寝

たら伐採する。祭りの頃にバナナの木を切り倒して

ることもあったという。洪水というのは床上浸水の

灯籠を作ったという。大きなバナナの木の幹を使っ

ことで、床下までの浸水はむしろ好ましいという。

て作ると沈まない灯籠が作れるが、小さいバナナの

床下をきれいにしてくれる、肥料を運んでくれる、

木を使う場合はいくつか集めて大きな円形の灯籠を

浸水時には魚も取れるし、水が引く時にも魚が取れ

作ると良い。当時は各家庭で作っていたが、綺麗な

る。浸水時には空芯菜や魚をとって食べて生活した。

形のもの、ストゥーパ型のものなど灯籠のコンクー

魚は収穫後に残った米を食べていたし、魚の種類も

ルもあったという。現在、バナナの木など自然素材

非常に多かった。子どもの時は床下で豚を飼ってい

を使って灯籠を家で手作りする人は少なくなってき

たので、浸水時は高床の豚小屋を作って、そこに移

ている。子どもたちは学校で灯籠を作って家に持ち

動させたという。

帰ることが多い。また、寺では音楽をスピーカーで

1970〜80 年代の子どもの頃は、近隣で収穫した
米を区の中心市街地にある精米所へ運ぶ舟の往来が

流して祭りの日を盛り上げている。
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床を持ち上げる工夫

B 氏 に よ る と、1970 年 代 だ け で な く 2006 年、
2007 年、2011 年に浸水した時にも、板を外して床
を持ち上げて中 2 階を作って生活したという。狭い
中二階は物置であり、寝るスペースであり、調理も
するし食べるスペースでもある。母と二人でその狭
い中二階で生活した。
中二階を作っていた時は、
ヨッ
プーン（床を持ち上げる）のため角材を用意して、
床下に収納しておき、予備の足場も用意して、床下
の梁に差し込んでおいたという。
浸水期間は長く、
「2
〜3ヶ月は島生活」になるので、どこの家でもやっ
ていて、たくさん資材を持っている家から借りるこ
ともできたという。
3.2.4

浸水しない住居を新築する

B 氏は 2016 年に母が他界し、2019 年から自力で
高床式住居を建設している（図 4）
。彼自身はバン
コクで役所勤務をしていたが早期退職して、父が大
工だったこともあり、
自力で少しずつ建設している。

2011 年の浸水時よりも床を高くしたので浸水する
ことはないという。将来的にはホームステイと言っ
て、民泊のような宿泊施設にしたいと考えている。
敷地内に小屋を建てて、そこで寝泊りしながら建設
を行っていた。完成後もすぐには新居に移らず、新
築儀礼を行うまでは小屋で生活していた。
新築儀礼は 2020 年 1 月 18 日に行った。1 週間前
にノイ川の対岸にあるバーンクラティン寺へ行き、
僧侶に相談したところ 1 月 18 日が良いと言われ、
親族が集まり、9 人の僧侶を招いて新築住居の板敷
の広間（ラビアン）で行った。タイでは 9 という数
字は縁起が良いため祝事の際には 9 人の僧侶が招か
れることが多い。集落には寺院が 3 つあり、5 人は

図４

2019 年に B 氏が自力建設した高床式住居

バーンクラティン寺から、4 人はワットチェディ寺
から招き、最も遠い寺からは招かなかった。
このように集落で新築や改築する場合には 2011
年の浸水深を目安として床の高さが決められる。

B 氏によると 2006 年には自宅は 2ヶ月浸水し、
2011 年の洪水時には 4ヶ月浸水したという。当時は
母と 2 人で居住していたが、隣家から 1 週間に 1 度、
舟を借りて買い出しに出かけた。隣家ではプラス

3.2.4

舟の貸し借りなどの助け合い

床を持ち上げる資材の貸し借りをはじめ、荷物を
あげるのも助け合いで行う。

チックの舟を 3、4 隻持っている。当時はバンコク
へ通勤していたため、隣人に舟で道路まで送っても
らって、乗り合いバンで通ったという。
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麻

近隣は親戚関係にある家が多く、自宅を含めて川

洪水になると必ず、飲料水や非常食、水虫の薬な

から道路方向まで 4 軒は全て親戚だという。しかし、

どが入った救援物資が配られる。直接配布車から受

助け合いは親戚関係だけでなく地域全体で行われる。

け取る場合もあるが、政府は村長に支援物資の引き

村長の家には鉄製の舟があって、それも借りること

換えクーポンを配布するように指示している。村長

ができるという。

は被害状況や家族人数などを考慮して誰に配布する
かを決めてクーポンを渡す。そうすることで早い者

3.2.5

勝ちではなく、必要な人に支援が行き渡る。本人が

物の避難と迅速な復旧作業

B 氏をはじめ各人に洪水時の対応を聞いたところ、
この集落では浸水が予測される時には、最初に TV

取りに行けない場合は、近隣の人に依頼して受け取
りを行ってもらう方式である。

や家具などを高い場所に移動させる。車などは橋の
上など高い場所に駐車して避難させる。つぎに、家
の入口から道路まで板を渡して歩道を作って洪水時
に利用できるよう準備する。

3.3

C 氏へのインタビュー

C 氏（65 歳）に洪水対応と子どもの頃について
語ってもらった。

浸水後には徐々に水が引くので、家の中に砂がた

C 氏は妻と娘、2 人の姉家族、6 人で同居している。

まらないよう、水がある程度残っている時に、硬い

現在の高床式住居は 70 年前に建てられ、39 年前に

箒で掃きだして清掃を始める。次に述べる C 氏も

増築されている。当時は川沿いのベランダ部分は、

これらの作業を行ったという。床に敷いていたビニ

昼はコーヒーショップ、夜は酒類を提供する飲食店

ルクロスなどを捨てて新しいものと取り替え、舟に

であった。2006 年の洪水後、2007 年に RC 造の 3m

乗って壁をきれいにしたという。

の柱に変えて床を高くするジャッキアップを行った。

この集落を含むアユタヤの調査では、高床住居を

そして、洪水の流れを弱めるために、庭に木を植え

含む 2 階建てが 90％と多く、55％が 2011 年の洪水

たり、石を置いたり、フェンスを作ったりした。C

時においても床上浸水の被害がなかった 。また、

氏は 30 年近く闘鶏を行っており、鶏を 60 羽程度飼

7

清掃にかかった日数も半日程度や 1、2 日程度と答

育しているため、庭には鶏かごが多く配置されてい

えた人が最も多く、半数以上をしめている。敷地内

る。2011 年の洪水は流れも早く、自宅の壁が壊れ

外は浸水しても、床上浸水しない高床式住居は、浸

たという。入口の階段を登ってすぐの、床の高さが

水時の被害を軽減し、最小限の清掃で迅速に復旧で

低いテラスの木の壁が壊れた。さらに鶏たちも向か

きる住居の工夫となっている。

い側の高台に避難させきれなかったという。

C 氏もまた、B 氏同様に 1970 年代にはロイクラ
3.2.6

洪水への備えと2011年洪水で困ったこと

トンの際には集落に水があって（集落が浸水してい

B 氏によると、通常は 1〜2ヶ月の浸水を想定して、

て）、舟で友達と水上のお店を回った楽しい思い出

十分な飲み水を用意しているが、2011 年の浸水は

があるという。

4ヶ月と非常に長く、飲み水が買えなくて困ったと
いう。一番困ったのはトイレであった。初めは川の
流れのあるところを探して用を足した。そのうち高

3.4

D 氏へのインタビュー

D 氏（66 歳）の高床式住居は床を高くするジャッ

専の学生ボランティアが仮設トイレを持ってきて、

キアップを行っていないが、並び建つ弟 2 人の高床

寺や役所などに設置してくれたのでそれらを利用し

式住居はジャッキアップを行い、この集落で最も床

た。毎日の水浴びは川で行ったが最後はきれいな水

高が高い。そこで、ジャッキアップを行った経緯に

で洗い流したという。移動の際には、どうしても水

ついて語ってもらった。

に浸かりながらになるので、水虫や病気になること
が避けられない。

アユタヤにおける洪水を受容した生活とその変容

3.4.1

床を高くする工夫

弟たちの自宅はともに、2017 年にジャッキアッ

137

４．まとめ

プを行い、地面から床までの高さは 3.85m ある（図

1950〜1960 年頃は、自然にまかせた稲作で、雨

5）。61 歳の弟は定年退職後もバンコクで仕事を続

季前に準備し、雨季の終わりに収穫していた。小学

けており、2 週間に一度帰省している。53 歳の弟は、

校への通学、稲作、行事、儀礼などにも舟を使って

アユタヤで塗装業をしており、毎日自宅から通勤し

生活をしていた。また、雨季前には、舟の防水処理

ている。二人とも経済的に余裕があり、浸水の心配

を施し、床をあげるための資材を床下に備えるなど

がいらない家にしたという。

準備を行っていた。雨季になり集落が浸水すると、

ジャッキアップの工事は東北タイ地方の職人に依
頼した。同時に 3 棟のジャッキアップを行い、30

魚釣りをし、水草を食料とするなど浸水を受け入れ
た水と共生した自給的生活を行っていた。

人が 20 日間泊まり込みで行った。トイレやシャワー

その後、道路が建設されると道路を守るため低く

などは家族や親戚が提供し、近隣の住居や高床住居

なった住宅地域が浸水し、水が滞留して長期浸水す

の床下などに寝泊りした。1 棟に概ね 10 万バーツ

ることが多くなった。2011 年の洪水は 4ヶ月と長期

（約 34 万円）かかった。

2015 年には向かい側にある、床高 50〜70cm だっ

間に渡って浸水し、生活に困難をきたした。しかし、
ある程度の浸水は毎年のことと認識している。

た木造高床式住居も RC 造 2.5m の柱につけ替える

4 人のインタビューから、洪水時における工夫が

ジャッキアップ工事を行っているが、やはり東北タ

明らかとなった。浸水しそうな時にはものを高いと

イ地方の別の業者に依頼している。

ころに避難させる、床板や足場を使って床を持ち上

D 氏及び D 氏の近隣住民は、床を高くする工事

げそこで生活する、雨季前の舟のメンテナンスを行

は地元業者よりも東北タイ地方の職人の技術が高い

い、洪水時には舟の貸し借りを行う、水が引き始め

と考えている。地元業者が近隣の寺院の床のジャッ

る頃には清掃を開始して迅速な復旧を行う。そして、

キアップ工事を請け負ったが、その後数年で崩落し

洪水後には浸水しないよう柱を付け替えるジャッキ

た。話を聞く中で、このことが、工事を請負った地

アップ工事、住居の新築などが行われてきた。この

元業者だけでなく地元業者全体の技術の信用失墜に

地域で多くみられる高床式住居は清掃も容易にでき、

つながっていることが推測された。

素早く復旧することができる。こうした生活行動を
繰り返しながら洪水に対応してきた。
現在は、1950〜1960 年代に比べると日常的にも
儀礼時においても水との関わりははるかに少なく
なってきているが、洪水を受容した生活は継承され
ている。洪水を受容し、水と関わりがあった豊かな
住文化は伝承される機会は多くはないため、洪水に
対応するための工夫とともに次世代に伝承すること
も重要と考える。
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