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緊急レポート!!!          October 21, 2013 

インターリスクアジアタイランド 

10 月 21 日現在のアマタナコン工業団地周辺の洪水状況 

概要および分析 

 前回レポート致しました 10月 17日時点では排水能

力の増強により当該工業団地における洪水はコントロ

ールされるものと思われましたが、翌 18日に当該工

業団地周辺にて豪雨があり、この影響によりアマタナ

コン工業団地はフェーズ 4、6、7、8、９の道路部分を

中心に多数で浸水が発生しています。 

 

 過去７日間の降水量のデータ（Figure2,3）から水

は Panthong区（北方向）と PanasNikom区（東方向）

から流れてきたものと推察されます。 

 この影響により Panthong区と PanusNikom区に住む

従業員が出勤できなくなり、一部の企業はやむを得ず 17日と 18日の操業を中止したということです。また、

前回のレポートのとおり、今週は潮位が高くなっているため、排水能力が低下している時間帯が存在します。

アマタナコン工業団地からは、この状況を打開するために排水能力を増強しており、2、3日以内には普段の状

態に戻る見込みであるとのコメントを得ています。  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•
 The figure 2 shows the area where flood is found in the prior 7 days (flooded area: blue).  
• The figure 3 shows the intensity of flood in each area. (red: serious, yellow: moderate, blue: normal, orange circle: industrial area) 

 

Figure2 は 10 月 20 日時点における過去７日間の洪水発生降雨の状態を示すものです。また、Figure3 はその

洪水状況を県地域に評価したものです。 

 

アマタナコン工業団地の北東部および東部に位置する Panthong 区と Panatnikom 区は海抜がアマタナコン工業

団地より高いため、これらの区に降った雨の一部が工業団地まで達して道路を浸水した可能性があります。し

かし、この工業団地では、工場敷地が道路よりも高い位置にあるため、道路は浸水するものの、工場敷地が浸

【Figure1】10月 21日 PM現在の浸水地域エリア 

【Figure2】Thailand Flood Monitoring より

System 

【Figure3】Thailand Flood Monitoring より 
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水しにくい構造となっているようです。18 日にはフェーズ７～9 周辺の運河・河川等の水位が上がってきたこ

とと、当時 70%近くの確率で降雨の予測があったことから、タイ軍隊によって堤防がつくられましたが、21 日

朝の時点で必要がないと判断したため既に外されているとのことです。 

 

週末（19日と 20日）の状況 
 
 アマタナコン工業団地のフェーズ 1、2、3と 5には冠水はみられなかったとのことです。 

 フェーズ 4の Cobra交差点では道路の浸水水位が 20cm、Frontage 道路からフェーズ 4 内のモーターウェ

イまでは 35～40cmの浸水深さとなっていました。 

 フェーズ 6 の Frontage 道路からフェーズ 6 内のモーターウェイまでは 45～50cm の浸水深さとなってい

ました。 

 フェーズ 7と 8の前の道路は 45cmの浸水深さとなっていました。 

 フェーズ 8の道路からフェーズ 9まで道路は浸水はありませんでした。 

 

現在の状況（10 月 21 日午後現在：アマタナコン工業団地への電話インタビューによるもの） 
 

 フェーズ 1、2、3 と 5 には冠水はありません。 

 フェーズ 4, 6, 7, 8, 9 の冠水地域においても工場への冠水はありません。 

 各場所の水位は以下のとおりです。 

 10 cm. ：フェーズ 4 のモーターウェイ出入口付近 

 15 cm. ：フェーズ 6 

 27 cm. (最大水位) ：フェーズ 7 

 交通は 2 箇所で通行止め  

1. インターセクションフェーズ 6C 

o 浸水水位 15 cm. アマタナコン工業団地内部 

o 浸水水位 32 cm.アマタナコン工業団地外部 (Parallel Way) 

2. フェーズ 9 出入口.アマタナコン工業団地内部のほとんどの道路については現在は問題ないも

のの道路の低い部分に 最大 70 cm 程度の浸水箇所があるため通行止め となっています。  

 大型トラックが従業員の輸送に使用されているため、工場の操業が可能となっています。  

 2,3 日以内にはこの状況は通常状態に戻ると考えられます。 
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Chonburi県の上流川のダム貯水量 
 

Prachinburi川と Bangpakong川は現在貯水能力を超えています。 
 

Kabinburi 区, Prachinburi県 Muang区, Prachinburi県 

川の貯水量 現在の貯水量 川の貯水量 現在の貯水量 

559m3/s 565 m3/s 838 m3/s 848 m3/s 

 
 

天気予報 
 

10 月 21 日タイ気象局の発表ではこれから今後 7 日間の間のアマ

タナコンが位置する Chonburi 県での豪雨発生の可能性は 20～40％

であり、タイフーンが襲来する可能性はありません。今朝、

Chonburi 県の降雨は 0.8mm でした。21 日～22 日まで Bangpakong 川

（Chachoengsao 県）の近くの潮位は上がっていますが、しかし、22

日～28 日まで潮位が下がっていくと予想されます。したがって、今

後は降雨量は減少すると予測され、潮位も低下するため排水状況は

良くなるものと考えられます。 

 
 

今後について 
 

 今後数日降雨がなければこの洪水は収束に向かう

ものと思われます。 

但し、10 月以降の当該地域の動向から、周辺地域

で降雨があれば再度洪水となる可能性は否めません。 
 

 また、Prachinburi川と Bangpakong川の貯水量

が許容量をオーバーしていることから、排水能力が

向上するために少し時間が掛かるかもしれません。 

今週末に潮位が下がり、河川貯水量が落ち着けば排

水能力は戻り、一旦、落ちつきを取り戻すのではな

いかと考えられます。 

 

今後数日の降雨の状況を注視する必要かあります。 
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Diagram shows that the tidal peak on 21
th

 – 28
th

 October 

2013 has reduced. Drainage capacity improved. 

Diagram shows rainfall on 20
th

 October 2013 

http://water.rid.go.th/flood/tide/tide.html
http://www.tmd.go.th/province.php?id=54
http://hydro-6.com/PHP/report/water_chart.php?action=KG02&#a100

