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タイ大洪水 ～自然からの警告～ 

2011 年 7 月下旬以降発生したモンスーンによる雨と相次ぐ熱帯性暴風雨は、過去 50 年で最悪とい

われるタイの大洪水を引き起こし、北部チェンマイから首都バンコク北側のチャオプラヤ川河口近くに

位置する 77県中、少なくとも 58県を直撃し、百万人を超える被災者と 600人以上の死者を出した。 

チャオプラヤ川流域の主要な工業団地は 2m（6.5 フィート）以上浸水し、2 万 8,000 を超える企業と

約 1万の工場が洪水の被害を受けている。 

今回の大洪水による被害は、今年 3 月に発生した東日本大震災、阪神淡路大震災（1995 年）、ハリ

ケーン・カトリーナ（2005 年 アメリカ）に続き、過去に発生した自然災害で 4 番目の損害規模である

と推定され、被害総額（歳入上の損失および物的損害）は 1 兆 3,000 億バーツ（420 億 US ドル）、タ

イ保険監督局によれば被災した工業団地からの損失補償額は 200 億 US ドルにのぼると試算されて

いる。 
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1. 大洪水による被害 

今回の大洪水では、サハラタナナコン、ロジャナ、ハイ

テック、バンパイン、ファクトリーランド、ナワナコン、バ

ンカディの少なくとも 7の工業団地が被災した。  

洪水により主要な工業団地は閉鎖を余儀なくされ、数

週間にわたって工場は数メートル浸水、世界の自動

車メーカー、デジタル機器・電気機器メーカーに納入

される主要部品の製造・供給が停止、サプライチェー

ンが世界規模で寸断された。 

企業が製造を停止したことによる影響は、遠くブラジ

ルやイギリスにまで及んだ。更に事態を悪化させたのは、今回の洪水が、タイが東日本大震災で連鎖的

に受けた影響から回復しつつある時期に発生したことだ。洪水でサプライチェーンが寸断され、被災状

況が比較的軽い、または被災していない自動車メーカーにおいても製造が停止した。サプライチェーン

の寸断はタイのみならず、他の自動車および電気部品の製造にも影響を及ぼした。自動車メーカーおよ

び電子機器製造業はサプライチェーンを確立し、そのプロセスの中で部品を必要とするため、洪水によ

る部品製造停止による影響を最も大きく受けたといえる。  
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災害時にも関わらず、通常の業務を行うことが出来た自動車メーカー 

Volvo は、今回の洪水の最中でも、タイにある大型トラック組立工場では通常通りの業務を行った。これ

は、十分な部品を確保できたためであるが、その一方で他の自動車メーカー（日野、いすゞ、三菱など）

は部品不足に陥った。 

同社のサムットプラカーン工場は浸水被害を免れ、部品やアクセサリをシンガポールの流通センターから

確保、タイ国内メーカーからの供給はバッテリーやガラスなど数種類にとどまった。 

 

2. 現状と根本的な原因 

2011 年 12 月 5 日現在、依然として最大約 180cm 浸水しているエリアがあり、多くの工場が閉鎖された

ままになっている。タイ国内の 1 万 5,400 の被災企業が製造を再開した一方で、1 万 3,200 の企業、主

にタイ中心部のアユタヤやパトゥムタニー県の企業が閉鎖を余儀なくされている。  

タイ中心部および北部における洪水被害は、モンスーンによる豪雨という自然災害としての被害だけで

なく、タイ国内の主要ダムの誤った管理も相まって引き起こされた人災による色合いが強く、批判も高ま

っている。もしも対応・管理に誤りがなければ、今回の洪水による被害を防止、もしくは被害規模を低減

することが可能であったといわれている。 

2011年 7月から 10月のタイ北部および中心部では、過去 50年間で最も多い、平年の 128％の降水量

が記録された。    

 

例年より多く降った雨は、雨季の早い段階でダムに溜まった。そして雨季の終わりに大量の水を同時に

放出しなければならなくなり、それにより洪水が発生した。エルニーニョ現象の干ばつに続いて発生する、

ラニーニャ現象の豪雨が早い時期に始まり、数ヶ月前に終わるはずだったものが依然として続いていると

いう極めて異常な状況も重なった。 

雨季の初期段階で、降水量とダムの貯水量について適切な評価が行われず、関係機関は乾季に水が

枯渇するのを恐れ、巨大なダムに水を溜めたままにしておいた。問題は、その満タンの巨大ダム全ての

水が同時に放水されたことにある。ダムの下流にあるタイ中部の平野部には、すでに豪雨による大量の

雨が降り注いでおり、ダムの放水により更に大量の水が流れ込み、多くの地域で洪水が発生した。 

                                 （タイ気象庁） 

年間平均降水量（北部下流地域） 

 

年間平均降水量（中心部） 
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3. 災害から得た教訓 

今回の洪水で得た教訓とは何か。また、今後何をすべきか。 

溺死、感電、汚染水、レプトスピラ症（深刻なバクテリアによる感染症）、逃

げ出したワニなどは洪水直後に注意すべき事項のほんの一部にすぎな

い。 

また、重要な物を移動するための準備をしておくことは（これにはコンセン

トを高く安全な場所に移動することも含まれるが）、洪水被害防止の基本

である。  

治水のため大量の土嚢が積み上げられたが、目立った効果は得られなか

ったといえる。また、防水堤は、土・コンクリート・土嚢を使用して、専門知識のない業者が作ったものだっ

たため、強度が不十分だった恐れもある。ロジャナ工業団地では、多数の製造工場を取り囲む高さ 10ｍ

の防水壁が設置されていたものの崩壊した。 

アジアの多くの国々は自然災害、特に洪水・地震・津波・地滑りなどの起こりやすい状況にある。そのよう

な自然災害に対して弱い地域ではなく、より標高の高い場所、水のない乾燥した場所/他の工業団地/

地域に工場を建設することについて検討する必要がある。 

さらに、広大かつ複合的な敷地の周囲に、想定浸水高よりも高い防水堤（コンクリート製堤防またはコン

クリート壁）を設置するなど、信頼性のある効果的な洪水対策の必要がある。 

長期的な対策としては、既存の水路を浚渫して水の流れを早くし、排水ポンプ・水門・関係機器（遠隔計

測器）、国内の水位観測点の効率を改善する。 

不十分な都市計画、森林破壊、河川地域での過剰な建設、河川の堰き止めや迂回、都市のスプロール

化、用水路の埋め立ては、ずさんな計画と相まって、通常のモンスーンによる豪雨を災害にしてしまった。 

ワールドウォッチ研究所の 2007年の報告書によれば、現在、世界中の都市が海面上昇の危機に直面し、

2015 年までに人口が 800 万人を超えると予測されている世界の都市 33 のうち、21 都市は特に災害が

起こりやすいといわれている。 

国連をはじめ様々な機関の研究によれば、これにはダッカ（バングラディッシュ）、ブエノスアイレス（アル

ゼンチン）、リオデジャネイロ（ブラジル）、上海および天津（中国）、アレクサンドラおよびカイロ（エジプト）、

ムンバイおよびコルカタ（インド）、ジャカルタ（インドネシア）、東京、大阪、神戸、ラゴス（ナイジェリア）、カ

ラチ（パキスタン）、バンコク（タイ）、ニューヨークおよびロサンゼルス（米国）といった都市が含まれる。 

アメリカやヨーロッパの専門家によれば、世界人口の約 10 分の 1 に当たる 6 億 4,300 万人以上が低地

に住み、気候変動のリスクにさらされている。その中でも特に危険な国は、中国、インド、バングラディッシ

ュ、ベトナム、インドネシア、日本、エジプト、アメリカ、タイ、フィリピンである。今回発生したタイの洪水は、

気候変動に伴い様々な問題が既に身近で起きていることを我々に警告している。  

タイには計 25 の河川および支流があり、年間降水量の 90％が 5 月から 10 月に集中している。その結

果、タイではほぼ毎年洪水が発生している。また、バンコクとその周辺地域の海抜は 1m しかない上に地

盤沈下が進行しているため、タイ湾からの高潮による影響を受けやすくなっている。バンコクは、気候変

動リスクに直面しているアジアの巨大都市第 11 位にランキングされている。幸い、今回の洪水では、熱
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帯低気圧による高潮の被害がなかったが、もしも高潮が発生していたら、更に多数の死者と深刻な物的

被害をもたらしたであろう。 

異常気象によるリスクを管理するためには、それが干ばつであれ、洪水であれ、または高潮であれ、都市

計画の抜本的見直しと効率的な土地利用計画が不可欠であり、関係する都市の灌漑、インフラ、洪水管

理機関を効率化し、刷新する必要がある。また、水に関するリスク情報をタイムリーに届けるためのシステ

ムも必要である。中でも、水の保全と排水を管理するための適切なインフラを提供するための徹底した、

また継続的な努力が必要である。  

今回の洪水は、自然災害や気候に関する深刻なリスクが既に存在しており、断固とした対策を実施する

必要があると、タイの人々・企業・政府に警鐘を鳴らしている。 

企業が学ぶべきこと 

タイ洪水の被害は、周辺地域に重要部品を供給している多数の

工場が閉鎖を余儀なくされたタイ国内だけでなく、アジアおよび

各地域の販売と製造にも直接的な影響を与えた。 

また、企業の中には国外での生産量を増やさなければならなく

なった企業もあった。これらの企業は、国外に製造施設を持って

おり、タイ国内の組立工場に供給する部品を国外の工場で増産

することができた。 

タイの大手自動車会社の多くは、必要なときに必要な部品が納

入され、組立工場に大量かつ高額な在庫を持つ必要のない、 

“ジャストインタイム納品”というシステムに依存しているといわれ

ている。 

また、タイの自動車会社の多くは、タイ国内で生産された部品を

メインに使用している。実際、タイのピックアップトラックの部品の

90％以上、また、乗用車の部品の 60％にタイ製の部品が使用さ

れており、もし、不足した部品をインドネシアやマレーシアから取

り寄せるとしたらどうなるか容易に想像できるだろう。 

国際的なサプライチェーンは、3 月に発生した東日本大震災

からようやく回復したばかりであり、日本の企業は生産の不足

分を国外の工場で生産でまかなっていた。 

企業は自社の生産拠点について再評価を行い、通常のサプライチェーンが自然災害または人災により

機能しなくなった場合に、不足部品等の供給をすることができるよう、代替手段を検討しておく必要が

ある。 

事業中断はなぜ起こるのか。企業は事業中断の原因となる様々なリスクを洗い出す必要がある。リスクに

は、自然災害（地震、ハリケーン等）、事故、インフラ（電気、ガス、交通等）の寸断、供給業者の操業停止

（部品/物品/サービス等）、ストライキ、欠陥商品、法令違反、テロ等があり、企業は事業に最も深刻なリ

スクはどれなのか検討しなければならない。なお、災害に備える際には、コストと利益の関係についても

考慮する。 
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 エリアは事業中断により生じる損害を示している。損害を最小限に抑えるためには早期復旧に
向けた準備が必要である。  

 

事業継続マネジメント（BCM）の必要性 

事業活動において、事業中断の原因となるリスクには様々なものがある。製造業を例にとると、材料の調

達という業務には、調達先の事故・輸送中の事故や物流ルートを寸断する地滑りや洪水などにより、工場に材料を

運べないことがある。このため在庫の状況次第では、製造ラインが数日停止することもあり得る。また、巨

大地震等によるユーティリティー（電気、水道、ガス）の寸断で製造が停止し、事業が中断する恐れもある。

その他、火災・爆発・自然災害により、工場自体が事業中断の直接的な原因となることも考えられる。 

この種の事業中断は市場におけるシェア縮小の原因となり、顧客などのステークホルダー・株主の信用

低下を招き、最悪の場合、会社にとっての致命傷となる。このことから、事業継続について検討すること

が不可欠である。 
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想定される事業中断全てに対応し、前例のない状況下でも（政治デモ、自然災害、爆発物やテロの脅威、

洪水による病気の発生などの）、事業を円滑に行なうことができる計画の策定が必要である。事業継続に

は“バックアップ”と重要業務を遂行する部署も必要となる。  

PDCAサイクルは以下の 4段階を繰り返して行う: 

A)  PLAN（計画）: 将来起こりうるリスクや災害について再検

討を行い、人材（ストライキ中の従業員、職場へのアクセ

スが可能か）等の他の要素も考慮して計画を策定する。

その際、事業継続マネジメント/計画にとって最悪の事

態を想定するとともに、どのような結果に対しても対応で

きることが望ましい。 

B) DO（実行）: 必要な対策を実施する。例：事業継続計画（ 

BCP）の策定、排水ポンプやバリケードなどを含む適切

なインフラの準備 

C) CHECK（評価）: 手順および操作設備等の理解と検証の

ため、点検と訓練を実施し、改善の必要があるものを洗

い出す  

D)  ACT（改善）:継続的な改善のため、BCP の維持、再検

討を行う。 

なお、BCM 策定の際は、構内または職場で自然災害による被害がなく、資産・財産の保護も十分だが、

従業員・供給業者・車両の立入りが出来ないといった状況についても検討する（例：構外の洪水、従業員

が立入ることが出来ない、供給業者が部品を納入できない、製品を納期までに納めることが出来ない）。  

PDCA サイクル 

ACT 

- BCMの維持と継

続的な改善 

CHECK 

- BCMの監視

と評価 

DO 

- BCMの実施と

運営 

PLAN 

- BCMの策定 
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従って、事業の代替地、原料の代替品、予備の部品供給業者は、事業を行うために検討すべき

重要項目といえる。 

業務を分散し、異なる場所や地域に拠点を持つ部品供給業者を確保することでリスクを分散す

る。製造設備がタイにあるのであれば、リスク分散のため、別の場所にも製造拠点を持つこと

が求められる。これにはサプライチェーンの供給業者も含まれる。 

この際、自らの事業継続を左右する供給業者が災害時でも事業継続可能かどうかは重要な検討

事項であるため、定期監査を通して把握することが重要といえる。万一供給業者の事業が中断

した場合の影響について想像できるだろうか。今回のタイの洪水と同様、必要な時に十分な供

給を受ける体制が整っていなければ工場は閉鎖する。そして、忘れてはならないことは、

これは洪水による直接的な被害ではないということである。   

BCM は、現在、企業間の商取引という観点から重要な要素である。特にサプライチェーンにおいて、構

成する企業の 1 つでも事業が中断すれば、サプライチェーン全体の中断につながるため、現在、サプラ

イチェーンを構成する企業全てが BCMの問題について取り組む責任を担っているといえる。   

 

強固かつ信頼性のあるサプライチェーンを実現するために企業がとるべき 7 つのステップ 

  リスクマネジメントのプロセスにサプライチェーンの観点を含む 

  サプライチェーンのリスク低減のために、より多くの投資をする 

 明らかなリスクを見落とさない 

  可能であれば供給源の多様化を図る 

  サプライチェーンにおいて一次供給業者の先にある二次・三次供給者に目を向ける 

 定期的に供給業者のリスクについての再検討を行う 

  最悪の事態に備える 

気候・インフラ・工程・環境等は急激に変化し、既に策定されている計画に影響を与えること

があるため、その急激な変化に伴い、BCM の継続的な見直しと改善を定期的に実施する必要が

ある。 

4. おわりに 

私たちの周りには、継続的な脅威としての自然災害と、現在も進行中の様々な脅威があるため、事業計

画と合わせて事業継続計画（BCP）を慎重に、また定期的に見直すことが重要であるといえる。良い事業

継続計画は企業がこれらの困難を乗り切り、速やかに事業を再開することを可能とする。その一方で、予

期せぬ複合的な事態や予測不可能な困難に迅速に対応するため、企業は計画を修正し、状況に併せ

て対応しなければならない。  

潜在的脅威の特定、被害の予測、優先順位の決定および計画的な対応策の策定は、良好な事業継続

計画の基本原則といえる。 
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E 

    産業別/サプライチェーンのレベルで見たBCM  
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インターリスクアジアは、シンガポールに設立された MS&AD インシュアランスグループのリスクマネ

ジメント会社であり、東南アジア諸国・オセアニア地域のお客さまに、電気・火災リスク調査、労働安

全、盗難リスクなどの各種リスクコンサルティングサービスを提供させて頂いております。 

 

お問い合わせは、下記までお気軽にご連絡下さい。 

 

 

Interisk Asia Pte Ltd 
   Company Registration No. 199802915D 

16 Raffles Quay #19-05A Hong Leong Building Singapore 048581 

Phone：(65) 6227 4576,    Fax：(65) 6222 9575 

URL： http://www.irricasia.com 
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