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はじめに 

タイでは過去より多くの洪水が発生しており被害をもたらしてきました。しかし

洪水は必ずしも負の現象であるわけではなく、農耕地を肥沃にする恵みでもありまし

た。そのため、タイにおける水対策では農耕のための治水対策にもっとも重きが置か

れており、ある程度の洪水は許容していることが大きなポイントとなります。そうし

た状況を踏まえた上で、洪水に備え、対策を行うことが重要となるのです。 

多くの工場においては火災・爆発や環境汚染等、特定の状況に対処するための独

自の緊急対応計画が策定されていますが、洪水が工場に与える被害もまた甚大である

ため、洪水が想定される立地の工場においては同様に緊急対応計画に盛り込む必要が

あります。 

本冊子ではタイ国内の工場を対象として、洪水の切迫度に応じた対策を整理して

います。 

本冊子が微力ながら皆様のお役に立てれば光栄です。 
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総論 

 

タイでは主要河川が合流する中央部や北部低地エリアをはじめとして、多くの場所で洪水が

発生し得ます。 

タイにおける洪水は多量の降雨により発生しますが、森林伐採・都市の拡張に伴う地面の保

水機能の低下等の副次的要因にも大きく影響されます。また、ダム・灌漑システム等による治

水管理に大きく依存しています。 

タイで想定される洪水は主に外水氾濫と内水氾濫です。外水氾濫は主に河川の氾濫によって

発生し、一般的には内水氾濫と比べて浸水期間が長いためより深刻な被害をもたらしますが、

比較的余裕を持って兆候を知ることができるので事前に対策を行うことが可能です。一方、内

水氾濫は主に集中豪雨によって発生し、浸水期間は一般的には外水氾濫よりも短いものの、直

前まで発生の兆候が把握できないことが多いため、緊急時対応が難しいといえます。 

本冊子では、タイで主に想定される外水氾濫と内水氾濫にについて、洪水の切迫度に応じ

て、時間軸を S1から S4 の 4段階に分け、各段階における洪水の状況に応じた対策を整理して

います。S1は平常時の対応で、リスク評価・計画・訓練等を含む準備をします。S2は洪水の切

迫度が高まっている段階で、土嚢の設置・工場閉鎖・避難等、工場への被害を低減させるため

の洪水対策を実施します。S3は洪水の切迫度がピークから収束に向かう段階で、事態の安定と

収束を待ちます。そして S4は洪水の切迫度が下がり平常時に近くなった段階で、復旧作業を行

います。復旧作業には洪水後の被害の把握・清掃・機械の修理等が含まれます。 

 洪水への備えと対策を行うことで工場の被害防止・低減が可能となるだけでなく、復旧に要す

る時間を短縮することができます。 

 

 S1：平常時（リスク評価、計画、訓練等） 

 S2：洪水の切迫度が高まっている段階  

 S3：洪水の切迫度がピークから収束に向かう段階  

 S4：洪水の切迫度が下がり平常時に近くなった段階 
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第 1章 洪水の種類 

 

 タイにおける主な洪水として外水氾濫と内水氾濫が想定されます。  

 

1.1 外水氾濫（河川氾濫） 

 

1.1.1 概要 

外水氾濫は河川の水位が堤防より高くなることで発生します。洪水の規模はエリア内・上流

域における降水量と、灌漑および排水システムの容量等で決まります。タイ土地開発局作成の

報告書［1、2］によれば、平均的な降水により、北部低地地帯・中北部・南部をはじめとする

河川流域で外水氾濫が繰り返し発生しています。  

 

1.1.2 事例検証 

2011年 5月から 9月にかけてタイでは繰り返しモンスーンの風雨による被害を受け、2006

年以来最大の積算降水量を記録しました。2011年の降水量は 1950 年から 1997年[3]の年間平

均降水量をも上回り、10月までには主要ダム（Bhumibol Dam、Sirikit Dam、Pa Sak Jolasid 

Dam）は満水となりました。その後、主要河川（Ping river、Wang river、Yom river、タイ北

部の Nan river 、Chao Phraya river、タイ中部の Pa Sak river）が氾濫し、洪水は約 4ヶ月

続きました。この結果、国内 77県中 65県において 403万 9,459 世帯、1342万 5,869人が被災

しました。 

図 1は 2011年の月別の洪水発生エリアを示した地図です。 
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  図 1.  2011年洪水発生エリアマップ 

1 月の洪水エリア  

3 月の洪水エリア 

4 月の洪水エリア 

5 月の洪水エリア 

6 月の洪水エリア 

7 月の洪水エリア 

8 月の洪水エリア 

9 月の洪水エリア 
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1.1.3 事例の分析と教訓（2011年の洪水）  

2011年の洪水の原因となった 2つの主要な要因と教訓は以下の通りです。 

 

1.1.3.1 主要ダムの貯水管理  

2011年の洪水発生時、タイ北部の主要ダム（Bhumipol Dam、Sirikit Dam）が満水となり、

同じく北部にある河川への放水を余儀なくされました。その後、北部の川が Chao Phraya 

River と合流し、タイ中心部のダム（Chao Phraya Dam、Pa Sak Jolasid Dam）でも同様の事態

に至りました。 

主要ダムの洪水の可能性はダムの水位から判断することができます。ダムの水位情報はタイ

灌漑局のホームページで日々更新され、インターネットでの監視が可能です。また、河川の洪

水発生の可能性についても川の水位から判断が可能であり、水位情報は同ホームページで毎日

更新、監視が可能です。 

 

1.1.3.2 降水量と天気予報  

タイ北部における積算降水量は、長引くモンスーンによる風雨により増加し、それに伴いダ

ムの水位も上昇しました。 

降水量と天気予報は早い段階で洪水の規模を知るための手段の 1つであるといえます。な

お、降水量と天気予報の情報は、タイ気象局のホームページで入手可能です [5]。 

 

1.1.4 外水氾濫の切迫度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイにおける外水氾濫は長い時間をかけて浸水が進行し、また水が引くのにも長い時間がか

かります。そのため図 2の通り、外水氾濫の洪水の切迫度は洪水のピークに至るまでと収束に

向かう過程で緩やかな曲線となります。発生までの時間が長く、近隣河川・水路の水位上昇

等、複数の兆候が見られることから、事前に準備をすることが可能です。ただし、浸水した場

合には長期間、資産が水につかることになるため、損害が大きくなりがちです。 

図 2. 外水氾濫の切迫度 
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1.2 内水氾濫 

 

1.2.1 概要  

内水氾濫とは、あるエリアの排水システムの排水能力が降水量を下回る状況下で発生する氾

濫です。内水氾濫は周辺地域と比べて低いほど発生リスクが高くなります。また、過去に内水

氾濫を繰り返し発生しているエリアが存在します。内水氾濫は発生しやすいエリアとそうでな

いエリアが比較的明確であることが特徴です［6､7］。 

 

1.2.2 要因 

内水氾濫の主な要因は 3つあります。1 つ目は降雨量です。タイでは急激な集中豪雨が頻繁

に発生します（バンコク市内での 5分間の最大降水量は 204.9ｍｍ）。2つ目は土地利用の変化

です。運河や灌漑システムが建物・コンクリート建造物・その他の人口構造物に取って代わっ

たことにより雨水の地面への浸透能力が低下しています。そして 3つ目は、都市の拡張および

地盤沈下等による排水能力の低下によるものです [8] 。 

 

1.2.3 事例の分析と教訓（バンコク） 

内水氾濫の発生を事前に想定するためのいくつかの手法があります。こうした手法を活用し

て、洪水被害を防止または低減するための緊急対応計画を策定します。 

 

1.2.3.1 洪水頻発地域のエリアマップ 

洪水エリアマップで所在地の履歴を確認しま

す。洪水被害が繰り返し発生しているエリアに所在

する場合は、短期的・長期的な対策を実施する必要

があります（後述）［8］。 

 

1.2.3.2 降水量と天気予報 

特定エリアまたは上流域における大雨の発生時

には、政府より洪水注意報が発令されます。また、

1時間毎の予想雨量はバンコク都排水・下水局のホ

ームページで確認できます［8］。 

 

1.2.3.3 排水システム 

 付近の排水路の水位より洪水発生の可能性が判断できます。これは、降水量の情報よりも効

果的な指標であるといえますが、緊急対応を行う時間が短くなります。 

 バンコク都排水 ・下水局のホームページで 1時間毎の排水路の水位の監視が可能です。 

 

4-7 times in 10 years return period 

3 times and less in 10 years return period 

図 3. バンコク市内で洪水が 

繰り返し発生しているエリア 
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1.2.4 内水氾濫の切迫度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内水氾濫は短時間の集中豪雨により発生することが多いため、外水氾濫と比較して急激に切

迫度が高まります。その後、排水が順調にできた場合には、急激に切迫度が下がります。その

ため図 4のように S2 と S3において急な曲線になります。 

 浸水した場合でも外水氾濫と比べて水に浸っている期間は短いため、水に濡れても洗浄によ

り再利用が可能な物については比較的損害は軽微になる傾向があります。一方で水に脆弱な部

品・仕掛品・商品等はこの限りではありません。 

 

  

図 4. 内水氾濫の洪水の切迫度 
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第 2章 洪水対応計画  

洪水の切迫度に応じて洪水対応計画を S1 から S4の各段階毎に整理します。これらの段階は

図 5 が示す通り、一連のプロセスとなります。  

S1の段階では洪水リスク評価、洪水対応策の

計画・洪水対策設備の設置、復旧作業計画・訓

練等を行います。 

S2の段階では、S1 の際に策定された洪水対策

/対応計画に基づき、洪水被害の低減を目的と

して各種の対策が実施されます。S2での主な

対応は、洪水対策設備の導入、避難/工場閉

鎖、生産移転等です。 

S3の段階では、対応計画に基づき実際に発生

した事態に応じて調整・対応します。目的は事

態の安定化と洪水の収束です。 

S4の段階では復旧作業を行います。 

S2 から S4の対応のほとんどが S1で策定された計画に基づき実施されますが、状況により変

更しながら柔軟に対応することが重要です。洪水対応から得た教訓を S1のリスク評価と計画策

定プロセスにフィードバックすることでブラッシュアップします。各段階で実施する対応の詳

細は以下の通りです。 

 

2.1 S1（平常時）での対応 

 S1 の段階は平常時の状況であり、工場と従業員が外水・内水氾濫が発生しても対応できるよ

うに準備・計画をします。S1の段階における対応は図 6の通りです。 

まず、リスク評価では洪水に対応する上で必要な計画お

よび行動について明確化した上で、洪水対応計画で洪水

の被害を低減するための行動を策定します。これらを踏

まえて恒久的な洪水対策（防水壁・排水ポンプの設置や

土嚢・ブロックの購入等）を決定します。計画の策定と

設備の設置後、これらを有効に活用するための十分な訓

練が必要になります。訓練を通じて明らかになった改善

点について再度リスク評価を実施します。このように一

連のプロセスを通して洪水に備えます。 

 

  

S1 

•リスク評価 

•計画 

•訓練 

•洪水対策設備の設置 

S2 

•被害低減のための
対応 

S3 

•被害対策 

•洪水収束のための

対応 

S4 

•復旧作業 

図 5. 洪水対応策 

 

リスク 

評価 

洪水対応計画 洪水対策実行 

訓練  

図 6. S1期の対応 
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2.1.1 リスク評価 

洪水発生の可能性と想定される被害程度を把握するリスク評価を最初に行います。リスク評

価の主な目的は、リスクレベルを明確にし、必要となる対応を特定することです。従い効果的

な洪水対応計画を策定する上で重要となります。また、過剰な洪水対策への投資を防ぐことも

できます。リスク評価では表 1にあるような拠点の立地情報を活用します。 

 

表 1.リスク評価に有効な地理情報 

No. リスク評価指標 内容 

1 繰り返し洪水が発生

しているエリアかど

うか 

繰り返し洪水が発生しているエリアでは、洪水が再び発生する可

能性がある。 

洪水頻発エリアの情報は以下のホームページ等で入手可能。 

 環境省水資源局

(http://mekhala.dwr.go.th/main/index.php/2010-04-07-02-53-

13/2010-04-07-03-07-50) 

 土地開発局 

(irw101.ldd.go.th/lib/images/map_repetitive_flood.pdf) 

2 工場所在地ならびに

周辺エリアの標高 

工場所在地と周辺の標高差とを比べることで洪水リスクの程度

がイメージ可能。 

3 土質 土質や地表の種類により氾濫水の流出量の目安が分かる。 

4 地上および地下水の

水位 

水源の状況、水源までの距離等の情報から、洪水の可能性や、

越水後、洪水がどの程度の時間で工場に到着するかがイメージ

できる。 

 

2.1.1.1 洪水の履歴 

過去の洪水履歴の有無から洪水リスクを把

握できます。 

例えば、図 7 は Samutprakan_province 内

で洪水が繰り返し発生しているエリアを示し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.  洪水が繰り返し発生しているエリア 

4-7 times in 10 years return period 

3 times and less in 10 years return period 
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2.1.1.2 排水/灌漑システム  

前章で述べたように、ダム・主要河川・水門・運河・排水路等の排水/灌漑システムの情報

を収集することで洪水リスクが把握できます(表 2)。 

 

表 2. 排水/灌漑システムに関する情報（例） 

No. リスク評価 内容 

1 排水/灌漑システムにお

ける水量変化と洪水推

定発生時間の関係 

排水/灌漑システムの水位・水量の変化を監視することで、事

前の洪水対策が可能となる。 

（例）過去の経験より Sirikit Dam が満水位に達し下流河川で

河川氾濫が発生した場合、洪水は 7日後に工場に到着する 等。  

2 排水/灌漑システムにお

ける水流の向き 

周辺の排水/灌漑システムの水流の向き（どちらが上流でどち

らが下流か）を把握することで洪水の予測が可能となる。 

 工場周辺よりも上流域で洪水が発生すると、工場も外水氾

濫の被害を受ける恐れがある。 

 工場周辺よりも下流域で洪水が発生すると、工場からの排

水が出来ず、工場敷地内に雨水が溜まる恐れがある（内水

氾濫）等。 

3 排水/灌漑システムの排

水能力 

排水/灌漑システムの排水能力と想定する洪水程度を比較する

ことで、排水能力の過不足が把握できる。 

4 工場敷地の標高と付近

の堤防高さの比較 

工場敷地の標高と付近の堤防高さを比較することで、河川氾濫

時に想定される状況が下記のように想定できます。 

 堤防の高さが工場地盤面よりも低い場合 

氾濫水はまず低地に流れ込むため、工場内は浸水しない。

もしくは浸水する場合も対策を講じる時間的余裕がある。 

 堤防の高さが工場地盤面よりも高い場合 

工場敷地よりさらに低い場所が付近にない限り、氾濫後比

較的短時間で敷地内に水が流入する可能性が高い。 
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2.1.1.3  自社工場の状況 

表 3にあるような観点でリスク評価を行います。 

 

表 3．工場の情報（例） 

No. リスク評価 内容 

1 工場内で浸水しそうな

場所の特定 

排水溝や敷地外への排水ポイントは水が集まるように低地とあ

っているため、排水機能が脆弱な場合には浸水しやすいといえ

る。また窪地も要注意。建設会社により実施された標高実測デ

ータの活用が有効。洪水履歴がある場合には当時の浸水深さを

もとに特定する。 

2 重要施設等の特定 重要施設・設備（ボトルネックプロセス、代替が困難な設備、

高額な設備、薬品倉庫、廃水処理施設、製品倉庫等）の特定。  

3 洪水対応設備（既存・

計画）の現状評価 

既存設備ならびに導入予定の設備を現状評価し課題を洗い出す

（排水ポンプ能力は十分か、土嚢ストックは十分か 等）。 

4 緊急対応計画の現状評価 収集したリスク評価に関する情報を踏まえて、既存の緊急対応

計画がリスク実態に基づいているか評価を行い、必要に応じて

修正する。 

また、他の緊急時対応と共通する項目（例：避難、連絡フロ

ー）は準用等、現実的なリスク評価・対応計画を目指す。  

5 緊急対応訓練の評価 

 

訓練を通じて明らかになった課題・問題点は今後の計画改善に

活用する。 

 

2.1.1.4  外部の情報 

政府や近隣工場・周辺地域等における治水の整備状況も洪水の可能性と被害程度を決定する

要因となります。これらとの連携についても洪水対応計画に反映させます。 

リスク評価終了後、洪水対応計画の作成を行います。 

 

2.1.2 洪水対応計画 

多くの工場で、火災等の緊急時に事態を収拾し、被害を低減、早急に復旧するための緊急対

応計画が策定されていますが、洪水の特徴を踏まえた上で、洪水に特化した対応策を策定する

必要があります。S1 の段階で洪水対応計画を策定します。 

 

2.1.2.1 緊急対応計画 

初動対応から迅速・適切に対応し、洪水被害を極小化する上で緊急対応計画は重要です。  

 

  



 

 

 
11 

 

I 緊急対応体制 - 洪水発生時に迅速な対応ができるよう、緊急対応体制を構築します。緊急

対応組織は以下の２つがあります。また、緊急対応体制に関する明示も重要です（表４）。 

－ 危機管理チーム (CMT：Crisis Management Team) 

 危機に対処するための意思決定を行うグループで、主要部署（例：法務、製造、技術、保守、

人事、品質管理）の代表者で構成される。 

－ 緊急対応チーム (ERT：Emergency Response Team) 

 危機管理チームの決定に基づき、特定の役割を果たす、または対策を取るように任命されたメ

ンバーから構成されるグループで、避難（エリア責任者や避難所責任者）・救護・消火・工場閉

鎖・漏洩物管理・輸送・防犯・洪水管理・情報等の担当別チーム。 

 

表 4. 緊急対応体制に関する情報の明示（例） 

No. 計画 内容 

1 関係者氏名 危機管理チームと緊急対応チームの全スタッフの氏名、役職、所属

部署等を計画書に記し、全従業員が参照できる場所に掲示する。 

2 連絡先情報 連絡先情報には以下の内容を含む。 

 携帯電話番号 

 携帯電話以外の電話番号（自宅等） 

 電子メール 

 その他（トランシーバー、ポケットベル、内線番号） 

3 役割と責任 S1から S4の各段階における危機管理チームと緊急対応チームの全

メンバーの役割と責任を明確にする。 

（例）避難所責任者の役割と責任は以下の通り。 

 S1 

– 従業員名簿の更新 

– 名簿記載の従業員が自身の避難所責任者を知っているか確認 

– 訓練に参加し必要な資格の取得 

 S2 

– 避難所における従業員数と行方不明者数の確認  

 S3および S4 

– 管理下において、名簿に記載された従業員への必要な情報の 

 伝達、その他の危機管理チームに与えられた職務の遂行。  

 

4 資格、必要条件 資格情報には以下の項目を含む。 

 危機管理チームと緊急対応チームに求められる訓練 

 危機管理チームと緊急対応チームに求められる試験 

 訓練の実施頻度 

 危機管理チームと緊急対応チームの年間訓練計画 

5 代理人氏名 危機管理チームと緊急対応チームの各メンバーは代理人を選定。 
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II 通知/連絡方法 - 異常事態に最初に遭遇してから、危機管理チームに報告するための通知

/連絡の流れを緊急対応計画に明記します。また、政府機関・近隣工場・地域社会等の外部との

連絡方法も記載します。緊急対応計画に含む主な内容は表 5の通りです。 

 

表 5. 通知/連絡方法に関する重要情報 

No. 計画 内容 

1 通知方法と通

知手段 

主に以下の連絡方法について明確にする。  

 危機管理チームメンバー内 

 危機管理チームと緊急対応チーム 

 緊急対応チームと従業員の間 

 危機管理チームと従業員の間  

2 連絡先情報 表 4の通り。工場全域の全従業員が参照できる場所に掲示する。または

訓練に含む。  

3 連絡訓練 連絡訓練は、危機管理チーム・緊急対応チームを含む。全従業員を対象

に実施する。緊急時の個々の役割に基づき実施するものとし、以下項目

を含む。 

 訓練の頻度 

 年間スケジュール  

 各従業員が受講するコース 

（危機管理チーム、緊急対応チーム、全従業員） 

4 社内および社

外への通知に

おける全関係

者の責任 

洪水の段階毎に責任を明記する。 

例えば、危機管理チームコーディネーターの責任は以下の通りです。 

 S1：訓練参加と資格・要件取得、連絡用機器の維持・管理 等 

 S2：対策室の手配、通信機器の設定、与えられた職務の遂行 

 S3：通信の維持、与えられた職務の遂行 

 S4：通知・連絡について、課題の取りまとめ 

5 通知の順序 分り易い方法で通知の順序を示す。図や表で示すことが望ましい。 
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III モニタリングとトリガー（各対応の実施基準）  - 付近の河川・排水路等の水量・水位

をモニタリングすることで工場における事前の備えが可能になります。 

 

表 6. 監視手順に関する重要情報 

No. 計画 内容 

1 担当者 緊急対応計画に洪水監視チームの全メンバー（氏名・役職・

所属部署 等）を明記する。 

2 モニタリング 情報源、確認頻度、連絡手順等の項目を含む。 

3 トリガーと洪水発生までの

予測時間 

トリガーとは工場での対応を必要とする洪水の指標のこと

（以下を参照）。  

4 各洪水指標に対する対応

（洪水時の対応例を参照） 

事態の収拾のため各トリガーに応じて異なる対応が求められ

る（以下を参照）。 

 

 

 

 

外水氾濫と内水氾濫では切迫性の到来の仕方が異なるため、初めのトリガーも異なります。 

（例えば外水氾濫のトリガー3と内水氾濫のトリガー1がほぼ同じ対応（図 8、図 9） 

図 8の通り内水氾濫の S2 期は外水氾濫の S2期よりも短いため、内水氾濫時には十分な対応

時間がありません。従って、内水氾濫への対応はより迅速に行う必要があります。 

また、外水・内水氾濫いずれのケースにおいても、その時点での降水量や水位の上昇速度、

使用可能な設備、排水システムの状況、動員できる人員、現場の従業員数等の要因を考慮して

適宜、対応を修正しなければなりません。  

図 8. 外水氾濫と内水氾濫の洪水の切迫度の比較  
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図 9.洪水発生時の対応（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水の発生危険性を示す尺度として、タイ北部の主要ダム (Bhumibol dam、Sirikit dam) 

の貯水状況、北部の河川の水位(Ping river、Wang river、Yom river、Nan river)、中心部の

主要ダムの貯水状況(Pa Sak Jolasid Dam、Chao Phraya Dam)、運河、排水路の水位等がありま

す。工場の立地やその他の要因によっては適切な尺度を選びます。   

 

S1 

•リスク評価  

•対応策の策定 

•長期的な洪水対策・設備の設置 

•訓練の実施 

S2 

•トリガー  1  (外水氾濫  ) -  北部の主要ダムが満水位に達した  

•準備を進める（訓練、関係者との打合せ等） 

•洪水対策として短期的に必要な資材のサプライヤーに連絡 

•生産ラインの移転または委託先の検討 

•監視の強化 

•その他 

S2 

•トリガー2 (外水氾濫 )  -   中心部の主要ダムと河川が満水位に達した  

•洪水対策で短期的に使用する資材の購入と設置（土嚢、排水ポンプ、ブロック等） 

•サプライヤーに設備搬入のための連絡 

•監視の強化 

•洪水発生時に必要な物資の準備 

S2 

•トリガー  3  (外水氾濫 )  またはトリガー1 (内水氾濫 ) -  周辺エリアの運河が氾濫危険
水位に達した  

•サプライヤーに資材搬入のための連絡 

•洪水対応計画について工場全ての従業員に通知。 

S2 

•トリガー4 （外水氾濫 )  またはトリガー2 (内水氾濫 )  -  構内の排水溝内の水位が上昇   

•ITの保護 

•書類および記録の保護 

•洪水対策で必要な資材の購入と設置（ドアや排水溝用密閉シール、工場内の水を排水するた
めの排水ポンプ） 

•輸送準備 

S2 

•トリガー5 (外水氾濫 )  またはトリガー3 (内水氾濫 ) -  構内の排水溝内の水位が氾濫危
険水位に達した  

•工場閉鎖 

•避難 
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IV 訓練 - 訓練を通じて洪水への対応能力を向上させます。以下は訓練に関して緊急対応

計画に盛り込むべき必須事項です。 

 緊急対応チームのリスト 

 全チーム・従業員の訓練計画表 

 訓練の頻度 

 資格取得プロセス 

 訓練で使用する教材 

 訓練の実施方法 

 訓練の記録手順 

 訓練の評価方法 

 

V 避難 -  火災、薬品漏洩時には内的な危険からの避難が重要であるのに対し、洪水では

外的危険要因からの避難が重要となります。従って、避難計画では工場敷地内での避難（例：

工場の作業場から同じく工場内の避難所への避難）だけでなく、構外への避難（例：工場から

従業員自宅または安全な場所）についても検討します。このことから、避難計画には少なくと

も以下項目を盛り込む必要があります。 

 

 構内での避難手順と各手順の予想所要時間 

 避難チーム（エリア責任者、避難所責任者、救護チーム、社内連絡チーム、輸送チーム）と

各チームの職務リスト 

 避難訓練の内容 

 避難に必要なサポート 

 工場から従業員の自宅までの安全または推奨される帰宅ルート 

 従業員への情報通知手順 

 輸送チーム1 

 

  

                                                      

1 輸送チームとは工場から工場外の安全な場所への避難のための移動手段の手配を行うグループ。 
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VI 工場の閉鎖 -  工場の閉鎖により機器・製品・工場への洪水被害を最小限に抑えること

を目指します。工場の閉鎖は機械設備や電気設備に加えて、重要設備2や重要エリア3の管理計画

も含みます。 

 重要設備 2と重要エリア 3には被害防止のため、高い優先順位で対応する必要があります。 

 

表 7. 工場閉鎖に関する重要情報 

No. 計画 内容（例） 

1 機械設備・ユーティリティ

設備の全リスト 

製造ライン：コンベア、原料ミキサー、充填機、包装機  

メンテナンス:研削機、切削機 

品質管理：薬品試験機、計量器 

ユーティリティ：変圧器、発電機、空調設備 

2 各機械設備の担当者  各機械設備の担当者が任命されることが多い。また電気設備のメン

テナンス担当が全機械設備の最終的な遮断の点検者として任命さ

れることが多い。工場閉鎖計画に担当者氏名と連絡先情報を含む。 

3 閉鎖方法と所要時間 Step1：原料をミキサーに流し、廃棄物処理担当部署へ通知（5分） 

Step2：全ての材料を充填機、包装機、コンベアに流す（15 分） 

Step3：機械の供給源を遮断（電気、空気、水等）（10 分） 

Step4：機械部品を安全な場所へ移動（25 分） 

Step5：機械の遮断最終点検（5 分） 

※時間が限られている場合には、重要なステップから行う。 

4 その他、各機械設備の諸対

応 

機械によってはトラブル防止のための特別対応が必要なものがあ

る。例えば機械内部の気圧を保つ必要があるもの、潤滑油の交換が

必要なもの、メンテナンスを毎週実施する必要があるもの 等。 

工場閉鎖計画には、これらの追加対応事項を含める。  

5 業務に関連する訓練と資

格 

閉鎖のための手続きには負傷リスクが伴うため（電気、薬品、高圧

等）、従業員は訓練を受ける必要がある。訓練を実施することで準

備を進め、対応時間を短縮できる。以下は必須項目。 

 訓練の頻度 

 年間スケジュール  

 従業員が受講するコース  

 

  

                                                      

2 重要設備とは、1) 業務にとって極めて重要な設備、2) 他の設備よりも修理・交換・設置により長い時間を要すもの、または 3) 高価な設備。 

3 重要エリアとは、1) 重要な物品の倉庫（書類、記録、高価な品物）、または 2) 重要設備の設置場所、または 3) 潜在的な環境汚染リスクを伴

う作業の実施場所（廃水処理設備、薬品倉庫、廃棄物置場）、または 4) 監視の目的で使用される高危険エリア（工場内の地盤面が最も低い場所

等）、または 5) 漏洩発生リスクのある場所（工場内の排水溝等）。 
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表 8. 重要設備と重要エリアの停止/閉鎖に関する重要情報 

No. 計画 内容 

1 工場内の重要設備の設置場所と重要

エリアが分かるレイアウトマップ 

対応時間が限られていることから、全機械/設備の対

応が完了しない恐れがある。従って、重要設備/エリ

アへの対応を最優先に行う。重要設備/エリアが分か

るレイアウトマップは緊急対応チームが迅速に対応

する上で役立つ。 

2 洪水対策または重要設備/エリアの

遮断/閉鎖手続きと推定所要時間 

表 7の No. 3（P16）を参照 

4 各設備とエリアの担当者 表 7の No. 3（P16）を参照 

 

VII 移転計画 – 移転計画は、資産や業務を予想浸水エリアから安全な場所に移動させる手順

を定めるもので、構内移転と構外移転両方を含みます。 

 

表 9. 移転に関する重要情報 

No. 計画 内容 

構内での移転 

1 安全な場所 構内において地盤面が高く保管場所として使用できる安全な場所（建

物 2階や倉庫内保管ラックの上段）を指定し、予想保管能力について

も記載する。 

2  臨時保管場所 臨時で設けられた地盤面の高いエリア。レンタルの棚やコンテナ、臨

時で使用する棚等。 

3 移転手順と所要時

間の文書化 

移転手順・所要時間を文書化する。例えば、 

 製造ライン Aの機械部品  3階会議室へ移動（3人で 10 分） 

 製造ライン B の金型  ラック No.1 へ移動（4人で 10分） 

構外への移転 

1 代替地と生産能力 代替地の住所・（工場からの）距離・生産能力の情報。代替地として、

自社他拠点・協力会社拠点・賃貸物件等。  

2 承認手続き 構外移転の際の社内外手続き。社内稟議、政府・自治体との調整、代

替地の所有者との交渉 等。 

3 手段・所要時間 代替地への移転に必要な手段（交通手段 等）と代替地への移転にかか

る予想所要時間。 

 

VIII 代替生産 - 代替生産とは、工場が閉鎖されている間に、代替となる工場で条件を満たす

製品を生産し市場へ供給することです。代替生産の候補先は、タイ国内外にある同一製品の製

造工場または生産委託先です。  
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IX ハード面の洪水対策 - リスク評価に基づき、適切な洪水対策設備・備品を選定します。

洪水対策設備・備品は以下の 2つのグループに分類されます。  

 

 長期的な洪水対策設備・備品 防水壁・排水ポンプ・水門・地盤嵩上げ等、工場を洪水

から守るために必要な設備・備品。これらは S1の段階で導入する。また洪水緊急対応

計画に洪水対策設備の定期的な点検とメンテナンス計画を含める。 

 短期的な洪水対策設備・備品 ドアに設置する止水板・窓や排水溝用ゴム製密封シー

ル・ポータブルの排水ポンプ・土手・土嚢等、洪水発生時に工場を守るために短期的に

設置し、洪水後に撤去する設備・備品。これらは S2の段階で設置する。 

 

表 10. ハード面の洪水対策 

No. 計画 内容 

1 短期的に必要な設

備・備品の管理 

 これらの物品を構内に保管する場合、計画書に保管場所・点検ス

ケジュール・保管量・保管および点検責任者を記載。 

 これらの設備を構内で保管しない場合、計画書に資材のサプライ

ヤー名と連絡先・概算金額・購入にかかる時間を記載する。 

2 工場/機械の場所と

設備の使用場所 

エリアごとに指定された設備と予想される設置時間。例えば、 

 非常口扉への止水板の設置（密閉処理含む、1人で 2分） 

 変圧器の防護（周辺に土嚢 40袋、高さ 1m積上げ、4人で 15分） 

3 設置責任者 設置責任者はそのエリアでの作業をする従業員であることが多く、設

置はエリア責任者の監督の下で行います。 

 

X 書類/記録の保護 -電子媒体・紙媒体に記録されているものが保護対象となります。書

類や記録が業務上、または法令順守等の観点から大きな影響を与えることがあります。書類/記

録保護計画に以下の情報の記載をします。 

 電子媒体および紙媒体に保管されている全ての書類/記録のリスト 

 責任部署と保管場所 

 規定の記録保存期間 

 文書保護手続き 

表 11. 書類/記録保護計画 

No. 書類 部署 種類 書類の保管場所 保護 

1 機械の 

操作マニュアル 

Production ソフト 共有ドライブ  

(リンク: X:\Production\..) 

バックアップデータは

本社で保存。 

2 製品テスト記録 Quality Control ハード Lab no.1, cabinet 2 2 階会議室に移動 

3 訓練記録 Admiration  ハード 1 階事務所 書類棚 2 階会議室に移動 

4 火気使用作業記録 Safety ハード F1 階事務所 書類棚 2 階会議室に移動 
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XI 情報技術 (IT) – コンピューターネットワーク等の ITは現在のビジネスにおいて重要な

役割を担っています。以下は IT保護計画の例です。  

 可能な限り重要機器（ハードドライブやサーバー等）を安全な場所に移設する。 

 生産設備付属システムやサーバー等を適切にシャットダウンするためのマニュアル整備。 

 電子ファイルの保護（例：持ち運び可能なハードドライブにデータを転送） 

 

XII 洪水発生時の工場の制御 – 避難と工場の閉鎖終了後、防犯・メンテナンス等の観点か

ら、以下の通り各チームを発足し常駐させます。なお、チームの数は洪水の状況と各工場の状

況により異なります。 

 警備チーム（強盗防止等防犯目的） 

 洪水対策設備の維持を担当する洪水防止チーム（長期的/短期的） 

 洪水の継続監視と危機管理チームへの状況のアップデートを行う洪水監視チーム 

 機械や設備のメンテナンスを行うメンテナンスチーム 

工場閉鎖後にもメンテナンスが必要な機械があります。なお、メンテナンス計画は工場

閉鎖計画に盛り込みます。 

 洪水発生時の工場内のチームの活動に必要な物品（食料、衣料、照明等）と輸送手段を

確認する物流/輸送チーム 

 

2.1.2.2  業務復旧計画 

 業務復旧計画は迅速な工場の通常業務再開のために策定します。計画には洪水後の被害の把

握、清掃手順、機械設備復旧手順、生産再開手順、書類修復手順が含まれます。 

 

I 洪水後の被害の把握 - 復旧の鍵となるのは、洪水後の適切な対応の見極めであり、その

ためには被害状況の把握が重要なポイントとなります。 

 

表 12. 洪水後の被害の把握 

No. 計画 内容 

1 担当者、資格、 

役割、責任 

計画書に被害状況を把握するチームの全メンバーの氏名と、役職・所属部署・

責任等の詳細を明記する。例えば以下の通り 

役職 所属部署 責任 

技術者(ﾃｸﾆｼｬﾝ) Utiliy 金型の精度 

技術者(ｴﾝｼﾞﾆｱ) Utility 変圧器、ボイラー 

安全管理者 Safty 工場全域の安全上のリスク 
 

2 手順と関連ツー

ル  

被害の把握プロセス・手法・設備等を整理。例えばガスタンクの圧力テスト・

配管漏れ検査・電気試験・チェックリスト 等。 

3 安全手順 漏出した薬品/危険物、電気、爬虫類等の動物、カビ等の危険から調査実施者を

守るための安全手順。 
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II 清掃手順 -  工場の清掃には危険（漏出した薬品/危険物、電気、爬虫類等の動物、カ

ビ等）が伴うことがあるため、特殊な資格が必要になることがあります。 

 

表 13. 清掃手順に関する重要情報 

No. 計画 内容 

1 担当者、資格、 

役割、責任 

計画書に清掃チームの全てのメンバーの氏名を明記する。日常業務の担当

者が行うのが一般的だが、資格が必要な場合は資格保有者に限られる。例

えば、薬品清掃チームは薬品取扱資格を有する者、タンク内等の密閉空間

の清掃は特殊清掃資格を必要とする場合がある。 

2 清掃手順と関

連ツール 

（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、清掃用

具等） 

清掃チームの安全に重点を置きます。 

 Step1：チェックリスト等に基づく清掃エリア内の危険箇所の点検 

   （薬品、電気、高圧水/高圧エアー）  

 Step2：保護具の準備・着用等の防護策  

 Step3：適切な清掃の実施（豪雨時に汚染水を排水しない等） 

 

III 機械設備の復旧手順 – 可搬式設備や電気設備等を含む機械設備の復旧は、業務復旧手順

の中で最も時間を要する作業です。復旧に要する時間は、購入・サプライヤーからの搬入（特

に海外のサプライヤーの場合）・設置/修理・試験運転・その他に要する時間で決まります。機

械設備の復旧には以下を含みます。 

 

 全ての機械設備のリスト 

 全ての機械・部品のサプライヤー 

 各機械・部品の代替調達先 

 担当者、資格、役割、責任 

 設置/修理手順  製造元作成のマニュアルの通り  

 試験運転と検証手順  製造元作成のマニュアルの通り 

 各機械の修理/設置の推定所要時間 
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表 14. 機械設備の復旧（例） 

エ

リ

ア 

機械設備 指示 責任者 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 費用 X =納入期間 

Y= 修理/設置に

かかる時間 

代替 

調達先 

製

造

ラ

イ

ン

Ａ 

コンベア 

コンベア 一部破損または全

損で交換 

エンジニアリ

ーダー 

AAA 1,000,000 X= 3日間 

Y =4日間 

XXX 

ミキサー 

ミキサー 全損で交換 エンジニアリ

ーダー 

BBB 7,000,000 X= 2週間 

Y= 3週間 

YYY 

ミキサーの羽

根 

羽根が破損 

したら交換 

メンテナンス

リーダー 

BBB 20,000 X =現地部品倉庫で

入手可  

Y= 1 days 

- 

混合タンク タンクが破損した

ら交換 

メンテナンス

リーダー 

BBB 1,000,000 X= 2週間 

Y = 1週間 

YYY 

充填機 

充填機 全損で交換 エンジニアリ

ーダー 

CCC 5,000,000 X= 2.5 weeks 

Y= 1週間 

ZZZ 

充填ノズル ノズルが破損した

ら交換 

メンテナンス

リーダー 

CCC 5,000 for 

each 

X= 4日間 

Y= 0.5日間 

ZZZ 

ノズル 

モーター 

破損したら 

交換 

メンテナンス

リーダー 

CCC 6,000 for 

each 

X= 4日間 

Y= 0.5日間 

ZZZ 

包装機 

包装機 一部破損または全

損で交換 

エンジニアリ

ーダー 

BBB 3,000,000 X= 1週間 

Y= 1週間 

XXX 

 

IV 購買の再開 - 原料・原材料等の購買計画を作成します。計画には代替調達も含めます。

代替調達先の認定と検査は S1の段階で実施することが望まれます。製造ライン立ち上げ手順で

重要な情報は以下の通りです。 

 担当者、役割、責任 

 全材料ならびにサプライヤーのリスト 

 購入と納入の推定所要時間 

 全材料の代替調達先 

 

表 15. 購買再開に関する情報（例） 

製品 原料 責任者 サプライヤー 納入期間 代替調達先 

ABC AAA 資材調達管理者 MMM 3 日間 WWW 

BBB NNN 3 日間 XXX 

DEF EEE 資材調達管理者 QQQ 2 週間 YYY 

FFF RRR 1 週間 ZZZ 
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V 書類修復作業 - 書類/記録保護計画の通り。 

 

VI 人事 - 業務復旧計画において、従業員は重要な役割を担っています。洪水等の災害の

後は突貫作業も多く、時間外労働等しばしば労働問題に直面します。また従業員・その家族も

被災者である場合には復旧作業への従事が限定的となることもあります。そうした点を念頭に

置きながら計画には以下の事項を盛り込みます。 

 各部署・ラインの平常時の従業員数 

 各部署・ラインに最低限必要な要員 

 代替要員の派遣元 

 代替要員の選定と訓練にかかる予想時間 

表 16. 人事 

 平常時の従業員数 最低要員 代替労働力の派遣元 選定・訓練の予想時間 

製
造
ラ
イ
ン
Ａ 

混合 

機械作業者 2名 2名 人材派遣会社 Name: AA、Contact: BB 7日間 

資材調達者 1名 なし 求人サイト(www.BBB.com) 2週間 

充填 

機械作業者 1 名 1名 人材派遣会社 Name: AA、Contact: BB 7日間 

梱包 

機械作業者 1 名 1名 人材派遣会社 Name: AA、Contact: BB 7日間 

梱包作業者 5 名 3名 求人サイト(www.BBB.com) 2週間 

 

VII その他 業務復旧計画には、マーケティング、倉庫業務、流通、法律の観点からの計画

等が含まれます。 

 

2.1.3 長期的な洪水対策設備の導入 

リスク評価で述べた通り、リスク評価とは

洪水リスクのリスクスコアを決定することで

す。このリスクスコアは、計画のプロセスで洪

水対策/対応計画の決定に用いられます。洪水

対策計画では必要な長期的洪水対策設備につい

て、短期的な洪水対策設備や他の対策とともに

明記します。長期的な洪水対策設備の設置は

S1の段階で実施・完了しなければなりませ

ん。図 10は長期的洪水対策実施のプロセスで

す。 

 

 

 

リスク評価 

洪水防止対策/対応
計画の策定 

必要かつ長期的な 

洪水対策設備 

長期的洪水対策 

設備の設置 

点検・ 

メンテナンス 

図 10. 長期的な洪水対策設備 
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2.1.4 訓練  

前述セクションに従い、訓練を実施しま

す。訓練プロセスの概要は図 11の通りです。

訓練の実施の有無によって、洪水発生時、効果

的に計画を実行できるかが決まります。 

 

 

 

2.2 S2（洪水の切迫度が高まっている段階）での対応 

S2 における対応は、S1における対応（リスク評価、計画、訓練）と、緊急対応チームの調

整・適応能力によって決まります。S1 で策定された洪水対応計画をガイドラインとして使用し

ながら、実際の状況に応じて調整していきます。 

 

 

 

 

 

S2における状況の評価には表 17の内容が含まれます。データは社内/社外の情報ソースから収

集します。洪水監視チームが情報の収集を行い、危機管理チームは集まった情報に基づき対応

策についての最終決定を下します。そして、任命された緊急対応チームが対応策を実施します。 

 

表 17. 状況評価に関する重要情報 

No. 状況評価 内容 

1 最新の洪水情報 

（周辺、地域/国内） 

 降水量 

 政府の水管理 等 

2 工場の状況 

と洪水対策 

 構内排水設備の状況 

 設置済みの長期的/短期的洪水対策設備・什器の状況 等 

3 労働力  現場の総従業員数 

 現場の危機管理チームおよび緊急対応チームのメンバー 等 

4 想定被害・損失  製造の状況：継続稼働中の工程 

 保管物の状況：製品の保管量、現場の薬品、廃水の状況  等 

 

  

訓練計画 

計画に基づいた 

訓練 

認定プロセス  

記録管理プロセス 

訓練計画の評価 

図 11. 訓練プロセス 

S1で計画された
対応 

状況評価 対応の調整 対応 

図 12. S2対応プロセス 
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2.3 S3（洪水の切迫度がピークから収束する段階）での対応 

工場の浸水時に対策がとられるため、S3 では事態の安定と収束を図ります。工場では洪水発

生時に起こり得る事態や、洪水が原因となり起こる事態（薬品漏洩、長期的/短期的洪水対策設

備の状態、カビ、盗難、爬虫類等の動物リスク）に備えなければなりません。S3での対応が功

を奏するかは、S1期の対応と、S2期の状況に対する調整能力で決まります。 

S3 では、監視チームや前述の各チームから集められたデータに基づき、危機管理チームが状

況評価を行い、各チームや担当者として任命された者が必要に応じて対応策を実施します。 

 

2.4  S4（洪水の切迫度が下がり平常時に近くなった段階）での対応 

S4 の対応策は洪水後に実施されます。S4

の対応策は業務復旧手順に関するものです。

図 13 で示す状況に応じて危機管理チームが

調整しながら以下の通り対応します。 

Step1:被害を詳細に把握します。 

Step2:清掃を行い復旧に備えます。 

Step3:機械等の修復を行います。 

Step4:業務に関わる指示書や記録を中心に

修復します。 

Step5:原料等を調達し生産を開始します。  

 

生産開始後に一連の対応・課題を整理しま

す。整理に際しては少なくとも以下の事項を

含みます。  

1) 一連の事象を時系列で整理 

2) 各事象で発生した問題 

3) 各対応の実所要時間  

集められたこれらの情報は S1における計

画の決定・見直し・改善に利用されます。 

•安全 

•機械設備の損害 

•書類/記録の損害 

•原料の損害 

•ユーティリティ設備の損害 

•建物の損害 

•その他 

被害の把握 

•清掃 清掃 

•修理 

•新設 

•試運転、検証 

機械等の修復 

•書類・記録の修復 書類の修復 

•原料 

•代替調達先 
生産開始 

 
事象の 

結論付け 

図 13.  S4対応プロセス 
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第 3章 結論 

第 2章の一連の対応を一覧にすると以下の通りとなります。 

 

段階 S1 S2 S3 S4 

切迫度 平常時。洪水の兆候は見られ

ない、または発生リスクが低

い。 

洪水の初めの兆候(トリ

ガー１)から、工場敷地内

で洪水がピークを迎える

まで。 

工場敷地内の洪水のピー

ク時から収束まで。 

洪水収束後から通常の

業務再開まで。 

組織 Managing Director 

洪水対応計画リーダー 

（安全管理者が望ましい） 

全部署の代表 

危機管理チーム 

緊急対応チーム 

避難チーム 

 ｴﾘｱ責任者ﾁｰﾑ 

 避難所責任者ﾁｰﾑ 

 救護ﾁｰﾑ 

 輸送ﾁｰﾑ 

 社内連絡ﾁｰﾑ 

工場閉鎖ﾁｰﾑ 

洪水対策設備ﾁｰﾑ 

洪水監視ﾁｰﾑ 

移転・代替生産ﾁｰﾑ 

社外連絡ﾁｰﾑ 

防犯ﾁｰﾑ 

危機管理チーム 

緊急対応チーム 

工場管理チーム 

 洪水対策設備ﾁｰﾑ 

 機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｰﾑ 

 連絡ﾁｰﾑ 

 供給・輸送ﾁｰﾑ 

防犯チーム 

洪水監視チーム 

 

危機管理チーム 

業務再開チーム 

被害把握チーム 

清掃チーム 

機械修復チーム 

生産再開チーム 

 部品調達ﾁｰﾑ 

 製造ﾁｰﾑ 

 連絡ﾁｰﾑ 

 品質管理ﾁｰﾑ 

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾁｰﾑ 

 

対応 準備 

リスク評価 

計画 

緊急対応策 

対応 T1                           

対応 T2           

対応 T3             

対応 T4               

対応 T5 

洪水発生時の対応                    

業務再開計画 

被害の把握 

清掃 

機械の修復 

書類の修復                                     

生産開始 

計画された対応 

長期的な洪水対策設

備の設置 

監視 

訓練 

短期的な洪水対策設

備の備蓄 

 

 

 

 

 

調整→実施→監視 

 調整→実施→監視 

  調整→実施→監視 

   調整→実施→監視 

   調整→実施→監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整→実施→監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害の把握 

清掃 

機械の修復 

書類の修復                                     

生産開始 

 

 

以上 
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添付資料 

 

洪水の切迫度  

 

 洪水の切迫度は洪水の時間経過により 4 期に分けられます。各期間はそれぞれの特徴があ

り、図 A-1で示すように効果的な洪水対策計画の策定には、特定の対策を実施する必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 は洪水の兆候が見られない平常時の期間です。洪水の切迫度はほぼゼロです。  

S2 では洪水の兆候が見られ始めます。洪水発生の可能性が高くなるほど、洪水の切迫度も増

加します。S2は工場で洪水が発生するまで続きます。洪水発生の可能性が低い場合、洪水の切

迫度は S1のレベルに戻ります。  

S3 は工場において洪水のピーク時から収束までの期間です。洪水の切迫度もまたピークを迎

え、洪水の収束に伴い減少します。  

S4 は洪水収束後であり、洪水の切迫度は S1のレベルに戻ります。 

 

洪水リスクは立地に大きく依存するため、本来は建設前に拠点選定の基礎調査を行い、可能

な限り低リスクの立地とすることが望まれますが、本レポートでは触れません。  

  

 

  

図 A-1 時間経過による洪水の切迫度 
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タイ人と洪水の共生 

 洪水は多くの生命・財産に大きなダメージを与える負の現象を捉えられがちであるが、地域に

よってはそこに暮らす人々にとっては農耕地を肥沃にする天の恵みでもある。タイにおいては、

洪水はその脅威以上に恩恵を受けられる恵みとして人々に受け入れられており、タイ人は古来よ

り洪水と共生してきた。 

 度重なる洪水で肥沃になった土地には農耕を行うために人が集まり、国家の基礎となる農業が

発達していった。アヨーディヤースリラムデヴィ国家（後のアユタヤ王国）もこうした農耕の上

に成り立っていた国である。417年続いたアユタヤ時代にはビルマ（現在のミャンマー）との戦

争が 32回も勃発したが、ビルマ軍に攻められた際には多くの川に囲まれた地形を利用してアユタ

ヤ市内で籠城し、周辺に洪水が発生する雨季を待つという作戦が取られることもあった。このよ

うに土地を肥沃にし、時には国を守ってくれた洪水だが、一方で収穫時期の洪水は農業への打撃

も大きく、必ずしもいつも歓迎されているわけではなかった。こうした洪水のデメリットを解決

するためには治水が重要であり、1351年にアユタヤを建国した初代の王も水路や堤防等を建設し

た。これらの施設は現存している。 

 一方、水の管理は乾季の水不足対策の観点からも重要な課題となる。近年、水不足になると農

業や工業において地下水が利用され、地盤沈下や自然体系の破壊等深刻な環境問題を引き起こし

ている。 

 こうした問題を解決するために、近年においてもタイ政府は多くの治水事業（農業用の灌漑や

ダム建設等）を実施してきた。 

 さらに、治水の専門家として名高いプーミポンタイ王国国王は御自ら各地を訪問され、河川周

辺地域の開発方法、貯水池の必要性、環境保全の必要性、都市部の洪水防止策の必要性、排水処

理のあり方等の幅広い分野についての問題意識を政府に対して提起されており、その結果、様々

な治水に関するプロジェクトが計画・実行されている。 
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2011年の大洪水とタイ政府の取り組み 

洪水の概要と影響 

 2011年に大洪水が発生したチャオプラヤー川流

域は、世界でもまれに見る低勾配の地勢であり、そ

のため川の流れが極めて緩やかである。また、かつ

てはアユタヤ付近まで海であったため、アユタヤ以

南の多くの場所は湿地帯である。こうした条件が重

なり、上流から流入して来た大量の水が下流に流れ

にくく、一方で地面への浸透も限界があるため地上

に滞留し易く長期間にわたる洪水が発生しやすい。 

 タイ気象庁のデータによると 2011年 5月の月雨量は例年と比べて極めて多かったが、この時点

ではチャオプラヤー流域の雨水を一時的に蓄える機能を備えた 2つの巨大ダム（プミポンダム、

シリキットダム）の貯水量は計画水位を大幅に下回っていた。6月には台風 4号（HAIMA）、7 月

にはベトナムに上陸した台風 8号（NOCK-TEN）が襲来し、それに伴う大雨により両ダムの貯水量

が順調に回復する。8月も引き続き雨が多く、この頃にはダムの貯水量が想定よりも多くなって

いたが、既に一部地域で河川の氾濫が始まっていたため、放水は難しくなっていた。9月も引き

続き極めて多い雨量が続き、シリキットダムはほぼ満水になった。この頃に、ナコンサワン市か

らアユタヤ市にかけて、チャオプラヤー川の流下能力を超える水が上流から押し寄せ、越流によ

る洪水が始まった。その後、シンブリー県で右岸にあるバーンチョームスリー水門が破壊されロ

ッブリー県とアユタヤ県に大洪水が発生した。さらに工業団地が所在する左岸の堤防もナコンサ

ワン市からアユタヤ市にかけて相次いで破堤し洪水が広がった。10月にはプミポンダムもほぼ満

水となる。その後 9月に左岸で氾濫した水が南下し、工業団地でも洪水が発生した。 

 被害は 65県におよび、死者 815人、被害総額は 1.44兆バーツ（世界銀行調べ）に達した。こ

れは 2011年時点での自然災害による経済損失額の大きさとしては、東日本大震災、阪神大震災、

ハリケーン・カトリーナに次ぐ史上 4番目の規模である。 

 この大洪水が経済にもたらした影響は大きく、2011年国内総生産（GDP）成長率は 3期までプ

ラスであったにもかかわらず、第 4期にはマイナス 9％と急激に悪化した。特に工業団地をはじ

めとする各地での企業の被害によって非農業分野の成長率のマイナスは 10％に達している。 

ＧＤＰ成長率（％） 

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

合計 Q1 Q2 Q3 Q4 

2.5 -2.3 7.8 0.1 3.2 2.7 3.7 -9.0 6.44 

  （出典：IMF,JCC） 

 洪水被害に関する日系企業への JCCのアンケート調査によると回答企業のうち約 2割は直接の

被害を被っており、間接被害に至っては約 8割の企業が何らかの被害を被っている。 

チャオプラヤー川と日本の利根川・信濃川の勾配 
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政府の対応 

 

洪水に関する警報 

 2011年 10月中旬頃より政府によりタイ国家災害警報センター（NDWC）から様々な情報の提供

が始まった。こうした情報は、新聞、ラジオ、テレビ、インターネット等で公表された。 

公表された情報 

警告地域情報、洪水モニタリング情報、チャオプラヤー川の水位、被災した道路、堤防の状態、

バンコクの浸水発生可能性、一時避難可能場所、鉄道運転ルート変更、健康管理情報、交通情報、

病院情報等 

 

 NDWC は、2004年 12月スマトラ島沖地震時の津波により被害の後、2005年 5月に設立された機

関である。王位灌漑局、気象局、海軍等 11 の政府機関から情報を集め、統合して分析して警告発

令する役割を担っている。 

 

洪水対策予算と復興委員会の設置 

 2011年 10月 12日、政府は洪水被害救済のために、20億バーツの緊急基金を設立した。また各

省庁に割当て予算の 1割（計約 81506百万バーツ）を洪水対策に活用するよう指示した。 

主な洪水被害対策 

 支援内容 予算 
(百万バーツ) 

緊急対応 土嚢等による堤防建設、ポンプ設置、食料・生活必需品の輸送 等 1,027 

衛生対策等 疫病等の監視 、下水処理、工業団地の排水 等 13,347 

被災者支援 被害調査支援、水道代・電気代等の支払い延期、復興ボランティ

ア募集、社会保険の支払い軽減、観光業界・個人への貸付 等 

42,704 

長期的な治水 治水研究計画、洪水緊急発対応管理、永続洪水対策強化 等 24,428 

 

 さらに以下の 3つの特別委員会を立ち上げ復興対応を行っている。 

 

委員会 責任者 主な実行内容 

経済産業復興委員会 キティラット副首相兼商業相 失業者への節税支援 等 

インフラ復興委員会 スカンポン運輸相 インフラや公共施設（学校や遺跡

等）の復興支援 等 

国民生活社会復興委員会 コウィット副首相 社会的弱者の被災者の雇用支援や

メンタルケア 等 
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各種の支援 

 洪水対策予算と委員会が設置された後、政府は個人、農家、労働者、企業、中小零細企業向け

に様々な支援策を実施している。以下は企業向けの支援策である。 

 

企業向けの支援策 

支援策 概要 

政府による支援 ・被災した工業団地の早期復旧支援 

・投資の奨励・条件緩和 

－ 緊急時に工場の機械・原材料を他の場所に移動する際の手続き緩和 

－ 被災した機械の代替調達時の輸入税免除 等 

・金融支援 

一部の金融機関が以下のような支援を用意 

－ 元金・利息支払いの延期 

－ 輸出のための運転資金融資 

－ 事業出資金及び運転資金融資 

－ 保証手数料支払いの延期 

－ 洪水予防システム導入にかかる融資 

・社会保障基金による支援 

被災企業 1社あたり 3年間 3％固定金利で 100万バーツ以下の貸出 

税金の支援 ・個人所得時と法人税の免除 

－ 政府による救済・支援金 等 

・法人税の免除 

－ 保険会社から受け取った損害を超える保険金 

・寄付金額の 1.5倍を税額控除 

・ＶＡＴ制度登録企業に対するＶＡＴ一部免除 

 

その他、被災地域の税務申告期限の延期、物品税納付期限の延期、通関手数

料免除、電気代の支払い延期、水道代の一部免除 等 

その他の対策 ・工業団地（フリートレードゾーン）における企業支援 

－ 機械、設備。原料・製品のフリートレードゾーンの外への移動促進 等 

（参照：JETROホームページ） 
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洪水後の対策 

政府の対応 

 2012年 3月 7日に タイ投資委員会（BOI）と日経ビジネスの共催で、東京で開催された投資

セミナー「Unbeatable Thailand, Unparalleled Opportunities」の中で、チャッチャート運輸副

大臣よりチャオプラヤー川流域の工業団地の 6重の防御策について、以下の通り言及されている。 

洪水防止のための 6重の防御策 

防御策 概要 

（１）上流への植樹、ダムの

管理改善 

・上流に植樹することで森林の保水量を増やす。 

・ダムの管理を改善し、北部からの水の流量を減らす。 

主要なダムで貯水率を 55％まで減らすことで、130億㎥の余裕が生まれる。こ

れにより 11年に比べ 50億㎥多い水量をためることができる。 

（２）貯水地域 中流域に 32億㎡の貯水地域を設け、50億㎥の水を一時的にとどめることができる

ようにする。貯水地域は運河と連結することで水の出入りを管理できる。 

（３）主要河川・運河の流量

増加、道路の嵩上げ 

・主要河川と運河の川床を 50cmから 1m掘削し、流量を増やす。 

・3,000万㎥の土砂を取り除く。 

・河川に沿って走る道路を 50cmから 1m高くする。この道路が防水壁の役割を果た

す。 

（４）全工業団地の対策 すべての工業団地に対して、洪水時にも利用できる物流ルートを確保する。土地が

十分にない地域では、コンクリートによる防水壁を作り道路を守る。土地が十分に

ある地域では、堤防を予想水位より高くしてその上に道路を作る。 

（５）主要な工業団地の対策 主要な工業団地の周囲を防水壁で囲み、洪水から守る。 

（６）工業団地の対策 （1）〜（5）に加え、各工業団地や工場がそれぞれ防衛措置を行う。 

（出典：JETROホームページ） 

 上記の治水対策策定にあたってはＪＩＣＡが深く関与している。ＪＩＣＡは 2011年 11月中旬

にタイ政府からの要請によりチャオプラヤー川の治水対策マスタープランの改訂を開始、その後

2012年 12月にタイ政府はＪＩＣＡ支援の下、「戦略水資源管理委員会」で治水対策骨子を決定

した。さらにＪＩＣＡのマスタープランの改訂作業では、この政府決定のマスタープランの技術

的裏づけが行われた。このマスタープランをもとに 2013年 6月 10 日にチャオプラヤー川治水対

策の国際コンペが実施された。 

国際コンペの各パッケージの概要 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 内容 予算 

（億バーツ） 

A1 ピン、ヨム、ナーン、サケークラン、パーサック川 の川流域の適切で持続可能な貯水

量 130万㎥貯水建設 

500 

A2 チャオプラヤー川流域の土地利用、住宅地・主要経済区の包囲エリアの策定 260 

A3 遊水地となる北部ナコンサワン県北、中部アユタヤ県北での灌漑プロジェクト地域の水

利変更 

100 

A4 ヨム、ナン、チャオプラヤー等の主要河川の水路および河川堤防の改良 170 

A5 ヨム､ナーン､チャオプラヤー等の主要河川の 1500㎥/秒の洪水排水路建設および国道

建設 

1530 

A6 と B4 チャオプラヤー流域に関するデータウェアセンタの気象予報と警戒システムの改善 40 

B1 17河川流域での適切で持続可能な貯水池建設 120 

B2 17河川流域の土地利用計画、住宅地・主要経済区の包囲エリアの策定 140 

B3 17河川流域の水路および河川堤防の改良 50 

（出典：JICA、Daily News）  
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工業団地の対策 

 2011年の洪水では主要な工業団地が浸水しており、被災した企業の一部は工業団地から撤退す

る等、洪水後の団地経営に影響を与えている。 

 

浸水した工業団地への入居企業数と洪水後の退出企業数 

工業団地 浸水発生日 入居企業数 

（うち日系） 
2011 年 12 月 26 日時点 

洪水後の 

退出企業数 
2012 年 5 月 1 日時点 

退出企業の 

割合（％） 

サハラタナナコン工業団地 10月 4日 42 （ 35） 5 11.9 

ロジャナ工業団地 10月 9日 218 （147） 28 12.8 

ハイテック工業団地 10月 13日 143 （100） 16 11.2 

バンパイン工業団地 10月 14日 84 （ 30） 1 1.2 

ファクトリーランド工業団地 10月 15日 93 （  7） 0 0 

ナワナコン工業団地 10月 17日 190 （104） 8 4.2 

バンガディ工業団地 10月 20日 34 （028） 3 8.8 

  804 （451） 61 7.6 

（出典：JETROホームページ、Daily News より） 

 前述のチャッチャート運輸副大臣による「工業団地の 6重の防御策」にもある通り、被災した

工業団地の洪水対策が以下の通り実施されている。これら工業団地の洪水対策建設にあたっては、

政府が堤防・道路の建設費用の 3分の 2を負担し、工業団地側が負担する残りの 3分の１は政府

貯蓄銀行（GSB）を通じて年利 0.01％の低金利融資が実施されている。 

 

工業団地での主な洪水対策 

工業団地 建設 長さ（km） 

※計画値 

予算 

（百万バーツ） 

工事の進捗 

サハラタナナコン工業団地 堤防 13 1,000 終了 

ロジャナ工業団地 堤防 77.6 2,233 終了 

ハイテック工業団地 堤防 13 500 終了 

バンパイン工業団地 堤防 11 728 終了 

ファクトリーランド工業団地 道路※ 0.5 10 2014年終了予定 

ナワナコン工業団地 堤防 18 700 終了 

バンカディ工業団地 堤防 8.5 272 終了 

（出典：タイラット新聞） 

※ファクトリーランド工業団地は面積 160万㎡と他の工場団地と比べて小規模なため、堤防ではなく運

河からの浸水を防げるための高い道路の建設を行うこととしている。 

 

企業の対策 

 企業においても以下のような各種対策が採られている。 

対策 概要 

ハード対策 防水壁の建設、止水板の導入、排水ポンプ（増設、ポータブルの追加購入）、土嚢・

コンクリートブロック備蓄、ユーティリティ設備の防護・高所への移動 等 

緊急時対応 情報収集先の多元化、顧客との連携、在庫調整 等 
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洪水後も急増するタイでの投資 

 2013年 1月 16日のタイ投資委員会の発表によると、2011年の洪水後も、外国からの直接投資

（FDI）の金額と件数はともに過去最高投資金額となっている。2012年の国外からの直接投資申

請額は 6479億バーツであり、前年（3963 億バーツ）と比べて 63％増である。件数も 1,584件と

前年(1,059件)と比べて 50％増となっている。 

 また日本からの直接投資をみると、2012年の投資は前年度 93％増の 3740億バーツ。海外から

の直接投資額全体の 58％を占め、過去の傾向と比べて新規案件が増加しているとの事であり、2011

年の洪水で被災した工場の復旧だけでなく、新規投資が活発化になっていることが伺える。 

 

直接投資額の推移（百万バーツ） 

 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

日本からの投資金額 102,994 77,380 104,443 193,844 373,985 

海外からの投資金額(含む日本) 297,462 350,755 236,059 396,348 647,974 

海外からの投資金額に占める日本の割合(%) 34.6% 22.1% 44.2% 48.9% 57.7% 

国内外合計額 446,319 723,376 447,409 672,830 1,476,622 

 

直接投資件数の推移 

 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

日本からの投資件数 324 266 364 560 872 

海外からの投資件数(含む日本) 832 788 866 1,059 1,584 

海外からの投資件数に占める日本の割合(%) 38.9% 33.8% 42.0% 52.9% 55.1% 

国内外合計件数 1,262 1,573 1,591 2,112 2,582 

（タイ投資委員会（BOI）より） 
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