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被災後 1ヶ月経過しても浸水が続くナワナコン工業団地周辺（2011年 12月 10日撮影） 



 

－海外の災害と日本の経験－タイの洪水に思うこと－ 

 

九州大学大学院工学研究院 塚原 健一 

   

昨年にタイ国チャオプラヤ川流域で発生した洪水は、その被害規模と共に多くの日系企業が被災

し、その影響がサプライチェーンを通じて我が国の経済活動に大きな影響を与えたこともあり、日

本国内でも大きく報道された。災害はそれぞれの地域の自然環境、社会環境により、その形態は千

差万別である。災害対策は地域特性に応じて対応することが非常に重要であると同時に、一方では、

被害軽減のためにやるべきことはある程度普遍的なものであるということも言える。 

筆者は昨年来、土木学会・国土交通省合同調査及び九州大学の独自調査により、何度か調査のた

めにチャオプラヤ川の流域を訪れているが、今回も例外なく上述の地域の独自性及び災害対策の普

遍性について実感している。 

災害についての地域の独自性についてまず述べたい。チャオプラヤ川は流域面積約16万km
2で、

下流部は河床勾配が 1/50,000程度で広大な氾濫域を有している。今回の洪水でも下流部において約

1万 8千 km
2が浸水した。関東平野の面積が約 1万 7千 km

2であるので、いかに今回の浸水面積が

広大であるかが理解できる。このような河川なので洪水の氾濫形態もピーク流量が一気に発生する

のではなく、長時間かけて水位が上昇しながら氾濫していく形態であり、短期的なピーク流量を管

理するのではない中期的に洪水流量の管理する手法がとられている。チャオプラヤ川流域には大き

なダムが数多くあるが、代表的なものが現国王の名を冠したブミポンダム（総貯水容量 134億トン）

と王妃の名を冠したシリキットダム（総貯水容量 97 億トン）であり、その巨大さを見ると如何に

中期的な河川流量の管理に重点を置いているかが理解できる。本年 2月初旬に両ダムのダム管理所

を訪問し聞き取り調査を行ったところ、来る 5月から始まる洪水期に向けてダムの水位を低下させ

ているとのことであるが、ブミポンダムではこれから約 90日間、日量約 6千万トン（700m3/s）を

放流していくという、日本で水管理を行っている人間から見ると途方もない量の管理を行っている

ことが理解できる。もう一点の独自性としては、下流部の農地においては洪水氾濫を前提とした土

地管理がなされていることが挙げられる。今回の浸水域では二期作が行われており、雨期に流域内

に貯まった水を活用して乾季に稲作を行う農業形態を取っている。これは「モンキーチーク」とい

って猿が餌を頬一杯に頬張り少しずつ食べていくことを比喩して流域で水をため込み乾季に少し

ずつ活用していくという水管理手法である。今回の浸水面積のうち殆どは農地であり、これらの農

地においては洪水氾濫は営農システムに組み込まれており、浸水面積だけに注目すると被害の状況

を見誤ることになる。 

次に普遍性について述べたい。今回の災害であらためて重要性が確認されたことが、洪水に対す

る正確な情報の重要性である。今回の洪水で一般の市民の方々も大きな被害を受けたが、最も大き

な被害を受けたのが近年開発が進んだ工業団地の企業である。これまでも当該地域は洪水被害の経

験があり、また洪水も急激に発生するわけでなくジワジワと水位が上がっていくため避難や家財道

具の移動等が可能であった。一方工業団地は近年開発されたところが多く、過去において洪水の経

験が皆無であり、殆どの工業団地でその場所では洪水が来ないと考えていたとのことである。さら

に、上流域で洪水が発生しいずれその地域にも浸水被害が発生することが明白になってきてもその

正確な日時が判らず、製品の納期等との関係でぎりぎりまで創業を続け生産設備のタイミングを逸

したとの事例を多く聴いた。今回の洪水は 9月頃より兆候が見られたため、流域全体の情報を把握

し的確な流量・氾濫予測を行うことができていれば、適切な避難等により被害の軽減が図られてい

巻 頭 言 



た可能性がある。しかしタイにおいては河川管理が一元的になされておらず、堤防などの設置も地

先の自治体や土地所有者により個別に行われ氾濫形態も必ずしも明確でなく、正確な流量・氾濫予

測が困難であったようである。 

今回のチャオプラヤ川流域での降雨は過去 50年間で最大規模で、ハード対策だけで対応するこ

とは不可能で、洪水被害は天災であったことは間違いない。しかし私たち技術者は、天災と言って

あきらめるのではなく、適切な洪水予警報システムをきちんと整備し、情報をきちんと流域の皆さ

んに伝え、浸水被害を最小化する努力を行わなければならない。タイ政府も今回の洪水被害を教訓

として統合的な洪水管理体制を実現すべく検討を行っているとのことである。同じアジアモンスー

ンに位置する日本の経験や技術をアジア地域の災害への脆弱性解決に少しでも役立てていきたい

という思いを現地調査の中で新たにした。 

  （専門：都市地域計画、防災計画） 

 



2011年タイ北部洪水とダムによる 
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１．はじめに 

2011年の5月から11月にかけて、タイのバ

ンコク以北のチャオプラヤ川流域では、例

年よりも40%程度多い雨期の降雨により大

規模洪水が発生し1)、600名を超える死者を

伴う甚大な被害が発生している。 

“アジアに開かれた大学”を標榜する九

州大学では、土木系の教員を中心とする“九

州大学タイ洪水調査団”を組織して、九州

大学のサテライトオフィスが設置されてい

るバンコク市内のチュラロンコン大学など

と協同して、今後のタイの洪水災害の被害

の軽減と本事例が示唆する我が国への教訓

を学び取ることを目的として、関係機関へ

の聞き取り調査を含む数回の現地調査に基

づいた災害研究を実施している。 

本報告は、今回の洪水に関わる事項の中

でも特にダムに着目して、タイ国における

ダムの捉え方の現状や運用方法を概説する

と共に、問題点を明らかにすることで、タ

イにおける今後のダムの新しい活用方法の

提案とその検討内容について説明する。 

 

２．現地調査概要 

 現地調査は 2 回に分けて実施された。1

回目は 2012年 1月 4日から 11日にかけて、

チャオプラヤ川の 4 つの主要支川の合流部

に位置するナコンサワン（図-1 参照）より

下ってくる形で下流側のバンコク（タイ湾

に流入する河口）までを調査した。その際、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 5 日には今回のタイ洪水に関する JICA

（国際協力機構）の事業を行っている㈱建

設技研インターナショナルの現地事務所の

スタッフの方たちと情報交換を行った。ま

た、1 月 9 日にはチュラロンコン大学を訪

問して、今回およびこれまでのタイにおけ

る洪水などについて説明頂くとともに、今

後の共同研究体制などについて議論を行っ

た。 

2 回目は、2012 年 2 月 4 日から 7 日にか

けて、ナコンサワンより上流側へ上って行

く形で（図-1 参照）、上流側に位置する特に

大きなダムであるロックフィル形式のシリ

キットダム（写真-1、写真-2参照、堤高 160m、

堤頂長 800m、総貯水量 95 億 m
3）と重力式

アーチ型のブミポンダム（写真-3、写真-4、

写真-5 参照、堤高 154m、堤頂長 486m、総

貯水量 135 億 m
3）を中心に下流側でチャオ

プラヤ川となる上流側の 4 つの支川（西側 

洪水制御について 
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図-1 チャオプラヤ川の流域図 

［東大・沖研究室の資料 1)より引用して加筆］ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より、ピン川、ワン川、ヨム川、ヌン川）

の状況などについて調査した。その際、2

月 5日にはタイの発電公社である Electricity 

Generating Authority of Thailand (: EGAT)の

2 つの現地事務所（Sirikit Hydro Power Plant 

および Bhumibol Hydro Power Plant）を訪問

して、現場の技術者への聞き取り調査を実

施した。更に、翌 6 日にはチャオプラヤ川

の上流部の森林を管理する組織の 1 つであ

る Ministry of Natural Resources and 

Environment のチェンマイ事務所を訪問し

て所長より直接話を伺った。 

 

３．タイにおける一般的なダムの考え方 

 タイでは米の生産・輸出が主要産業の 1

つとなっており、水田に大量の水を必要と

することから灌漑が重要で、都市圏人口

1200万人にも上る大都市バンコクでも灌漑

用水路が縦横に張り巡らされている（写真

－6、写真-7 参照）。したがって、灌漑（利

水）用水の確保が最重要課題となっており、 

管理主体が王立灌漑局（Royal Irrigation 

Department: RID）となっていることからも、

いかに灌漑用水の確保が重要視されている

かが理解される。 

このような理由により、前述の巨大なブ

ミポンダムやシリキットダムを含め、殆ど

のダムでは灌漑用水の貯留（利水）が最も 

 

  

写真-1 シリキットダムの堤体 

 

 

写真-2 シリキットダムの非常用洪水吐き 

 

写真-3 下流側から見たブミポンダムの堤体 

 

写真-4 ブミポンダムの堤頂部から撮影され

た下流側の様子 

 

  

写真-5 ブミポンダムの堤頂部から撮影され

た上流側の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要となっている。2 番目に重要なのは環

境保全で、重要度が最も低いのは発電との

ことである（水力の発電量はタイの総発電

量の約 10%とのこと）。結局、多くのダムに

おいて堆砂容量と発電容量を除くと残りは

利水容量で、治水容量がないことから、貯

水容量の極端に大きなブミポンダムでさえ

も洪水の抑制にはそれ程寄与していない。 

 

４．2011 年洪水時のダムの状況 

東京大学の沖らの研究グループの資料 1)

およびブミポンダムの管理所からの資料 2)

によると、7 月初旬から流入量が増加し、

その後 10 月下旬まで流入量の多い状態が

継続している。10 月初旬にはダムは満水と

なり、その後はゲートを開放することで流

出量が流入量と等しくなっている。結局 10

月初旬までにブミポンダムとシリキットダ

ムの 2 基で約 100 億 m
3 の洪水を貯留した。

ちなみに、沖ら 1)の農地被害面積を用いた

試算によると、浸水深を全域で 1m と仮定

した場合の総氾濫量が 170 億 m
3、2m とし

た場合が 340 億 m
3 と推定されているので、

総氾濫量の半分程度はダムで貯留されたこ

とになる。したがって、ダムへの灌漑用水

の貯留により、ある程度は氾濫水量が減少

していることになる。なお、昨年 5 月の段

階でブミポンダムとシリキットダムでは既

に合計で 110億m
3程度の貯水量となってい

たことから、仮にこの貯水分が事前に放流

されていれば、相当な洪水抑制効果があっ

たことになる。しかしながら、ブミポンダ

ムの担当者によると、2011 年は 5 月頃から

下流で洪水が起こり始めていたので、事前

に水位を下げることができなかったとのこ

とである。 

 

５．ダムを利用した治水策について 

１)ダムの操作方法の改善による治水容量

の確保 

 現行操作では、前述のようにダムの貯水

容量はほぼ利水容量（灌漑用水）だけに利

用されている。そこで灌漑用水を最終的に

減らすことなく、貯水容量（≒利水容量）

の一部を治水容量として雨期に一時的に利

用することが考えられる（図-2 参照）。しか

しながら、タイの国内においてもこのよう

な考え方は以前より検討されており、空梅

雨の場合に対してダムの第一目的である灌

漑用水の確保（雨期の終わりまでにダムを

満水にすること）が担保できないことから、

本提案の実現は、それ程容易ではないよう

に思われる。 

２)ダムの堤体嵩上げによる新たな治水容

量の創出 

 

写真-6 バンコクにおける灌漑用水路と住民

間で開閉に関する衝突が起こった水門 

 

 

 

写真-7 バンコク市内の灌漑用水路と白壁に 

残された洪水痕跡 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要なダムの堤体を嵩上げすることで得

られる増加分の貯水容量を治水容量として

開発することを考える。前述のように、チ

ャオプラヤ川流域において特に貯水容量の

大きなダムはブミポンダムとシリキットダ

ムである。 

最大の貯水容量（135 億 m
3）を誇るブミ

ポンダムでは、1m の嵩上げにより 3 億 m
3、

10m の嵩上げが出来れば 30 億 m
3 もの新た

な貯水容量が創出される。ちなみに、日本

最大の岐阜県徳山ダム（堤高 161m、堤頂長

427.1m）の総貯水量が 6.6 億 m
3 である。こ

の新規容量を治水容量として用いれば、あ

る程度の洪水制御効果が期待できるものと

考えられる。一方、シリキットダムでは、

現在の満水位で流域界に対してそれ程余裕

がなく、堤体を嵩上げすると一部の低い箇

所で他流域へ溢れ出すとのことで、嵩上げ

は困難なようである。 

３)流域貯留の促進による治水容量の確保 

 前述のように灌漑用水の確保がタイのダ

ムの主目的であることから、利水量が減少

する可能性を伴う対策で治水容量を獲得す

ることには結局大きな困難が伴う。そこで、

前節のダムの嵩上げも本質的には同様であ

るが、ブミポンダムなどの主要ダムの上流

域に新たに貯水容量を確保して流域貯留を

促進することで、洪水末期に主要ダムを満

水にするための予備的な水瓶を用意するこ

とを考える。すなわち、図-2 で洪水期に現

行操作と新たな操作方法の曲線の間に生じ

る面積分の水を更に上流で別途蓄えるとい

う意味である。それに伴い、主要ダムの貯

水容量（≒利水容量）に余裕（ある意味の

無駄）が生まれることから、上流に新たに

設けられた新規容量分の（主要ダムの）利

水容量を治水容量に振り替えて洪水制御を

図ることが出来る。 

 具体的には、主要ダムの上流側に比較的

小規模な流水型ダム 3)を必要に応じて複数

基設置することが考えられる。穴あきダム

とも呼ばれる流水型ダムは、堤体下部に常

用洪水吐きに相当する穴が開いており洪水

調節に目的を特化したダムである。通常時

は穴から水が流れるために川の流れをせき

止めることがなく、洪水時にある程度まで

流入流量が増加したときに貯水が始まり、

その後の流入流量の減少とともに水位が低

下し、通常の状態に戻る。すなわち、洪水

時の短期的な貯留が目的であり、通常時は

貯水を行わないためにダム建設において問

題視される上下流の分断や水質の悪化、流

量変動の減少等の自然環境への影響が少な

い。 

一方、ここで提案する上流部に設ける小

規模ダム群の目的は、洪水期にハイドログ

ラフのピークをやや平滑化すると共に、や

や長期的に水を貯留することである。上述

の一般的な流水型ダムの機能であれば、洪

水後には速やかにダム湖の水が空になるこ

とから貯留のためには役に立たない。そこ

で、堤体下部の常用洪水吐きに水圧により

自動閉鎖するゲートを併設しておく。それ

らの流水型ダムが満水になった際に底部に

作用する最大の圧力によってゲートが閉ま

るように設計すれば良いことから、それ程

難しい機構は必要とされない。なお、これ

らの流水型ダムに設ける自動閉鎖式のゲー

トは、通常は自然流下方式となる流水型ダ

図-2 ダムの操作方法の改善による 

治水容量の確保 
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ムにおいて貯水容量を効率的に使用するた

めに付加的に設けられる“追加穴”と類似

している 3), 4)。ちなみに、これらの小規模

ダムが満水になった後にも水は流入するこ

とから、その際は流入量=流出量となるよう

に適切に堤体を通過させる必要がある。し

たがって、これらの小規模ダムの堤体上部

には比較的大きめの非常用洪水吐きが必要

となる。  一例としては全幅流出のいわ

ゆる“坊主ダム”にすることが考えられる。

以上のような機構の流水型ダムであれば、

ゲートの閉鎖後も含めて流水が途絶えるこ

とがないため、流水型ダムの特長である自

然環境の一定レベルの保全が期待される。

最後に、雨期の終了前後の適当な時期にゲ

ートを開放して（手動でも可）、主要ダムを

満水にして乾期の灌漑用水として利用すれ

ば良い。 

上述のような主要ダムの上流側に設置さ

れる流水型ダム群は、上流部の河道内に小

さな“ポケット”を設けることに相当する。

したがって、上流部の河道外に適地があれ

ば、遊水地（洪水時に一時的に水を貯める

空き地）を設けることもほぼ同様な考えに

基づく選択肢として挙げられる。なお、本

節で示した主要ダムの上流側に流水型ダム

や遊水地を設置する方法であれば、シリキ

ットダムへの適用も可能なものと考えられ

る。 

 

６．おわりに 

今回のタイ洪水により、バンコク以北の

チャオプラヤ川流域では、関東平野とほぼ

同じ 17600km
2 もの広大な農地と、190 万世

帯、500 万人に及ぶ人々が被災している 1)。

従来は主要農作物である米の生産を支える

ために、巨大ダムにおいても利水一辺倒（ダ

ムの貯水容量≒利水容量）であったタイの

ダム運用に関しても、今回、最近のタイの

経済成長を牽引する工業団地が甚大な被害

を受けたこともあり、治水にも目を向けざ

るを得ない時期に来ているものと思われる。 

本報告では今回の大洪水に関わる事例と

して、チャオプラヤ川流域におけるダムの

捉え方と運用方法、および今回の洪水時の

実際の状況を概説すると共に、タイにおい

て実行可能と思われる今後の新たなダムに

よる治水策について提案した。本報告が今

後の大規模水害軽減の一助となれば幸いで

ある。 
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タイ洪水に伴い発生した 
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１．はじめに 

2011 年のモンスーン期に発生したタイ

洪水では、チャオプラヤ川流域およびメコ

ン川周辺において大きな被害が発生した。

600 万ヘクタール以上が浸水し、北部のチ

エンマイ県から、中部のバンコクまで 58

の県において浸水が発生した。特に人口が

密集するバンコクおよび周辺の浸水地域で

は，大量の災害廃棄物が発生した。浸水し

た住宅から発生した都市ごみ（日本でいう

一般廃棄物）としての水害廃棄物だけでな

く、被災した 7 つの工業団地からは産業廃

棄物としての水害廃棄物が大量に発生した。 

 本報告では、2011 年 12 月、2012 年 1 月、

2012 年 2 月の 3 度にわたって実施したバン

コクおよび周辺地域（バンコク都内の浸水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区、ロジャナ、ナワナコンの工業団地、

チャチェンサオ県の最終処分場、図-1参照）

における現地調査と関係機関へのヒアリン

グ調査によって得られた情報に基づき、タ

イ洪水に伴う水害廃棄物の発生および処理

状況について報告するものである。 

 

２．バンコクにおける平常時の都市ご

み処理 

バンコクにおいて、都市ごみ（Municipal 

Waste）の処理責任は BMA（Bangkok 

Metropolitan Administration, バンコク都庁）

が有する。BMA の統計 1)によると、2010 年

のバンコクにおける平均の都市ごみ収集量

は 8,766t/日である。BMA はバンコク内の

50 の地区ほぼ全域を収集範囲に収めてお

り、収集率は 99%である。バンコクの人口

は約 600 万人である。ただし、登録されて

いる人口が 600 万人程度であり、実際には

1000 万人以上が住んでいると言われてい

る。前述した 8,766 トンを 1000 万人で割る

と、一日一人当たりの廃棄物排出量は約

877g/人/日となる。物理組成は厨芥類が多

く、全体の約 5 割を占める。次いでプラス

チックが約 25%となっている。厨芥が多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害廃棄物処理の現状と課題 

 

図-1 現地調査ルート（2011年 12月、2012年 1月、2012年 2月の 3度実施） 



ため、ごみの水分が 55.6%と多いのが特徴

といえる。 

収集については、バンコクでは主として

5t パッカー車を収集作業に使用している。

収集された都市ごみは On Nut,Nong Khaem, 

Sai Maiの3地区に設置されている中継処理

施設に運ばれ、手選別によってがれきや大

型の木片等が取り除かれた後、圧縮機によ

って 5 分の 1 程度まで圧縮され、透明な

LLDPE の梱包材で梱包される。その後、大

型のトラックに積み替えられて Nakorn 

Pathom 県の Kampang Saen 地区の最終処分

場または、Chacheongsao 県 Phanomsarakam

地区の最終処分場へと運ばれる。収集され 

た廃棄物のうち、89%が最終処分されてい

る。残りの 11%はコンポスト等によりリサ

イクルされている。 

 

３．洪水発生時におけるバンコクでの

都市ごみ処理 

2011 年 9 月から 10 月頃、洪水がバンコ

クの北から迫ってきていた。その時すでに、

バンコクより北側の県ではすでに洪水が発

生していた。その時点では、バンコク都内

が浸水するかどうか確実な情報はなかった

が、BMA は管轄するバンコク都内の 50 地

区の中で、洪水発生の可能性が高いと予想

される地区において、廃棄物収集能力を向

上するための準備に入った。 

10 月末になってバンコク都内で、洪水に

よる浸水被害を受ける地区が出始めた。浸

水した地区は、水深が 1m～1.5m あり、こ

のときからパッカー車で廃棄物を収集する

ことが不可能になった。そのため、浸水地

区の手前でパッカー車を停車させ、作業員

が徒歩で浸水地区に入っていき、戸別訪問

して廃棄物を収集し、パッカー車まで持ち

帰るという作業を試みた。あるいは、一部

の地域では小型のボートを使って廃棄物を

収集した。ボートでの収集は徒歩と比較し 

 

て効率的であったが、数が不足していたた

め、浸水地区全域でボートを使用すること

はできなかった。 

BMA は廃棄物の腐敗等によって伝染病

が発生することを恐れ、できる限り速やか

な収集・処理を行うことを目指した。11 月

末になって水が引き始めてから、廃棄物の

収集を本格化させたかったが、あまりにも

大量の廃棄物が発生したため、BMA が保有

するパッカー車だけでは早期に収集を完了

することが不可能であった。そのため、

BMA は民間企業に対して廃棄物収集のた

めのトラックと運転手を動員するよう協力

を求めた。これは無償協力ではなく、BMA

から民間企業に対してトラックと運転手の

供出に対しての十分な対価が準備されてい

たが、一部の民間企業は通常業務があるこ

と等を理由にBMAの要請に応じなかった。

また、トラックの運転手の中には、バンコ

クではなく周辺の浸水した県に住んでいる

者が多く、洪水発生時に自宅に帰ってしま

って連絡が取れないといった問題があった。

そのため、廃棄物収集のためのトラックを

十分に用意することができず、収集能力不 

表-1 バンコクの平常時の 

都市ごみの性状 1) 

 物理組成
厨芥 48.41
プラスチック 24.83
紙 7.67
木 6.46
繊維 3.99
ガラス 2.56
金属 1.72
スチレンフォーム 1.55
皮革、ゴム 1.40
骨、貝殻 0.76
石、陶磁器、がれき 0.65
計 100.00

単位容積重量、３成分、発熱量
単位容積重量（kg/L） 0.38
水分（%） 55.6
可燃分（%） 37.93
灰分（%） 6.47
発熱量（kcal/kg） 1,373



 

足のため、水が引いた後も大量に発生した

廃棄物の収集が完了するまでに約 2 カ月を

要した。 

通常時において、バンコクには 3 ヵ所に

廃棄物の中継施設が設けられている。洪水

時には、これに加えて 6 ヵ所に仮置き場が

追加的に設置され、合計 9 ヵ所で中継施設

が稼働した。しかしながら、これで十分で

あったわけではなかった。常設中継施設の

一つである On Nut 中継施設は、処理能力が

4,000t/日であり、通常時には 1,800～3,000t/

日（平均 2,400t/日）の廃棄物を受け入れ、

手選別、圧縮、梱包した廃棄物を大型トラ

ックに積み替えてChacheongsao県にある最

終処分場へと送り出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながらバンコク都内での洪水発生

と同時期に On Nut 中継施設に搬入される

廃棄物が急増し、ピーク時には一日 8,000

トンを超える廃棄物が入ってきた。処理が

追い付かず溢れた廃棄物が施設外の空き地

に仮置きされた。このとき仮置き場におけ

るトラックの進入口や出口の配置や、仮置

きする廃棄物の配置が適切になされなかっ

たため渋滞が発生し、運転手からの不満が

噴出したという。また、On Nut 中継施設を

管理している民間の廃棄物処理業者へのヒ

アリング調査により、彼らは洪水が発生し

ている間、中継施設が浸水することを常に

恐れていたことが分かった。今回の洪水で

は浸水を免れたが、もし On Nut 中継施設が 

写真-1 路上に排出された水害廃棄物(1) 

（バンコク、2011年 12月 9日） 

写真-2 路上に排出された水害廃棄物(2) 

（バンコク、2011年 12月 9日） 

写真-4 水害廃棄物収集作業の様子(2) 

（バンコク、2011年 12月 9日） 

 

写真-3 水害廃棄物収集作業の様子(1) 

（バンコク、2011年 12月 9日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水没していた場合、バンコクにおける廃棄

物の収集・運搬能力は大幅に減少したと考

えられる。最悪の場合にはバンコクから

100km以上離れたChacheongsao県の最終処

分場まで中継無しで廃棄物を運搬しなけれ 

ばならず、この場合には非常に非効率的な

輸送となっていた恐れがある。 

今回のタイ洪水においてバンコク都内で

洪水により追加的に発生した水害廃棄物発

生量を、BMA は約 10 万トンと見積もって

いる。これは BMA が管轄するバンコク都

内のみの発生量であり、バンコク都外の県

における廃棄物発生量は含まれていないた

め、実際に発生した水害廃棄物は 10 万トン

よりも大きい。BMA によると、バンコク都

内で浸水した地区には約 300 万人が住んで

いるとされている。よってかなり雑な計算

ではあるが、被災地区の一人当たり水害廃

棄物発生量は、10 万トンを 300 万人で除し

て約 33kg/人となる。ただし、高層階に住

む人は洪水被害を受けないため 300 万人す 

べてが被災したわけではない。これを考慮

すると一人当たりの廃棄物排出量は増える

ことになる。 

水害廃棄物の組成に関する公式な統計は

まだ出されていない。著者らが実施した

BMA へのヒアリングでは、水害時の廃棄物

組成は 8 割が木製の家具類、残り 2 割が通 

地点A 地点B 地点C 平均
厨芥 - - - - -
プラスチック 6.81 2.3 3.76 4.3 14.1
紙 3.34 1.73 0.43 1.8 6.0
木 8.13 15.14 25.91 16.4 54.1
繊維 1.45 1.44 1.39 1.4 4.7
ガラス 1.36 2.08 0.23 1.2 4.0
金属 2.11 0 0.42 0.8 2.8
スチレン 0 0 0 0.0 0.0
皮革、ゴム 0 0 0.68 0.2 0.7
骨、貝殻 0 0 0 0.0 0.0
石、陶磁器 4.04 1.43 6.78 4.1 13.5
計 27.24 24.12 39.60 30.3 100.0

重量（kg） 構成比
（%）

組成

表-2 水害廃棄物と思われる集積場所での 

組成調査結果 

 

写真-5 組成調査の様子 

（2012年 1月 10日） 

 

写真-6 路上で野焼きされる廃棄物 

（2011年 12月 9日） 

 

写真-7 廃棄物集積所での野焼き 

（2012年 1月 10日） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常の廃棄物であったという情報を得た。ま

た、排出された家具のうち、使えそうなも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のはウェストピッカーが収集していたとい

う情報も得た。著者らは、2012 年 1 月に実

施したバンコクでの現地調査において水害

廃棄物の集積場所と思われる 3 地点におい 

て簡易的な組成調査を実施した。その結果

を表-2 に示す。調査地点におけるばらつき

が大きいものの、平均でみると木（合板や 

パーティクルボードが中心であった。）の割

合が 54.1%と高かった。この結果は BMA

におけるヒアリングで得られた情報と同様

であった。水害時に大量に発生する木質廃

棄物の処理をどうするかが重要な検討項目

であると言える。今回の水害では、ウェス

トピッカーが回収した家具を除き、水害廃

棄物はほぼ全量が直接埋立されたと考えら

れるが、選別・再資源化する処理の流れに

乗せることができれば、大量の木質廃棄物

を有効利用することが可能と考えられる。 

 その他の問題点として、著者らがバンコ

ク都内の水害廃棄物の発生状況を調査した

際、住宅密集地域であっても路上での廃棄

物の野焼きが数多く見られた。この現象が

水害時に特有のものなのか、普段からなさ

れているのかは不明であるが、いずれにし

ろ住宅地での廃棄物の安易な野焼きについ

ては中止するよう指導していく必要がある

と考えられる。 

写真-10 ナワナコン工業団地内の水害廃棄

物搬出状況(1)（2012年 1月 8日） 

写真-9 ロジャナ工業団地内の自動車工場

の様子(2)（2012年 1月 8日） 

写真-8 ロジャナ工業団地内の水害廃棄物 

搬出状況(1)（2011年 12月 10日） 

写真-11 ナワナコン工業団地内の 

水害廃棄物搬出状況(2)（2012年 1月 8日） 



４．浸水した工業団地から排出された

産業廃棄物の処理 

 タイ洪水では、バンコクの北にある 7 つ

の工業団地が浸水し、その結果工場等から

大量の産業廃棄物としての水害廃棄物が発

生した。産業廃棄物の処理責任は廃棄物を

排出した事業者にあるが、管理および指導

は MOI（Ministry of Industry：工業省）の

DIW（Department of Industrial Works：工業

局）が担当している。産業廃棄物は大別し

て有害廃棄物とそれ以外の産業廃棄物に分

けられる。産業廃棄物を工場外に搬出し、

処理業者に委託する場合、排出事業者は廃

棄物の種類、量、処理方法、処理委託する

収集運搬業者、中間処理・最終処分業者等

の情報をインターネット等により DIW に

届け出て許可を得る必要がある。特に、有

害な産業廃棄物の処理は厳しく管理される。

平常時では、申請してから許可が下りるま

でには数日かかるが、洪水時には許可申請

後 1 日以内に返答するようにしていたとい

う。 

 水害時には、浸水した工業団地から産業

廃棄物としての水害廃棄物と、都市ごみと

しての水害廃棄物が混合状態で同時に発生

した。この混合ごみは洪水がおさまった後、

工場内から工場外の駐車場等へと搬出され、

仮置きされた。このとき、自治体の都市ご

み処理の収集車がやってきて、産業廃棄物

と都市ごみが混合されたものを区別せずに

収集していったという。その後、収集され

た混合ごみは埋立処分されたものと考えら

れる。混合ごみに有害廃棄物が含まれてい

たとしても、適切な処理がなされていない

ため、汚染が発生している恐れがある。自

治体の都市ごみ処理の担当者は有害廃棄物

等の分類について明るくなかったため、こ

の問題について全く認識がなかった。一方、

DIW ではこの問題を認識した後、浸水した

工場に対して産業廃棄物と一般廃棄物を区

別して取り扱うように指導するとともに専

門家によって構成されたチームを工業団地

に派遣し、有害廃棄物が不適切に処理され

ないように指導に努めたという。しかしな

がら、初期においてはかなりの量の混合ご

みが自治体の都市ごみ収集車によって収集

処理されたものと考えられ、DIW はこの点

について今後改善すべき課題として挙げて

いる。 

 

５．まとめ 

 タイ洪水に伴い発生した水害廃棄物の処

理について調査した結果、改善すべき今後

の課題として以下を挙げることができる。 

（1）洪水時の廃棄物収集能力を向上させる

ための準備が必要である。建設業者等、ト

ラックを保有する企業と協定を結び、洪水

時に廃棄物処理への協力を要請できる体制

をとっておく必要がある。また、収集運搬

を担当するトラック運転手との連絡体制を

強化しておく必要がある。さらに、洪水中

における廃棄物収集を効率化させるために

必要なボート等を手配できるようにしてお

く必要がある。 

（2）バンコク都内で収集された廃棄物を中

継する施設には、洪水時に平常時の処理能

力の 2 倍以上の廃棄物が搬入されてくる。

処理が間に合わない廃棄物は中継施設の近

くに仮置きされることになる。廃棄物の仮

置き場をどのように配置するか、適切な配

置計画を立てる必要がある。仮置き場への

トラックの入口、出口の確保、搬入されて

きた廃棄物の分別配置等の計画が必要であ

る。 

（3）中継施設が水没した場合、廃棄物の収

集運搬能力が大幅に低下する。水没した際

には別の場所で中継作業が行えるよう計画

を立てておく必要がある。 

（4）水害時には木質系の廃棄物が大量に発

生する。チップ化、ボード化等木質系廃棄



物の再資源化方法について検討する必要が

ある。 

（5）産業廃棄物と都市ごみが混合され、有

害産業廃棄物が都市ごみとして処理された

場合には汚染につながる恐れがある。有害

廃棄物が不適切に処理されないよう指導が

必要である。 
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タイ洪水調査に関する 

 

 

九州大学大学院工学研究院 

大嶺 聖 

 

１．はじめに 

平成 23 年 10 月初めよりタイ中部を中心

に洪水が発生し、日系企業が多く入居する

アユタヤ県を中心とした工業団地が冠水し、

工場が操業停止となるなど大きな被害をも

たらした。 

九州大学ではタイ洪水被害の学術調査を

行うために調査団を結成した。平成 24年 1

月 5日～10日の間に行われた第 1回洪水被

害調査では、工学研究院の教員 11名が参加

した。この間にチュラロンコン大学と具体

的な研究協力に関する打合せを行うために、

1 月 9 日に合同会議を開催した。本報告で

は、タイ洪水調査に関するチュラロンコン

大学合同会議の内容について紹介を行う。 

 

２．チュラロンコン大学合同会議の内   

容 

1) 合同会議の概要 

 タイ洪水調査に関する研究協力の内容を

議論するために、チュラロンコン大学から

副学長を含む 7 名の教職員と九州大学から

11名の教員による合同会議を行った。会議

の概要は以下の通りである。 

日時：平成２４年１月９日 

１６：００～１８：００ 

場所：チュラロンコン大学工学部会議室 

＜チュラロンコン大学からの参加者＞ 

Prof. Kua Wongboonsin（副学長） 

Dr. Thavivongse Sriburi（准教授：Managing 

Director） 

Dr. Orawan Siriratpiriya （ 准 教 授 ： 

Environmental Research Institute) 

Dr. Pongsak Wattanasin ( 助 教 ： 

Environmental Research Institute) 

Dr. Aksara Putthividhya (助教：Department 

of Water Resources Engineering) 

Mr.Chokchai Sutthithamajit（博士課程学

生 ： Water Resource Management 

Research Unit/指導教員：Dr. Sucharit 

Koontanakulvong） 

その他に産学連携センターから職員１名 

＜九州大学大学院工学研究院からの参加者 

団長：塚原健一教授（環境都市部門） 

団員：小松利光教授（環境都市部門） 

    善 功企教授（建設デザイン部門） 

    島谷幸宏教授（環境都市部門） 

    島岡隆行教授（環境都市部門） 

    中山裕文准教授（環境都市部門） 

    矢野真一郎准教授（環境都市部門） 

    大嶺 聖准教授（建設デザイン部門） 

    押川英夫助教（環境都市部門） 

    梶田佳孝助教（環境都市部門） 

    田井 明特任助教（環境都市部門） 

2)合同会議の内容 

 会議の冒頭に、チュラロンコン大学の

Managing Directorである Dr. Sriburiから挨

拶が行われた。タイ中部アユタヤ県などに

大規模被害をもたらした洪水の状況につい

ての説明が行われた。また、チュラロンコ

ン大学・副学長の Prof. Wongboonsinから挨

拶が行われた。 

 九州大学調査団団長の塚原健一教授から

は、調査の背景と目的、調査範囲、研究協

力の進め方について説明が行われた（写真

-1）。 

 タイの洪水被害に関する国土交通省・土

木学会合同調査団による現地調査や

JICA・東京大学等による気候変動の予測と

適応策に関する研究プロジェクトが進めら

れている。このような背景を踏まえて、九

州大学としては学術的情報に基づく実際的

なプロジェクトとして、水理、土地利用、

チュラロンコン大学合同会議 

＞ 



公衆衛生および廃棄物管理についてのマル

チ・セクターアプローチに取り組むことを

示した。 

 具体的な研究テーマは以下の通りである。 

１）ダム操作効率の改善とダム貯水能力の

増強（小松，矢野，押川，田井） 

２）“ドライダム”の提案（小松，矢野，押

川，田井） 

３）流域における遅延効率の増加（島谷，

塚原，三谷，矢野） 

４）遅延機能に対する水田補償の効果的な

評価（塚原） 

５）タイ大洪水における適正な水害廃棄物

処理（島岡，中山，大嶺） 

６）洪水後の工業立地のインパクト（塚原，

梶田） 

 これらの研究テーマについて、九州大学

の調査団メンバーから説明が行われた（写

真-2）。 

まず、小松教授からダム操作効率の改善

のための洪水調整についての考え方が示さ

れた。また、ダム貯水能力を増強させるた

めには、正確な土砂堆積量の推定が必要で

あることが指摘された。さらに、日本で初

めて導入されたドライダム（通常時は貯水

せず、洪水調節目的に特化された治水ダム）

の紹介が行われた。常用洪水吐きを河床部

に設置したいわゆる穴あきダムである。チ

ャオプラヤー川流域の対策として、水田に

おける洪水遅延機能の役割も果たすことが

期待される。 

塚原教授から遅延機能に対する水田補償

の効果的な評価についての説明が行われた。

日本においても、洪水遅延機能として池の

役割があることが紹介された。タイにおけ

る適用性や社会経済学の観点からの研究の

必要性が示された。 

島岡教授からタイ大洪水における適正な

水害廃棄物処理の説明が行われた。水害廃

棄物排出実態を把握するための定量データ

が欠如しており、水害廃棄物の適正処理計

画及びガイドラインの整備の必要性が指摘

された。また、バンコク市政府及び被害が

著しかった周辺自治体への水害廃棄物の処

理及び処分のヒアリング調査を実施する予

定であることが述べられた。廃棄物を適切

にリサイクルするために、仮置き場や集積

所の配置などもガイドラインに含める必要

があることなどが示された。 

さらに、塚原教授から洪水後の工業立地

のインパクトについての説明が行われた。

1970 年代から 2000 年代にかけて洪水危険

地域へ工業団地が進出したことの理由、洪

水保険料の変化および洪水防衛策のインパ

クトの評価に関する研究課題が示された。 

 続いて、チュラロンコン大学側から様々

な質問がなされた（写真-3、 4）。 

 研究期間も限られているので，短期間で

成果を出すのは難しいのではないかとの意

見も出されたが，団長からはこれまでに日

本で蓄積している研究成果や学術的な情報

を用いて九州大学が調査研究を進める利点

が述べられた。また，水害廃棄物について

は，九州大学として独自にデータを収集す

る予定であることが示された。JICAなどの

プロジェクトも進められているが、多くの

視点から研究することの必要性が確認され

た。 

 ドライダムについては、関心が高く、多

くの質問がなされた。また，水を管理する

ための様々なモデルのことが議論された。

限られた時間であったため，合同会議でな

個々のテーマについて十分な議論ができな

かったが，それぞれの課題に対して，共同

で調査研究を行うこととなった。 

 

３．今後の予定 

 タイ洪水被害調査に関して共同研究とし

て進めるための話し合いが行われた。今回

は第 1 回の調査であったが、本プロジェク



トの暫定的なスケジュールは以下の通りで

ある。 

・2012年 1月上旬：九州大学調査団による第

1回現地調査 

・2012年 1月～2月：現地調査結果の取りま

とめと分析 

・2012年 2月～3月：九州大学調査団による

第 2回現地調査 

 

 

Background

Chaophraya 

River Flood

・Emergency Assistance

・Revision of Flood MP

(Practical Projects)

Japan International 

Cooperation Agency

・Joint Study (One time mission)

Ministry of Land, Infrastructure and 

Transport (MLIT)

Japan Society of Civil Engineering

Joint Study Team on Flood 

Rehabilitation (Late December)

Integrated Study Project on 

Hydro-Meteorological

Prediction and Adaptation to 

Climate Change in Thailand 

(JICA, JST, Tokyo Univ, 

Kyoto Univ, etc.)

Kyushu University

・Multi-Sector Approach

(Hydro, Land Use, Sanitation, 

Waste Management) 

・Academic Inputs to Practical 

Projects

・Multi Missions until Completion 

図-1 タイ洪水被害調査の背景 

 

写真-1 チュラロンコン大学副学長の Prof. 

Kua Wongboonsin（右）と九州大学調査団長の

塚原教授（左）によるスピーチ 

・2012 年 4 月～5 月：第 2 回アジア・太平

洋水サミットでの調査結果の中間報告 

・2012 年 6 月～7 月：必要に応じて再調査

および最終報告書の作成 

・2012 年 8 月～9 月：日本でのセミナー開

催 

 

 

写真-2 研究テーマの説明を行う九州大学調

査団のメンバー 

 

写真-3 討議を行うチュラロンコン大学の教員 

(右から Dr. Orawan Siriratpiriya, Dr. Thavivongse 

Sriburi, Dr. Pongsak Wattanasin) 

 

写真-4 質問を行うチュラロンコン大学の教員 

(右から Dr. Aksara Putthividhya, Mr.Chokchai 

Sutthithamajit) 

 

 



ニュース 

自然災害情報ネットワークステーション（ＮＤＩＮＳ） 

 

  

自然災害が発生したときに、国土交通省九州地方整備局（九地整）が撮影した被災地の動画などを、

リアルタイムで受発信することができる「自然災害情報ネットワークステーション（ＮＤＩＮＳ）」

が完成し、2012年 1月 24日にオープニング・セレモニーが行われました。これは、防災研究の専

門家が、災害時の現地状況を即座に把握し、国や自治体に助言をすることができるシステムで、大

学と地方整備局がこのようなシステムを常設するのは全国初の試みです。自然災害情報ネットワー

クステーション（ＮＤＩＮＳ）は、伊都キャンパスの西部地区自然災害資料センター内に設けられ、

85インチの大型パネルと 4面の 42インチパネルからなり、九地整から送られてくるヘリの映像や

被災現場の映像などが映し出されます。セレモニーでは、善センター長の司会進行のもと、防災・

環境ネットワーク部会長の今泉副学長の挨拶、落合副学長の箱崎キャンパスからの祝辞、中嶋局長

の九地整からの祝辞、熊谷九州建設弘済会理事長の祝辞などのほか、新燃岳の定点カメラの映像も

リアルタイムで送られてきました。最後に、日野工学研究院長の閉会の挨拶でセレモニーは無事終

了しました。引き続き、九地整で行われたタイ国洪水調査報告会の様子が配信されました。このシ

ステムの今後の活用が大いに期待されます。       

九州大学西部地区自然災害資料センター 

 センター長 善 功企 

 

 

写真-1 今泉副学長の開会挨拶 

 

写真-3 画面制御のためのパソコン機器等

 

写真-2 落合副学長の箱崎キャンパスからの祝辞 

 

写真-4 九地整から中嶋局長の祝辞（画面左上： 

ニュース 

新燃岳定点カメラの画像、左下：武雄工事事務所） 

－オープニング・セレモニー 開催される－ 

 



  

 
 (自然災害資料センターの様子) 
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