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背景

タイの洪⽔と農業タイの洪⽔と農業
- ⽂化的順応性
タイの農地の特性- タイの農地の特性

- 農地(遊⽔地)の洪⽔緩和機能
- 都市化による農地細分化と農業の多様化都市化による農地細分化と農業の多様化

洪⽔リスクの拡⼤
2011年洪⽔の様⼦

洪⽔リスクの拡⼤
- 温暖化と洪⽔リスク
- 都市化 = 農地減少都市化 = 農地減少
- タイ中央のチャオプラヤデルタ
- 毎年の洪⽔災害毎年の洪⽔災害
- 2011年の⼤洪⽔

洪⽔後の⽣活



⽬的

- 都市近郊において、都市近郊において、
- 洪⽔被害後の農地の持続性を担保することは洪⽔対策に繋がると考えられる
- 洪⽔を都市化最前線で受けとめる農地の洪⽔ 都市化最前線 受け る農地
- 洪⽔の影響に関する情報を明らかにすることが必要だと考えられる

以上より、バンメナーンを対象地とし
2011年の⼤洪⽔時以降の農地利⽤の変容およびその要因を明らかにすることを⽬的とする



対象地｜基本情報

バンメナンバンメナン
(Bang Yai District, Nonthaburi Province, Thailand)

- ⾯積 : 21.7㎢
- ⼈⼝ (2011) : 32 560⼈⼝ (2011) : 32,560
- 総⾯積の半分が住宅地
タイ中部で⾸都バンコクに隣接- タイ中部で⾸都バンコクに隣接

- 都市化の最前線
- 都市と農地が混在する地域

対象地の⼟地利⽤対象地の⼟地利⽤



対象地｜2011年の⼤洪⽔

2011年の洪⽔では全⾯冠⽔で最⼤湛⽔率93％ (Shinya et al 2013)2011年の洪⽔では全⾯冠⽔で最⼤湛⽔率93％ (Shinya et al. 2013)

2011年の最⼤湛⽔時の様⼦



⽅法

①洪水前後の衛星画像教師付
土地被覆分類の比較検証

②洪水後の農地利用の
継続モニタリング調査

③インタビュー調査
土地被覆分類の比較検証 継続モニタリング調査

2012年4月
衛星画像

2011年3月
洪水被害

2013年3月
現地調査

2013年8月
現地調査

2011年3月
衛星画像

教師付分類 教師付分類

衛 像 衛 像

洪水前後を比較

衛星画像
目視判読

衛星画像
目視判読

土地利用調査 土地利用調査

インタビュー インタビュー

4時期を比較

調査 調査



データソース

衛星画像: GeoEye-1 y
- 撮影⽇ : March 20 2011

April 29 2012
ピクセルサイズ 0 b d- ピクセルサイズ : 0.5 m, Four bands

⼟地利⽤調査
- GPSデジタルカメラを利⽤した調査
- 調査⽇ : 2013年3⽉6⽇ (193 ポイント)

-：2014年8⽉17・18⽇（データ処理中）：2014年8⽉17 18⽇（デ タ処理中）

インタビュー調査
調査⽇(農家) : 2013年2⽉28⽇〜3⽉5⽇（農家27軒）- 調査⽇(農家) : 2013年2⽉28⽇〜3⽉5⽇（農家27軒）

2014年8⽉11⽇〜15⽇（農家32軒）
(O Bo.To) : 2013年8⽉15⽇



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

Cloud Area衛星画像衛星画像

雲や陰がかかり画像分類
が困難な部分の摘出が困難な部分の摘出

トレーニングエリアの選定
教師デ タ 抽

¯0 1,000 2,000500 m

教師付き分類

教師データの抽出

¯0 1,000 2,000500 m ¯0 250 500125 m

教師付き分類

分類済み画像の補正処理

- バンメナン全域から網羅的にトレーニングエリアを選定
- Paddy field, Orchard, Vegetable field, 

Flower farm Bare land Urban land use
教師付分類画像
のエラー検証 - Flower farm, Bare land, Urban land use, 

- Water surface, Othersの8つにカテゴライズ
のエラ 検証



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Paddy field

⽔⽥

耕作放棄地(1m程度の草)耕作放棄地(1m程度の草)

¯̄0 250 500125 m

⽔⾯を蓮が覆っている蓮池



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Orchard

果樹園

耕作放棄地(草が群⽣)

¯̄0 250 500125 m

耕作放棄地(樹⽊が群⽣)



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Vegetable field

野菜畑

地⾯で直接⾏う花卉栽培

¯̄0 250 500125 m



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Flower farm

⿊シートを使⽤した花卉栽培⿊ ト 使⽤ 花卉栽培

¯̄0 250 500125 m



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Bare land

裸地

刈り取り後の⽔⽥刈り取り後の⽔⽥

¯̄0 250 500125 m



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Urban land use

住宅地

道路道路

¯̄0 250 500125 m



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Water surface

池

川

¯̄0 250 500125 m

稲の植わっていない⽔⽥



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

⼟地被覆カテゴライズ

Others

その他その他

¯̄0 250 500125 m



洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

分類済み画像処理
ノイズを削除して分類済み出⼒画像の衛星画像 イズ 削除 分類済み出⼒画像
品質を向上する処理

教師付分類画像の ラ 検証
雲がかかり画像分類
が困難な部分の摘出 教師付分類画像のエラー検証

洪⽔前画像：91％(182／200)
洪⽔後画像：92％(184／200)

が困難な部分の摘出

トレーニングエリアの選定
教師デ タ 抽

洪⽔後画像：92％(184／200)

教師付き分類

教師データの抽出

教師付き分類

分類済み画像の補正処理

教師付分類画像
のエラー検証のエラ 検証

ランダムポイント



結果｜洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

洪⽔前の衛星画像教師付分類 洪⽔前の衛星画像教師付分類洪⽔前の衛星画像教師付分類 洪⽔前の衛星画像教師付分類



結果｜洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

- Paddy field 50％ Orchard       35％
- Vegetable field 49％ Flower farm 40％が減少Vegetable field 49％ Flower farm 40％が減少
- Bare land       307％と⼤きく増加

100%
Others

Before Flood After Flood 減少率(％)

洪⽔前後のピクセル数と減少率

60%

80% Water surface

Urban land use

Bare land

Before Flood After Flood 減少率(％)

Paddy field 1532553 760295 50

Orchard 727223 470772 35

40%

60%
Flower

Vegetable

Orchard 727223 470772 35

Vegetable 
field 459583 233621 49

Flower farm 97741 58992 40

20%

Orchard

Paddy field

Flower farm 97741 58992 40

Bare land 421701 1717060 ‐307

Urban land  1655465 1290532 22

0%

Before Flood After Flood

use 1655465 1290532 22

Water 
surface 31432 46693 ‐49

Oth 100874 70254 30 洪⽔前後の⼟地被覆の割合Others 100874 70254 30



考察｜洪⽔前後の衛星画像教師付⼟地被覆分類の⽐較検証

2011年の洪⽔が⼤規模で湛⽔期間が⻑期化したことが、2011年の洪⽔が⼤規模で湛⽔期間が⻑期化したことが、
全ての⼟地被覆に被害を与え作物・植物が死んでしまったことが考えられる

が ず洪⽔被害から半分以上の⼟地被覆がBare landにならずに残っている
もしくは半年の間に復旧したことがわかる

⼤規模洪⽔後の農地利⽤復旧プロセスと作付け変化の傾向は検証できた



洪⽔後の農地利⽤の継続モニタリング調査

GPSカメラによる現地調査
現地調査した区画

GPSカメラによる現地調査

土地利用データの入力土地利用デ タの入力

衛星画像の目視判読衛星画像の目視判読

4時期の土地利用比較

現地調査した区画 142

4時期の土地利用比較

現地調査した区画：142
現地調査⽇：2013年3⽉・8⽉

¯0 1,000 2,000500 m



結果｜洪⽔後の農地利⽤の継続モニタリング調査
- ⼟地被覆と同様⼟地利⽤も、洪⽔後にBare landへ変化が⾒られた
- Paddy field・Vegetable field・Flower farmでは、洪⽔後にBare landに変化したのち

洪⽔前の元の⼟地利⽤に回帰する傾向が⾒られた
- Orchardでは洪⽔後Bare landに変化したのち、以下のように変化した

査Orchard15区画 ・ Bare land11区画 (現地調査1)
Paddy field1区画 ・ Vegetable field2区画 ・ Flower farm4区画

Bare landが⼀つOrchardへ変化し (現地調査2)Bare landが つOrchardへ変化し (現地調査2)
Orchard16区画 ・ Bare land10区画
Paddy field1区画 ・ Vegetable field2区画 ・ Flower farm4区画



インタビュー調査

インタビューした農家 : 34軒 Interview areaインタビュ した農家 : 34軒
洪⽔前の⼟地利⽤

P dd fi ld l 10軒Paddy field l : 10軒
Orchard : 17軒
Vegetable field : 7軒
Flower farm      : 9軒

洪⽔後の⼟地利⽤
Paddy field l : 10軒Paddy field l : 10軒
Orchard : 15軒
Vegetable field : 9軒Vegetable field : 9軒
Flower farm      : 11軒 ¯0 1,000 2,000500 m ¯



結果｜インタビュー調査

Paddy field
洪⽔時急いで収穫できた- 洪⽔時急いで収穫できた

- 農地の復旧は流れてきたゴミの除去のみ農地が乾くと⽥植え可能だった
⼟地利⽤の変化 耕作作物の変化は⾒られなか た- ⼟地利⽤の変化・耕作作物の変化は⾒られなかった



結果｜インタビュー調査

Vegetable field
洪⽔時 作物は全滅- 洪⽔時、作物は全滅

- 農地の復旧は流れてきたゴミの除去・畝の再形成
洪⽔の影響により O h dからV t bl fi ldへ変化（1軒）- 洪⽔の影響により、OrchardからVegetable fieldへ変化（1軒）
Orchard + Vegetable fieldの複合農地で、Orchardの耕作⾯積を減らす変化（3軒）



結果｜インタビュー調査

Flower farm
洪⽔時 作物は全滅- 洪⽔時、作物は全滅

- 農地の復旧は流れてきたゴミの除去・⼟台やプランターを乾燥
洪⽔の影響により O h dからFl f へ変化（1軒）- 洪⽔の影響により、OrchardからFlower farmへ変化（1軒）
OrchardからOrchard + Flower farmへ変化（1軒）



結果｜インタビュー調査

Orchard
洪⽔時 作物は全滅- 洪⽔時、作物は全滅

- 農地の復旧は流れてきたゴミの除去・死滅した果樹の除去・畝の再形成
洪⽔の影響により その他の⼟地利⽤への変化（6軒）- 洪⽔の影響により、その他の⼟地利⽤への変化（6軒）
耕作作物の変化（8軒）、耕作作物の変化なし（3軒）



結果｜インタビュー調査

Orchard：⼟地利⽤・耕作作物の変更理由Orchard：⼟地利⽤ 耕作作物の変更理由

- 洪⽔後、農地の復旧作業として洪⽔後、農地の復旧作業として
- 流れてきたゴミの除去・死んだ果樹の撤去・畝構造の成形があり時間がかかること(17軒中12軒)
- 果樹の購⼊費⽤が、他の農作物の種苗に⽐べ⾼額であること(17軒中11軒)果樹の購⼊費⽤が、他の農作物の種苗に⽐ ⾼額であること( 軒中 軒)
- 果樹が収穫・販売できるようになるまで育てるのに時間がかかること(17軒中11軒)
- バナナ・ライムが他の果樹に⽐べ育つのが早くバナナ ライムが他の果樹に⽐ 育つのが早く
- Orchardを続ける多くの農家は耕作作物をバナナ・ライムに変更していた(17軒中7軒)



考察｜洪⽔後の農地利⽤の継続モニタリング調査・インタビュー調査

Orchardでは、洪⽔後の農地復旧作業で、死んだ果樹の撤去・畝構造の成形が必要でありOrchardでは、洪⽔後の農地復旧作業で、死んだ果樹の撤去 畝構造の成形が必要であり
Paddy field・Vegetable field・Flower farmに⽐べ時間がかかるのではないかと考えられる

Orchardの購⼊費⽤が⾼いこと、種苗を植えてから作物が収穫できるように育つまでの
期間が⻑いことが、⾜かせとなり再開出来ないのではと考えられる

⼟地利⽤の調査とインタビュー調査では、
農家の様式が多彩であるため定性的な解を得る事は出来なかったが
⼤規模洪⽔後の農地変容と要因を検証できた。



結論

2011年の洪⽔によりPaddy field・Orchard・Vegetable field・Flower farmの2011年の洪⽔によりPaddy field Orchard Vegetable field Flower farmの
多くの⼟地被覆がBare landに変化したことがわかった

Paddy field, Vegetable field, Flower farmでは、⼤規模洪⽔を受けると
Bare landに変化し、その後洪⽔前の⼟地利⽤に回帰する傾向がわかった

Paddy field, Vegetable field, Flower farmは洪⽔に対して柔軟性があり
洪⽔後にBare landから⼟地利⽤が回帰することが分かった
Orchardは、農地復旧の作業量が多いこと・果樹園農地の復旧コストが⾼いこと・
育成期間が⻑いことにより、洪⽔後に約半数しか元の⼟地利⽤に回帰できないことがわかった



研究課題

現在、バンヤイ郡の地域洪⽔対策課の洪⽔対策は進んでいない現在、バンヤイ郡の地域洪⽔対策課の洪⽔対策は進んでいない
また、オーボートーでの洪⽔対策では洪⽔被害の緩和に繋がらないことがわかっている
⼤規模な洪⽔対策が進まない限り次の⼤洪⽔時にも
2011年の洪⽔時と同じ⼟地利⽤の変容が起こると考えられる2011年の洪⽔時と同じ⼟地利⽤の変容が起こると考えられる

モニタリング調査の継続とオーボートーより⼤きな規模の⾃治体（政府 県 郡）へのモニタリング調査の継続とオ ボ ト より⼤きな規模の⾃治体（政府,県,郡）への
聞き取り調査を⾏ない、詳細な⼟地利⽤の変容・農地復旧プロセスと
洪⽔対策としての農地⽀援の⽴ち位置を明らかにすることが必要と考える

各⾃治体の洪⽔対策において より詳細な⼟地利⽤・農地復旧プロセスを考慮した各⾃治体の洪⽔対策において、より詳細な⼟地利⽤ 農地復旧プロセスを考慮した
農地への⽀援策が展開されることにつながればと考えている。
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