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中国東北地方，三江平原における農業に関わる
水害リスクに関する研究

　
三江平原は，中国の重要な食糧生産基地である．生産する食糧は75 ％を商品として域外へ輸出する．耕地開拓に

伴う湿地の消失や森林遷移による環境問題，特に三江平原の地理的特徴に起因する頻繁な水害の発生は作物の生産
量に大きな影響を与える．三江平原では治水施設の整備は不完全であり，建設が進むダムや堤防の効果は直ちに現
れない．よって，水害リスク分析は効果的に農業被害を避ける手段として重要である．本研究では，食糧生産安全
保障及び食糧生産量の増加を担保するため，三江平原における水害リスクの地図化を試みた．その結果，小興安嶺
山脈・完達山山脈の山麓及び河川に沿った平野などの氾濫リスクが高い地域を特定することができた．三江平原で
は耕地面積の約8割が洪水氾濫のリスクを抱えている．三江平原内で耕作に適した場所は，全て耕作地として利用さ
れている．耕地面積の変化と水害リスクとの関連性に基づき，潜在的な水害リスクに対する要因も検討した．
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Ⅰ. はじめに

三江平原（Sanjiang Plain）は中国とロシアの国境
に沿って流れるアムール川（黒竜江），ウスリー川
と松花江（Songhua River）に囲まれた平野であり，
三川合流後のアムール川は，世界で最も生産性の高
い海域の一つであるオホーツク海に流出する（李ほ
か，2011）．

1949年の中国建国当時の三江平原の湿地面積は
5.36×104 km2 であり，三江平原全域の49.3 ％を占
めていた．中国の人口増加・経済発展に伴い食糧需
要量も増加したため，その後の開墾によって湿地面
積は1.04×104 km2 まで減少した（Wang et al. 2008）．
Murooka et al.（2007）はリモートセンシングを用い
て1992年～1996年の四年間の湿地面積及び耕地面
積の変化を地形単元ごとに検討した結果，全ての地
形単元で耕地が増加していたが，沖積平野の湿地が
耕地開拓の主な対象とされており，湿地は氾濫原と
丘陵地域で減少したことを明らかにしている．

1998年に黒竜江省政府は三江平原の湿地状況調査

に基づき，その時期まで残されていた湿地の開拓を
禁じ，以降，三江平原は湿地保護の時期に入った

（Wang et al. 2008）．しかし，2009年11月，中国国家
発展改革委員会は2009年～2020年の中国食糧生産
計画を決定したが（今後は“食糧生産量企画”と呼
ぶ），食糧生産量は2015年までは5300×108 kg/year，
その後2020年までは5500×108 kg/yearを維持し，東
北地域は食糧生産の核として全国の食糧生産量の増
量のうち30 ％を分担することを決定した．三江平
原の食糧生産能力は100×108 kg/yearであり，黒竜
江省の食糧生産力の20 ％に相当する（Liu et al. 

2011）．よって三江平原における食糧生産状況は今
後の中国における食糧生産量にとって重要な役割を
果たすことになる．

三江平原は中国における食糧生産基地として，生
産された食糧の75 ％を域外へ輸出している（Liu et 

al. 2011）．1994年から日本もこの地域の米を輸入し
ており，中国のみならず日本の食糧問題を考えるた
めにも重要な地域である（春山・増田，2007）．
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三江平原では，地殻変動により地形は相対的に山
地が隆起し，平原が緩やかに沈降している．老年地
形を呈するため，山地から流入する河川の侵食力は
大きくはなく，平原の起伏が小さいため，平原は堆
積傾向にある．そのため，河床は上昇し，河道は浅
く狭くなり，河川の排水機能が低くなる．水が集中
する増水期に，山地から流入する水が湛水し，氾濫
原がよく発達している（Hou et al. 2003）．

2000 年における三江平原の耕地の中で 2.31 ×
104 km2 は氾濫しやすい区域にあり，全耕地面積の63 

％を占めるとされている．中国建国以降の50年間で
三江平原では大水害が16回発生したが，これは三年
に一回の割合となる（Wang et al. 2003）．主要な河川
である松花江は4.1年ごとに一回の大洪水，アムー
ル川は6年ごとに大洪水，3年ごとに小洪水が発生
し，ウスリー川では5年ごとに大洪水，2年ごとに小
洪水が発生している（Hou et al. 2003）．最近では
1998年と2013年に大規模な水害が発生している．
三江平原においては常に洪水による農業へのリスク
が存在しているが，洪水に備える施設も完備されて
おらず，大洪水に抵抗出来る堤防はほとんどない．
ダム・堤防の建設は計画中で，一部は完成したが，
その効果は直ちには現れない（Dai et al. 2012）．

よって，三江平原において食糧増産を確保するた
めには，より迅速かつ効果的に災害を避ける手段を
見つける必要がある．そこで，水害リスク分析によ
り三江平原においてリスクが存在する場所を予見
し，中国政府の食糧生産量企画を達成するために，
耕地面積の変化を把握し，耕作における水害リスク
を確認し，水害による損失を減少させることを本研
究では目指している．

本研究の目的は中国における重要な商品化食糧生
産地である三江平原を対象として，食糧生産に対す
る安全を確保し，食糧生産量の増加を担保するため
に，平野の水害リスクを明らかにすることである．

Ⅱ. 研究地域

三江平原（図−1）は中国黒竜江省東部の129°30'

～135°05'E，43°50'～48°40'Nに位置するアムール
川，松花江とウスリー川の遷移で形成された沖積
平野である．全面積は10.6万km2 で黒竜江省の23  

％を占め，西北部に小興安嶺山脈（Xiaoxing'an 

Mountain Range；XMRと表記），南部に張広才嶺山
脈（Zhangguangcai Mountain Range；ZMRと表記）・

老爺嶺山脈（Laoye Mountain Range；LMRと表記）・
太平嶺山脈（Taiping Mountain Range；TMRと表記）
と完達山山脈（Wanda Mountain Range；WMRと表
記）が位置する．完達山山脈は三江平原を南部と北
部の二つに分割し，北部には狭義の三江平原（本文
では小三江平原と呼ぶ），西南部に倭肯河（Woken 

River）によって形成された河谷平野，東部に穆棱河
（Muling River）によって形成された沖積平野が位置
する．

域内の標高は数十mから数百mの範囲にある．平
野の北東部では段丘がよく発達し，河川近傍では氾
濫原が形成されている．残丘状地形の背後では高位
の氾濫原が形成されている（領域①）．小三江平原
中部，松花江の左岸では山地から流出するヅル

（Dulu）河による扇状地が形成されている（領域②）．
平野の西部では，山岳が多いが，倭肯河による河谷
平野及び松花江による沖積平野がある．二つの平野
の標高は倭肯河側がやや高い（領域③）．平野の南
部では，主な地形としてハンカ湖と穆棱河が形成し
た沖積平野がある（領域④）．

三江平原の行政管轄地域は鶴岡市（Hegang），ジャ
ムス市（Jiamusi），双鴨山市（Shuangyashan），鶏西
市（Jixi），七台河市（Qitaihe）に管轄される23市県

図－1　三江平原の地形図
XMR：小興安嶺山脈，ZMR：張広才嶺山脈，LMR：老
爺嶺山脈，TMR：太平嶺山脈，WMR：完達山山脈

Fig. 1 Relief map of Sanjiang Plain.

XMR, Xiaoxing'an Mountain Range; ZMR, Zhangguangcai 
Mountain Range; LMR, Laoye Mountain Range; TMR, 
Taiping Mountain Range; WMR, Wanda Mountain Range
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から構成される．
三江平原は寒温帯湿潤モンスーン気候に属する．

常にシベリアとモンゴル高原の寒気団の影響を受け
て，冬は長く，寒冷で乾燥し，夏は短く湿潤である．
海洋気候の影響で，春は強風が多く，少雨である．
秋に降雨が多く，春期と秋期における気温の変化は
大きい．三江平原全域の年平均気温は1～2 ℃であ
り，1月に最低気温を記録する．1月の平均気温は -24

～ -20 ℃であり，11月から翌年3月の期間の気温は
0℃以下となる．7月の気温が年間で最高となり，平
均気温は21～23 ℃となる．年降水量は384～886 

mmであるが，雨期は7月以降となり，7～9月の降水
量は年間の50～70 ％を占める．年間の降水日数は
84日から126日の範囲にあり，平均は105日である．
年間の降水量は変動が大きく，春の旱魃，秋の冠水
の原因になる．三江平原では年日照時間が長く，霜
降期が長い．しかし，熱量・水分・日射量の三つの
作物成長に影響する気候要素は一年一作の需要を十
分に満たすため，主に水稲・小麦・トウモロコシ・
大豆を一年一作で耕作する（Dai et al. 2012）．

 
Ⅲ. 使用データ

1．衛星リモートセンシングデータ
耕地および氾濫域の抽出のためにSPOT VGT

（SPOT VEGETATION）データセットを使用した．
SPOT VGT はSPOT4号・5号に搭載された陸域の植
生被覆状況を観測するセンサーである．1998年3月
から運用が開始された．本研究では1998年以降の連
続データが得られる植生指標（NDVI）のS10プロダ
クト（VITO, 2010）を使用した．S10プロダクトで
はピクセルごとに10日間のNDVIの最大値を選択す
ることにより雲の影響を取り除いてある．時間分解
能は1旬（10日），空間分解能は1 kmである．

SPOT VGTデータの解析期間は1998-2011年とし
た．氾濫域を抽出するために，研究地域の降雨の季
節配分の特徴及び作物の成長期間に基づき，5月下旬

（15旬）の播種から10月上旬（28旬）の収穫までの
データを利用した．

2．標高データ
SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）は，2000

年 2 月に NASA（National Aeronautics and Space 

Administration），DLR（Deutsches Zentrum für Luft-

und Raumfahrt）と ISA（Italian Space Agency）によっ

て作成されたDEM（Digital Elevation Model）である．
全球の60°N～56°Sの範囲をカバーし，陸地面積の
80 ％，中国の全域が含まれるDEMデータである．
中国で利用可能なDEM製品の空間分解能は90 m×
90 mである．本研究では，DEMを用いた地形解析
に基づき氾濫域及び作成したハザードマップを検証
するために使用した．

3．資料データ
1） 統計年鑑データ

中国統計出版社が出版している中国統計年鑑（中
華人民共和国国家統計局，2012）及び黒竜江省統計
年鑑（黒竜江省統計局・国家統計局黒竜江調査総隊，
1999～2012）に記載されている耕地面積を使用して，
リモートセンシングにより抽出した耕地面積を検証
した．洪水については記載されている降雨量データ
から，研究地域の洪水氾濫時期（7，8，9月）の降雨
量を纏めて，抽出した氾濫域の検証に利用した．
2） 中国1 kmメッシュ土地利用データ
「中国国家資源環境のリモートセンシングマクロ

調査と動態研究」と「国家基本資源・環境のリモー
トセンシング情報動態サービス体系の設立」の2つ
のプロジェクトにより作成された中国1 kmメッシュ
土地利用2000年代（1996～2000年）データは25個
の空間レイヤをもち，1つの空間レイヤが一つの土地
利用タイプを表す．このデータはランドサットTM

画像の判読により作成されたものであり，1 kmメッ
シュ中の当該土地利用レイヤの被覆率（％）の値を
持っている．ここでは抽出された耕地面積の空間分
布を検証するため，水田と畑のレイヤを使用した．
3） 水情年報

中国水利部のホームページに搭載された水情年報
（中華人民共和国水利部，1998）は年ごとに中国の大
河川における水状況の異常（氾濫状況など）につい
て記述している．1998年からの情報が利用可能であ
り，2007年までの資料をホームページから収集した．
1998年の洪水に対しては松花江について詳細な記述
があった．本研究では抽出した氾濫域の検証情報と
して利用した．

Ⅳ．研究手法

1．耕地面積の抽出
耕地の水害リスクを明らかにするために，研究対

象地域の耕地を抽出する必要がある．李ほか（2011）
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はNDVIとNDWI（Normalized Difference Water Index）
の季節変化（フェノロジー）に基づき水稲を抽出す
る条件を求め，三江平原の水田面積およびその経年
変化を求めている．三江平原の作物は主に水稲，ト
ウモロコシ，大豆，小麦であり，播種時期はほぼ同
じ（5月下旬）で，収穫時期もほぼ同じ（9月下旬）
である．作物の成長パターン（フェノロジー）も類
似しており（ほぼ8月中旬頃に作物の葉が全展開），
一年一作である．よって，作物の成長パターンを耕
地・林地・湿地・草地の四つに纏め，衛星データに
よるフェノロジーによる分類・抽出を試みた．
図−2は，2000年のNDVIデータによる土地タイプ

ごとのフェノロジーを表す．エラーバーは各旬の各
土地被覆における標準偏差である．ほぼ各旬にて林
地のNDVI値が最大であること，草地と湿地のNDVI

が区別しにくいこと，耕地が15～17旬で他の三つ
の土地タイプのNDVIより著しく小さいことがわか
る．それは15～17旬における作物が播種から展葉
にいたる成長期であるからである．よって，15旬に
おける耕地は植生被覆がないが，草地・湿地・林地
は植生に被覆されている．その後の作物生長の差別
より，NDVIの差違が小さくなるため，ここでは，15

旬のNDVIを使って，耕地の抽出に使用することに
した．

2．氾濫域の抽出
水のスペクトル特性は近赤外で吸収が強く，緑で

反射が強い．よって水域を抽出する際に，この二つ
のバンドを使用することができるが，使用する衛星
データの時間分解能が長い場合（SPOT VGTは10

日），洪水氾濫の正確なタイミングを抽出することは
難しい．また，植生に覆われた湛水域（以後は一括
して“氾濫域”と呼ぶ）の抽出も困難である．しか
し，水害の発生により，植生が影響を被るとNDVI

値が正常時より小さくなることが予想される．また，
災害後も植生に対する影響が残存するため，NDVIの
時系列から洪水氾濫を同定することができる．

Shrestha et al.（2013）は研究地点における13年間
のNDVIの中央値を正常の植生パターンとして，氾
濫年のパターンと比較することにより，洪水氾濫月
をよく抽出できることを示した．図−3は本研究地
域の四つの土地タイプにおける植生の1998～2011

年のNDVIの平均値と洪水年であった1998年の耕地
のNDVIの季節変化を示す．春季の作物成長に従っ
て，NDVIは作物の葉が全て展開する8月上旬前に上

昇し，その後に低下することが見られた．1998年は7

月下旬から8月下旬まで異常が発生しているが，そ
れと「水情年報」に記載された洪水の経緯における
松花江本流の記述とよく合致することがわかってい
る．そこで，平年からの偏差を用いて，8月上旬以前
では後旬が前旬より下がった場合，その後は前旬が
後旬より小さい場合を水害発生と判断した．ただし，
展葉前後（7月中旬～8月下旬）はNDVIの差違が小
さく，三江平原では虫害・干害がNDVIに影響を与
える場合もある．NDVIの微小な変化を水害と誤判
別しないように，洪水年であった1998年のNDVIの
異常値を参照してこの期間前後の旬における変化率
が11 ％より大きくなったら，水害による変化とし
て氾濫域と判断した．

なお，この方法は，氾濫が植生の生長に影響する
ことを利用するもので，本研究では耕地を主な対象
として検討する．他の植生被覆（林地，湿地，草地
など）の氾濫に対する応答は耕地と異なる可能性が
あるが，今後の検討課題である．

図－2　 三江平原の典型的な土地利用における2000年の
NDVIの季節変化パターン

Fig. 2   Seasonal NDVI patterns in typical land use categories 
in Sanjiang Plain in 2000.

図－3　 土地被覆ごとのNDVI経年平均値と1998年の耕
地のNDVIの季節変化

Fig. 3   Seasonal changes of average NDVI for land cover 
categories and arable land NDVI in 1998.
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3．ハザードマップの作成
本研究では，研究地域の氾濫履歴を用いて，各場

所の氾濫回数をリスクとして，ハザードマップを作
成することにした．具体的に下記のように計算した．

ここで，αは氾濫発生年数であるが，リスクを表
すと考えた．また iは各年，Nは画素ごとの氾濫発
生フラグを表す．Nは，平常年は0，氾濫域と認定
された年は1を与える．

画素ごとに求めたαは0～5の範囲に全体の85 %

が入るため，この範囲でリスクレベルを設定した．
14年間の画像を使っているため，α＝1，2，3，及び5

以上はそれぞれ“14年に1回”，“7年に1回”，“5年に
1回”，“3年以内に1回”に対応する．そこで，相対
的なリスクレベルを「氾濫なし」，「レベル1」，「レベ
ル2」，「レベル3」，「レベル4」の5段階に分類した．

4．資料調査
本研究では，ホームページ・参考文献を参照する

と同時に，Tencent社が開発したオンラインチャット
ソフト「QQ」（Tencent, 1998）を使って，三江平原
の30世帯の農家に聞き取り調査を行い，2011年頃の
農作収支情況について2013年8月に調査した．
「QQ」はチャットの相手の場所・年齢を選択する

ことができる．本研究では，中国ネットを利用する
人群を考慮して年齢は30～40代に設定した．聞き
取りを行った方の職業は全て農業であることを確認
した．母集団の代表性については検討の余地がある
が，聞き取り調査のための簡便法として使用した．

Ⅴ．結果 

1．耕地面積
図−4AにSPOT VGTの2000年第15旬のデータを

利用した耕地の抽出結果を示す．2000年における三
江平原の耕地は，西部では分散しているが，東部の
特に北東部では集中している．それは北東部に大規
模な国有農場があるためと考えられる（李ほか，
2011）．図−4Bは中国1 kmメッシュ土地利用データ
による三江平原の2000年の耕地状況である．分布状
況を比較すると，両者はよく一致しているように見
える．さらに，面積の検証のために2000年の黒竜江
省統計年鑑データと比較した．
図−5に選択した5市における耕地面積の統計値

と本研究による計算結果，及び中国1 kmメッシュ
土地利用データによる耕地面積を示す．なお，中国
1 kmメッシュ土地利用データは1 kmメッシュ内の
耕地の被覆率で表されているので，耕地の面積率が
50 ％を超えるメッシュを耕地と認定して面積を積算

図－4　 SPOT VGTによる2000年の耕地の抽出結果（A）
及び中国1 kmメッシュ土地利用データによる耕
地分布図（B）

Fig. 4   Comparison of spatial distribution of arable land 
obtained from satellite analyses using SPOT VGT in 
2000 (A) and 1 km-mesh land use data (B) in Sanjiang 
Plain.

図－5　 統計年鑑，中国1 kmメッシュ土地利用データ及
び衛星画像解析により得られた耕地面積の比較

Fig. 5   Comparison of arable land area obtained from 
statistical yearbook, 1 km mesh land-use data and 
satellite analyses.

図－6　1998年と2011年における耕地の変化
（A）1998年・（B）2011年・（C）耕地の増減

Fig. 6   Arable land obtained from satellite analyses in 1998 
(A) and 2011 (B), and their changes (C).
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した．図−5から三者はよく一致しており，本研究
による耕地の抽出結果は一定の精度を持つと言える．

抽出した1998年と2011年の耕地を図−6A, Bに示
す．三江平原における耕地面積は増加したが，平野
の南部山岳地帯及び穆棱河の下流（ウスリー川との
合流点付近）ではやや減少する結果となった．小三
江平原における松花江の下流及び平野への流入部分
の河道域で耕地が抽出されているが，Google Earth

（Google, 2006）によると平野への流入部における河
岸段丘や，下流のアムール川との合流点でも耕作の
痕跡が認められた．

2．氾濫域及びハザードマップ
1） 氾濫域の抽出

三江平原における洪水氾濫域を抽出した結果を
図−7に示す．1998年の洪水氾濫域が多いのは夏期の
嫩江，松花江における大洪水の発生による（Li et al. 

1999）．統計年鑑（黒竜江省統計局・国家統計局黒
竜江調査総隊，1999）によると洪水時期（7月～9月）
の降雨量は，鶴岡・双鴨山・ジャムス地域において
それぞれ453 mm，424 mm，429 mmであり，鶏西地域

（三江平原最南部）における降雨量は247 mmであっ
た．この時期の平年の降雨量はそれぞれ357 mm，
300 mm，296 mm，271 mmであり，平野内でも1998年
の降水量が多かったことがわかる．2004年の氾濫域
も大きいが，各地域の降雨量はそれぞれ413.3 mm，

161 mm，206 mm，223 mmであり，やはり平年値より
も大きかった．氾濫域分布を直接検証するデータは
ないが，画像（SPOT VGTとGoogleEarth時間スライ
ダ，およびLandsat画像を併用）の判読を行うと同
時に，Shrestha et al.（2013）の方法で任意の地点で
NDVIの季節変化を確認した．ここでは，例として
地点47°28'7.50"N, 131°38'18.21"E（図−7参照）の値
を使用し，14年間のNDVIの中央値とその地点の
NDVI値を比較した結果を図−8に示す．1998年およ
び2004年のNDVIの季節変化には明瞭な氾濫のシグ
ナルがあり，氾濫域として抽出されていると同時に，
画像判読結果とも整合性があり，本研究における氾
濫域抽出の精度を確認することが出来た．
2） ハザードマップ

式（1）に基づいて求めた三江平原における水害
ハザードマップを図−9（A）に示す．リスクが高い
地域は平野北西部の小興安嶺山脈，完達山脈の山麓
である．南東部の完達山脈の南東麓でもリスクが高
い．松花江およびアムール川に沿った平野も氾濫リ
スクが高いことがわかる．湿地は遊水機能が大きい
ため，洪水氾濫を緩和する可能性がある（室岡ほか，
2012）．倭肯河の流れにより形成された河谷平野と
穆棱河の中流部とナオリー河およびその支流の近傍
に湿地保護区があり（Wang et al. 2008），ほとんど洪
水氾濫していないこともわかる．
図−9（B）には耕作地の氾濫レベル分布を示した．

図－7　1998-2011年における洪水氾濫域の抽出結果
Fig. 7  Extraction of flooded area from 1998 through 2011. 



30 原著論文

J. Japan Soc. Hydrol. and Water Resour.Vol. 28, No.1, 2015

三江平原では，およそ8割の耕地面積が洪水氾濫の
リスクを抱えている．特に小三江平原の北西部では
降雨が集中する季節に，山地からの洪水が平野域で
よく氾濫することになる．このため，穆棱河と完達
山山脈の谷部における農業は非常に厳しい．河川の
近傍は耕作地としてよく利用されているが，河川の
豊水期には氾濫のリスクが高まる．三江平原内で耕
作に最適な場所は，すでに耕作地として利用されて
いる．

3．農家の経済収入状況及び利農政策
三江平原の主要作物である水稲とトウモロコシの

2011年の耕作収支情況から農家の経済収入の特徴を
説明するために，30世帯からの聞き取り結果を纏め

たものが表−1である．食糧買取価格を上げる政策
（Wang et al. 2008）の下で農業の収益率（収入 /支出）
は非常に高く，およそ必要経費の3倍となっている．

図－8　抽出された氾濫域の検証（位置は図−7に示す）
Fig. 8  Verification for extraction of flooded area in selected point portrayed in Fig. 7.

図－9　三江平原の水害ハザードマップ
Fig. 9  Hazard map for flood in Sanjiang Plain.

Category Corn Rice

Expenses

Seed (yuan/a) 60 56
Pesticide (yuan/a) 160 80
Fertilizer (yuan/a) 290 20

Manpower cost (yuan/a) 56 620
Irrigate cost (yuan/a) 10

Total (yuan/a) 566 786

Income
Price (yuan/kg) 2.12 5

Per-mu yield (kg/a) 1200 600
Total (yuan/a) 2544 3000

Income rate 349.47 % 281.68 %

表－1　農業の収益率表
Table 1  Income and expenses related to agriculture.
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現行の農業政策として，1980年からの農業用地の
使用契約期限の延長，2003年からの作物の種別ごと
の補助金の付与，2004年からの農業税の免除，2006年
からのディーゼル燃料・肥料・農薬・農機の購入に
対する補助金，といった政策は農民の耕作意欲の向
上に役立ったことがわかる（Wang et al. 2008）．

Ⅵ．考察

中国1 kmメッシュ土地利用2000年データによる
と，農業用地以外に氾濫リスクの少ない場所は，ほ
ぼ湿地と林地である．Li et al.（1999）による1998

年の洪水に対する分析では，嫩江・松花江で氾濫し
た原因について，耕地の開拓が森林及び湿地の減少
に結びついたためと述べている．そこで，1998年と
2011年の耕地面積の変化について，水害リスクとの
関連性について検討した．

1．耕地面積減少域
図−9（C）に1998年と2011年の間で耕地面積が変

化した範囲（図−6C参照）の水害リスクマップを示
した．耕地面積が減少した場所は地形により2つに
わけて考えることができる．
1） 山地域

平 野 の 西 南 部 は 山 地 で あ る が，Google Earth

（Google, 2006）を利用して，耕地が減少した場所が
林地となっていることを確認した．これは2000年以
降の黒竜江省の“退耕還林”政策に関わると考えら
れる（王，2005）．
2） 沖積平野

小三江平原の松花江・アムール川の近傍及び穆棱
河と完逹山の谷部の間において耕地が減少した場所
は作成したハザードマップによると洪水氾濫が起き
やすい領域である．黒竜江省政府は“退耕還湿”政
策を実施しているが（Wang et al. 2008），ナオリー河
及び支流の七星河で耕地が減少した領域は国家の湿
地保護政策に関わる可能性が高い．

2．耕地面積増加域
図−9（C）に示した耕地面積が増加した領域は沖

積平野に相当している．耕地面積が増加した場所に
おける水害リスクの特徴は下記のようにまとめら
れる．
1） 水害リスクのない場所

倭肯河による形成される河谷平野及び穆棱河によ

り形成される沖積平野にて水害リスクは0であった
が，この地域では耕地面積が増加している．
2）  河川近傍における相対的に水害リスクが小さ

い場所
小三江平原にて，耕地の増加域は減少域よりも相

対的に水害リスクが小さい場所であることが認めら
れる．
3） 水害リスクが高い場所

松花江が平野へ流入する場所，およびその下流の
河道にて耕地面積の増加が認められる．この地域は
大都市が近く，高速道路により生産物の輸送も容易
である．表−1にまとめたように，大きな経済の収
益率は水害リスクがある場所でも耕地面積増加の動
機になる可能性が高い．そして現在，実施中の農村
政策も農民の負担を減軽し，それによってもたらさ
れるのは農民の耕作に対する意欲を大きく上げるも
のであり，耕地面積を増やす一因となる（Wang et 

al. 2008）．また，農業保険の実施は災害の被害を受
けた農業を援助することと同時に，リスクが存在す
る場所で耕作を行う動機を高めた可能性もある．

Ⅶ. まとめ

三江平原は中国国内でも著名な食糧生産基地であ
り，食糧生産量は中国の上位を占める．しかし自然
災害の影響を受けやすく，特に水害に対する脆弱性
が大きい．

本研究では，衛星リモートセンシングにより耕地
の分布を確認した．2011年の耕地面積は1998年と比
較して増加し，増加した耕地の一部は水害リスクの
高い河道にも及んでいた．

洪水氾濫時の湛水による植生指標の変化を利用し
て1998-2011年の氾濫域を抽出し，氾濫の履歴に基
づく研究地域の水害ハザードマップを作成した．結
果として現有の耕地のおよそ8割が水害のリスクを
有していた．水害リスクが小さな場所は全て耕作に
使用されていたが，食糧増産のための湿地・林地の
開拓が生態環境を破壊すると同時に，水害ももたら
してきたといえる（Li et al. 1999）．

三江平原において耕地面積を減少させる駆動力は
厳しい自然環境だけではなく，政府の政策，すなわ
ち“退耕還林”，“退耕還湿”政策の効果が考えられ
る．一方，耕地を増やす原因としては，農家が農業
保険及び利農政策で支えられていることと，都市，
高速道路との近接性といった地理的な優位性が収益
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につながるため，耕作の熱意が上がったことが考え
られる．洪水リスクが少ない地域では耕地面積は増
加していた．

本研究では，現有の耕地の水害リスクを確定した
上で，さらに，潜在的な水害リスクに対する要因も
検討した．次の課題は本研究の成果の現場への実装
である．
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Sanjiang Plain is an important food product base in China. Actually, 75 % of its produced foods are exported 

to other areas. Because of the expansion of arable land in the Sanjiang Plain, wetland and forest areas have decreased 

rapidly. The environment tends to flood, which further reduces food production. There are few facilities to control 

floods. Some embankments and dams are under construction, but they are not helpful. Flood risk analysis is a 

method for avoiding the disasters effectively in advance. To ensure the increase and the security of food production, 

the distribution of potential flood risk in the Sanjiang Plain is analyzed. As a result, first, the flood risk is known to be 

higher in the plains along the river and at the foot of Xiaoxing'an Mountain Range and the Wanda Mountain Range. 

Secondly, approximately 80 % of the arable land area in the Sanjiang Plain is at risk of flooding. Places suitable for 

cultivation have already been used. Finally, based on changes of arable land area and flood risk, potential flood risk 

factors are discussed.

Key words : NDVI, Sanjiang Plain, arable land extraction, flooded area, hazard map


