2015 年ネパール・ゴルカ地震による被害の特徴
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Abstract
Nepal-Gorkha earthquake of magnitude 7.8Mw occurred on 25th April, 2015. The epicenter was located at
Barpak village of Gorkha district, about 77km northwest from Kathmandu, at an approximate depth of 15km.
The main quake was followed by series of aftershocks. The major aftershock of magnitude 7.3Mw occurred on
12th May in the Dolakha district, about 75km eastward from Kathmandu. OYO Corporation dispatched the
investigative team to study seismic damage due to the earthquake. Damage investigation was carried out from
July 13th to July 20th and November 2nd to November 8th, 2015. The survey focused mainly on Kathmandu
valley and Sindhupalchok district. The earthquake triggered a large scale slope failure along the left bank of the
Kali Gandaki River, near Baishari village. Small to medium scale slope failures were dominant in the
mountainous area of Sindhupalchok, and most slope failures were observed along the bedding plane. Also, rock
falls consisting of massive boulders were observed in terrace deposits. One of the main reasons of such failure,
is the fragile rock type of the Lesser Himalayan metasedimentary zone working in accordance with the lack of
slope stability. Damage investigation shows the majority of damaged houses were constructed of adobe and
stone masonry. Damages to Reinforced Concrete (RC) buildings were observed to be relatively low. In Chautara
of Sindhupalchok and Gongabu area of Kathmandu, significantly damaged RC buildings were also observed.
The main reason of such damage to RC buildings is considered to be an effect of topography, ground motion
amplification by subsurface lithology, and unbalanced building structure.
Keywords: Nepal-Gorkha earthquake, landslide, housing damage, Lesser Himalayan Metasediments, characteristics of ground
motion amplification by subsurface lithology.

要 旨
2015 年 4 月 25 日にカトマンズ（Kathmandu）の北西約 77km のゴルカ（Gorkha）郡 Barpak 村付近を震央とする震源深
さ約 15km，モーメントマグニチュード（Mw）7.8 の地震が，さらに 5 月 12 日にはカトマンズ東方約 75km の Dolakha
郡で Mw7.3 の最大余震が発生した．著者らは，これらの地震による被害実態と地質状況を把握するため，2015 年 7 月
13～20 日と 2015 年 11 月 2～8 日に現地調査を実施した．調査範囲は，主としてカトマンズ盆地とその東側の
Sindhupalchok 郡である．斜面崩壊については，地震による大規模な深層崩壊が Baishari 付近のカリ・ガンダキ（Kali
Gandaki）川左岸で認められたが，多くは小規模な崩壊であった．斜面崩壊の多くは，流れ盤の片理面に沿った崩壊で
あるが，一部は受け盤の崩壊も見られた．また，段丘堆積物の巨礫の崩壊も見られた．多数の斜面崩壊が発生した大き
な原因は，レッサーヒマラヤ・メタ堆積岩類（Lesser Himalayan Metasediments）の脆弱な地質と，地質性状に応じた斜
面対策がほとんど行われていないことにあると考えられる．一方，建物被害は，多くが石やアドベ（日干しレンガ）の
組積造建物であり，柱や床を鉄筋コンクリートで壁をレンガで造る建物（RC 枠組レンガ壁建物と称する）の被害は比
較的少なかった．ただ， Chautara や Gongabu では，RC 枠組レンガ壁建物に顕著な被害が見られた．その原因として，
地形の影響，表層地盤の地震動特性，建物の構造的要因の影響が考えられる．
キーワード：ネパール・ゴルカ地震，斜面崩壊，建物被害，レッサーヒマラヤ・メタ堆積岩類，表層地盤の地震動特性
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1. はじめに

2. ネパールの地形・地質

2015 年 4 月 25 日午前 11 時 56 分（現地時間）
，ネパ

2.1 ネパールとヒマラヤの地形概説

ールの首都カトマンズ（Kathmandu）の北西約 77km の

ネパールは地形的には，ヒマラヤ山脈および中央部丘

ゴルカ（Gorkha）付近で，震源の深さ約 15km，モーメ

陵地帯と，南部のタライ平原（ガンジス平野 Gangetic

ントマグニチュード（Mw）7.8 のプレート境界（衝上断

Plain:ヒンドゥスターン平野のガンジス川流域部）を含

層）地震が，さらに同年 5 月 12 日午後 0 時 52 分（現地

み，最低所は標高 70m）からなる．ヒマラヤ山脈は，イ

時間）には，カトマンズ東方（主震の震源域東端付近）

ンド亜大陸とチベット高原を隔てている無数の山脈か

で Mw7.3 の最大余震が発生した．周辺国を含めて約

ら構成される巨大な山脈で，広義には周辺のカラコルム

8,900 名（2015 年 6 月現在）の死者を始め甚大な被害が

山脈・ヒンドゥークシュ山脈・天山山脈・崑崙山脈など

生じた．著者らは 2015 年 7 月 13～20 日に地震による斜

を含む．14 峰の 8,000m 級ピークがあり，7,200m 以上の

面災害や建造物被害状況等を把握するための現地調査

山が 100 峰以上発達する．狭義のヒマラヤ山脈は，西の

を，11 月 2～8 日に地質及び被災・復旧状況について調

ナンガ・パルバット（パキスタン）から，東のナムチャ

査を行った（図 1）
．いずれも短期間のルートサーベイ

バルワまで 2,400km に及ぶ地域を指す．地形的には，緩

に 限 定せ ざ るを 得 なか った が ， 8 月時 点 で GEER

やかな弧を描いて並走する 3 つの山脈（南から北へサブ

（Geotechnical Extreme Event Reconnaissance）による報

ヒマラヤ（Sub Himalaya）（外ヒマラヤ．標高 900m 前

1）

が刊行されており，その他の報告を踏まえ，著

後～1,200m）・レッサーヒマラヤ（Lesser Himalaya）（小

者らによる現地調査結果を中心に，地震による被害状況

ヒマラヤ（Lower Himalaya）．標高 2,000～5,000m）・

とその特徴について述べる．

高ヒマラヤ（Higher Himalaya(s) )（大ヒマラヤ（the Great

告書

Himalayan Range）.標高 6,000m 以上）からなる．

中国（チベット自治区）
カリ・ガンダキ
（Kali Gandaki）
Sindhupalchok 郡内

ポカラ
（Pokhara）
インド

カトマンズ盆地
(Kathmandu valley）

(青線はネパール国内の行政区域境界)

調査地

図 1 調査位置概略図

中国（チベット自治区）

：2015 年 4 月 25 日に発生した
ネパール地震(Mw7.8)の震央

インド

：2015 年 5 月 12 日に発生した
最大余震(Mw7.3)の震央

図 2 ネパールの地質略図（酒井 3）を簡略修正）
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最も後に形成されたサブヒマラヤは，シワリク山地と
も呼ばれ，ヒマラヤ山脈の成長に伴って生じた土砂の流
出物，いわゆるモラッセによって形成されている．北端
で主境界スラスト（Main Boundary Thrust: MBT）によっ
て，より古いレッサーヒマラヤと境される．
今回の調査対象地域を含むレッサーヒマラヤは，主に
標高 5,000m 以下で，南縁の 1,000～2,500m の山地地域
はマハーバーラト山地(Mahabharat Lekh)とも称され，
構造的にはポップアップと見なされている．
最も北にある高ヒマラヤは，サガルマタ（エベレスト）
8,848m を始め 6,000m 以上のピークを多数有し，
最も形
成年代が古い．
図 3 シワリク山地を横断する峠沿いのシワリク層露

2.2 ネパールの地質概説
ネパールの地質は，大略地形に対応した地質区分をな

頭（Hetauda 南方）

2)

し，以下，1/1,000,000 ネパール地質図 ほかの既存資料
を要約し，著者らの観察結果を付記する（図 2 参照）．
(1) ガンジス平野
最新のヒマラヤの隆起に起因する第四紀更新世以降
の沖積（河成）堆積物からなり全層厚は 1,000ｍ以上に
達する．いわゆる Main Frontal Thrust（MFT，主前縁ス
ラスト)が，平野北縁を画する．
(2) サブヒマラヤ
いわゆる前ヒマラヤ（シワリク山地）で，新第三紀（中
期中新世・鮮新世）ないしそれ以降（最上部は第四紀更
新世）のモラッセ堆積物（シワリク層）からなり，積算
層厚は 6,000m 以上に達する．MBT に沿って，北側のよ
り古いレッサーヒマラヤを構成する岩石・地層によって
図 4 典型的なシワリク層のモラッセタイプの礫

オーバースラストされている．シワリク層は，頁岩・砂
岩・泥岩・礫岩などの堆積岩からなり，多くの陸成の脊

による顕著な変状は見られなかった．Dun 盆地には，第

椎・無脊椎動物や木片化石を産出することで知られる．
インドからカトマンズへの主要幹線道路である東西

四紀の沖積堆積物が分布する．

高速道路 East West Highway の Bharatpur-Hetauda (カト

(3) レッサーヒマラヤ

マンズの南西約 50km)間では，道路が地層の走向とほぼ

高ヒマラヤの前縁をなす北西―南東性の山地で，

平行なためシワリク層上部の層理の不明瞭な泥岩～シ

MBT と MCT（Main Central Thrust,主中央スラスト（衝

ルト岩が単調に続く．MBT によってその下盤に位置す

上断層)）に挟まれた幅 60～100km の地帯である．以下

ることから経験的に地震の揺れが小さいことが予想さ

の変成を受けた堆積岩類や結晶質岩類から成る．カトマ

れ，事実ルート沿いでは顕著な変状は見られなかった．

ンズ盆地は，この地帯に位置する．

また，Hetauda から南方の国境近くの Birgunj に向かう

a） レッサーヒマラヤ・メタ堆積岩類（Lesser

南北の道路はシワリク山地を横断し，峠付近でその上部

Himalayan Metasediments）

を開削している（図 3）．そこでは，道路面から上位に

主に強く褶曲したメタ堆積岩類で，クリッペをなす大

シワリク層を代表する 10m 厚の淘汰の良い礫岩層（図 4．

ヒマラヤの古生層等によって覆われている．下位から，

平均礫径 10cm 以下，一部ラミナが発達），ヒアタス（小

以下の３つに層序区分される．

規模な堆積時間間隙）を示唆する垂直なクラックが著し

① Kuncha Group

く発達するシルト層（2m 厚），層状シルト層（2m 厚），

主に先カンブリア界の厚く単調な層相を呈するフリ

更に前者と同様な淘汰の良い礫岩層（約 2.5m 厚）が重

ッシュ様岩層（層状片岩・千枚岩・メタ砂岩）で，部分

なる．また，さらに峠を南方に数 km 下った地点の下位

的に浅海性の珪岩層を挟み，塩基性のシルや岩脈が併入

層準では，黒色粗粒（一部細礫質）の塊状硬質な砂岩（不

している．カルカッタから西方に向かう東西性道路の

明瞭なクロスラミナが発達）が分布し，いずれも浅い水

Kurintar 東方（カトマンズ西方約 70km）～Mugling（カ

深下での堆積を示唆する．この南北ルート沿いでも地震

トマンズ西方約 100km，南方への道路分岐点）では，片
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30km に位置する Malekhu 付近で Trishuli 川沿いの急峻
な崖面が崩壊している．暗色部は過去に崩壊した跡で，
今回の地震による崩壊は明色部を呈し区別される．
Malekhu から北方への分岐（Dhadingbesi へ向かう）沿
いでは，各種の堆積構造により逆転が認められる砂岩層
（N55-60°E, 50-55°W）が分布する（図 6）．
③ Tansen Group
古生代二畳・石炭紀から新生代新第三紀中期中新世に
至る砕屑岩類（部分的に石灰岩層を挟在）からなるが，
分布は調査地外なので詳細は割愛する．
b) Lesser Himalayan Crystallines
カトマンズナップを構成するカトマンズコンプレッ
図 5 カリ・ガンダキ（Kali Gandaki）川右岸の Kuncha

クスは，先カンブリア界～中部古生界から成る．以下の
２つのグループに区分される 4）．

Group 千枚岩．

① Bhimphedi Group
先カンブリア界の堆積岩起源の変成岩で，主に結晶片
岩（緑色片岩）や硅岩から成り，結晶質石灰岩をわずか
に挟在する．部分的にミグマタイト化したり，片麻岩化
している．花崗岩が貫入している．Higher Himalayan
Crystallines に相当する．
② Phulchauki (Phulchoki) Group
上部は，前期～中期古生代の化石（海百合や三葉虫）
に富んだ石灰質岩で，珪質～粘土質堆積岩類が付随する．
下部は，砕屑性～わずかに変成した岩石（千枚岩・珪岩・
シルト岩）から成る．Bhimphedi Group を不整合で覆う．
c) 火成岩類
古生代オルドビス紀の電気石を伴う複雲母花崗岩，主
図 6 砂岩層に発達するリップルマーク

に Kuncha Group 内（部分的には Nawakot Group 内）に
分布する先カンブリア紀と古生代の眼球片麻岩と複雲

理の発達した層状結晶片岩やメタ砂岩が分布する．震央

母花崗岩及び Kuncha Group 内の先カンブリア紀の霞石

付近のゴルカ南方 20km ほどの本層分布域では，特段の

閃長岩などが分布する．

変状は見られない．カリ・ガンダキ付近の千枚岩は，片

(4) 高ヒマラヤ
Higher Himalayan Crystallines とそれを覆う Tethys 堆

理面の構造は乱れ，
高角度で斜交する．割れ目が発達し，
破断面沿いに風化が進み褐色を呈する（図 5）．

積岩類が分布する．また，Mustang 周辺に鮮新～更新統

② Nawakot Group

が分布するが，調査地域外なので詳細は割愛する．

先カンブリア界～下部古生界から成る．主に浅海性の

a) Tibetan Tethys Sediments/Tibetan sedimentary

堆積岩類で，下部は砕屑岩類（千枚岩・砂岩・珪岩・石

Zone

灰質砂岩）が卓越し，上部はストラマトライト石灰岩や

古生界は，化石に富んだ上部カンブリア系～二畳系の

黒色頁岩から成る．塩基性のシルや岩脈が併入している．

堆積岩類から成る．中生界は，主に浅い陸成堆積岩類で

カルカッタから西方に向かう東西性道路の Baireni（カ

ジュラ紀の石灰岩は，アンモナイトや矢石を産出する．

トマンズ西方約 40km．MCT 通過位置）～Malekhu～

分布は，調査地域外なので詳細は割愛する．

Kurintar 東方間に分布する Nawakot Group は，主に泥質

b) Higher Himalayan Crystallines

岩からなり，一部柘榴石を含む．本ルートは，Trishuli

5～10km 厚の先カンブリア紀基盤をなす高度変成岩

川に並走し，川沿いの山麓斜面には多数棚田が作られて

で，片麻岩・珪岩・結晶質石灰岩（大理石）などを含む．

いる．棚田には旧期地すべり様堆積物を開削したものと

上部では，ミグマタイトや花崗岩質片麻岩が卓越する．

風化した基盤を直接開削したものがあるが，道路沿いに

新第三紀中新世の電気石を伴う leucocratic 花崗岩が分

遠望する限り両者とも顕著な断層変位や大規模崩壊な

布する．上述したカルカッタから西方に向かう東西性道

どの変状は見られない（ごく小規模な変状は復旧された

路の Naubise～Baireni 間にも結晶片岩が分布するが（図

可能性もある）．主震の震央に近い Gorkha の南東約

7，8），小規模なものを除いて大規模な崖面の崩壊は見
40

2015 年ネパール・ゴルカ地震による被害の特徴

図 7 Higher Himalayan Crystallines からなる崖の小規模

図 8 共役な小断層の発達する結晶片岩（図 7 の近接写真）

な崩壊（Balephi）

図 9 ネパールの模式地質断面図（酒井 3））
られず，本岩からなる小尾根を開削した棚田にも顕著な

間にあったテーチス海を完全に閉鎖した．これらの海成

変状は見られない．

貝化石を含む堆積岩類は相対的に比重が軽かったので，

Balephi 付近の結晶片岩に片理面 N70°E,40°S 石英脈の

海洋プレートの下には沈まずにヒマラヤ山脈を形成し

発達する部分もあり，比較的新鮮だがほぼ垂直な節理の

た．現在でも IAP は 67mm/年の速度で北上しており，

発達も著しく崩壊しやすい．

今後 1,000 万年の間でアジア大陸に向って 1,500km 移動

2.3 ヒマラヤ地域のテクトニクス概説

す るだろ うと 考えら れてい る． この動 きのう ち 約

ヒマラヤ山脈は地球上で最も形成年代の新しい大山

20mm/年の分は，ヒマラヤ山脈の南正面部を短縮する

脈の一つである．プレートテクトニクス理論によれば，

ことによって費消されるが，結果として約 5mm/年の隆

ヒマラヤ山脈はインド・オーストラリアプレート（IAP）

起上昇が発生し，ヒマラヤ山脈をテクトニックに活発化

とユーラシアプレート（EUP）両プレート間の沈み込み

し，この地域は地震の多発地帯となっている．

で起きた大陸同士の衝突（中生代後期白亜紀(約 7,000

ヒマラヤ各帯を画する，ないしその内部を細分する西

万年前)に開始）による造山運動から生じた．IAP は

北西―東南東性のスラスト群は，地下深部に行くにつれ

15cm/年の速度で北上し EUP と衝突した．新生代古第

てさらに傾斜を減ずるリストリック断層の性質をもち，

三紀始新世（約 5,000 万年前）になると，IAP の速い動

大部分（Chandragiri 断層を除く．後述）が主前縁断層

きによって海底の堆積層が褶曲隆起し，また周縁部には

（MFT）に収れんしていくと推定されている．

火山活動が活発化しインド亜大陸とユーラシア大陸の
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2.4 カトマンズ地域の地形・地質概説
(1) カトマンズ地域の地形概説
カトマンズ盆地（峡谷）は，中央ヒマラヤや周囲の標
高 2,500～3,000m 級の山々に囲まれている平均標高
1,340m の山間盆地（南北を東西性の活断層で画された
構造盆地．湖成）である．盆地の大きさは東西 30km，
南北 25km で，全体の面積は約 650km2 で，谷底面積は
約 400km2 である．本盆地は小ヒマラヤの中部に位置し，
南をマハーバーラト山地（Mahabharat Lekh）で，北を
図 11 河岸段丘が発達し，低地に水田が広がるカトマンズ

シバプリ山地（Shivapuri Lekh）で境される．Likhu Khola

盆地南部遠景（Khokana）

（注：Khola はネパール語で
「小さい川」
の意味）と Shindu
川（標高 600～1,300m）が，シバプリ山地を大ヒマラヤ
から隔てている．盆地周辺の山々から流出する約 10 の

(2) カトマンズ地域の地質概説

支流は，盆地中央でバグマティ（Bagmati）川に合流し，

a) カトマンズ盆地周辺の基盤岩類

谷の南縁の最低高度となる標高約 1,200m 地点でマハー

カトマンズ盆地は，一部上述したようにカトマンズ・

バーラト山地を切って，ガンジス平野に流下する．バグ

コンプレックスに属する変成岩ナッペとその上位に載

マティ川は，カトマンズ盆地から唯一流出する河川で，

る化石に富んだテーチス堆積岩類から構成されるカト

河岸段丘が発達する．河川周辺は水田となっており，地

マンズ・ナッペ上に位置する．両グループの全層厚は，

震時に液状化現象が生じたとのことであった（図 11）
．

13km に達する．カトマンズ峡谷の北斜面は，主に片麻

川の集水域は，カトマンズ峡谷の内部斜面に限定される

岩・片岩質花崗岩から成るが，他の斜面や峡谷中央部で

ことから，盆地充填堆積物（basin-fill sediments）は，川

は弱変成を受けた Phulchauki Group から成る．
Bhimphedi

の周囲の山地地域のみから供給されることになる．シバ

Group と花崗岩体は，カトマンズ峡谷の分水界の外側で

プリ山地の南山麓では，顕著な沖積扇状地と湖成段丘が

南方に露出する．従って，盆地充填堆積物の源岩は，

発達する．マハーバーラト山地北斜面では，幾つかの沖

Phulchauki Group と Shivapuri 注入コンプレックスに限定

積扇状地性段丘が分布する．

される．

盆地内は，河岸段丘が発達し，古い順に高位段丘・ゴ

b) カトマンズ盆地内の被覆相（鮮新統～第四系）

カルナ段丘（Gokarna Terrace;標高 1,350～1,390m）
・テ

盆地底の基盤（盆地南部では，孤立した基盤岩塊が幾

ィミ段丘（Thimi Terrace；標高 1,330～1,340m）
・パタン

つか散在して露出する)を不整合で覆って以下の第四系

段丘（Patan Terrace；標高 1,300～1,320m）に区分される．

（一部鮮新統）が分布する．従来，研究者によって区分

後三者には，各々さらに幾つかの小段丘面が識別される．

が異なることが多く，また盆地南北部で対比が必ずしも

高位段丘は，盆地南縁の一部に発達するのみで，これは

明確でないが，ここでは，主に最近の記述 6),7)に依拠す

マハーバーラト山地の隆起に関連すると解されている．

る．なお，カトマンズ市中央部におけるボーリングデー

この他，盆地周縁の山麓端には沖積コーン（Alluvial cone）

タでは，約 550ｍ地下で基盤岩に達している．峡谷の南

が，河流沿いには現世の氾濫原が発達する

5）

.

部では，堆積物の層厚は 457m 以上であった．

図 10 カトマンズ盆地（Swoyambhu より望む）
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2015 年ネパール・ゴルカ地震による被害の特徴
① Tarebhir 層及び相当層
主に盆地南部に分布し，最下位のいわゆる基底礫岩で，
Tarebhir Basal Gravel 8) や Basal boulder bed 9)に相当する．
従来は，次の Lukundol 層の下位メンバーに区分されて
いたⅠ・Ⅱ部層 5),10)ないし下部層 11)に対比され，盆地中
央部では Bagmati 層に対比される 12)．盆地北縁のごく一
部で，基盤上に不整合で載り，かつトクハ（Tokuha）層・
ゴカルナ（Gokarna）層に不整合で覆われる Dhamastali
層が分布する．これも，盆地南部の Tarebhir, Lukundol,
Itaiti 層に漠然と対比されている 12)．
② Lukundol 層
従来鮮新世とされてきた 5)が，後期鮮新世～中期更新

図 12 Sono 川沿いの崖を構成する Itaiti 層

世初期の地層とみなされるようになってきた．さらに，
最近の鮮新世～更新世境界の見直し（約 258 万年前）で
再検討されるべきである．ほとんどが前期更新世に相当
する可能性が高い．基盤の先カンブリア紀層に不整合で
重なる基底礫の上に褐鉄鉱層を挟み（一部指交）
，珪藻
などの微化石を含む弱固結の粘土・シルトからなり，扇
状 地性の 基底 礫部層 （厚さ は変 化し， 最大厚 さ 約
350m）
・河成～湖成の褐鉄鉱部層（最大厚さ約 50m）
・
湖成のラミナシルト部層（厚さ 40m ほど）に細分され
るが，全体的に同時異相を呈する．中部の主体をなす有
機物に富む黒色粘土質堆積物は Kalimati clay （後述）
と称され，盆地中央地下で層厚を増す．盆地南部の
図 13 ティミ（段丘堆積）層の採砂場露頭

Chapagaon 村近くで小分布するほか盆地底下に広く分
布する．従来の Lukundol 層 5), 10)のうち，Ⅰ・Ⅱ部層を
除いたⅢ～Ｖ部層（Ⅵ・Ⅶ部層は不詳）に対比される．
また， Kaseri -Nayankhandi Lignite 及び Nakhu khola
Mudstone 8)，Lukundol 層中部層 11)に相当する．
③ Itaiti 層
盆地北部では層位的には Lukundol 層の上位に位置す
るが，既存資料からは両者の関係は未詳（部分的に堆積
間隙がある）
である．
年代的には，
Lukundol 層と Itaiti 層
の境界は約 97 万年前 13)とされている．盆地南部では砂
と泥の細かい有律互層をなす Sunakothi 層（Kalimati 層
の上位）の上位に部分的に浸食境界をもって重なる．ま
た，
盆地内での対比も不明確で
（オンラップ・指交関係）
，

図 14 上記図の近接写真(各種ラミナの発達が著しく

段丘面（堆積物）
（Pyangon Terrace, Chapagaon Terrace,

浅い湖域での著しい流向変化を示唆する)

Boregaon Terrace）とその給源である地層（ゴカルナ層・
ティミ層・パタン層など）との関係も不明確である．
パタン（Patan）の南南東約 15km の Kodku 川支流の

達したシルト層が重なる．図 12 中央左の小崩落は，村

Sono 川沿いの崖では，シルトと細粒砂の不明瞭な互層

人への聞き取りで地震時に生じたものであるという．

をなす（図 12）．下位は平行ラミナが発達したやや灰色

④ ティミ（Thimi）層

のシルト層で，一部砂と互層する．露頭左部では，幾本

主に盆地北縁部に分布し，南部の Itaiti 層中部に対比

かの砕屑岩脈（EW, 80°N）が発達するが，それらの上

される．後期更新世（40,000～50,000 万年以上前）の湖

位に塊状灰色砂層が重なり，岩脈上部を頭切（truncate）

成～氾濫原上の河成堆積物である

している．すなわち，本層堆積時に何らかのテクトニッ

南東約 9km のティミ（Thimi）地域の採砂場の露頭（図

ク・イベントが想定されるが，１露頭だけでの観察であ

13）では，層状シルトや細粒～粗粒砂層の繰り返しから

り，指摘するに留める．さらに崖上部に垂直な節理が発

なり，全般に上述の電気石白雲母花崗岩由来と思われる
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白雲母片を多量に含む．砂層中には，クロスラミナの発

（Kathmandu Basin Group11））と総称される第四紀更新世

達が著しい部分があり（図 14）
，その他平行～波状ラミ

の側方変化の著しい泥質～砂質の未固結堆積物で，重力

ナも発達する．ここでは N20°E，0～5°E で，露頭上部

探査によれば 600m 以上に及ぶ 17)．このカトマンズ盆地

には 40cm 厚の黒色粘土層を 2 枚挟む．

を埋積する堆積物は大きく三層からなる．すなわち，下

⑤ Kalimati 層

部：網状河川堆積物，中部：泥質の湖成堆積物，上部：

盆地中央底では，ゴカルナ層・ティミ層・パタン層と

湖成デルタと河川の堆積物である．ネパールヒマラヤの

指交する厚さ 200m以上に達する有機質に富んだ黒色の

前縁をなすマハーバーラト山地が更新世中期（約 100

湖成粘土質堆積物を呈するカリマティ（Kalimati，注：

万年前）に隆起を開始し，北麓を流下した土石流堆積物

ネパール語で Kali は「黒」
，Mati は「粘土」を意味する）

や扇状地堆積物が古バグマティ川をせき止めた結果，古

層が伏在する

5),13),15),16)

カトマンズ湖が誕生したという 6),18).

．

粘土質堆積物の平均堆積速度は，400mm/千年と見積

(3) カトマンズ盆地及び周辺のテクトニクス概説
おおまかに複向斜（褶曲主軸は，Phulchauki（2,765m）

もられている．峡谷における天然ガスの発生は，地表下
の粘土質堆積物も豊富な有機質を含むことを示唆する．

と Chandragiri （2,550m）のピークを繋ぐ線上に位置す

また，盆地南部ではバグマティ川のやや離れた

る）をなす基盤（カトマンズ・コンプレックス）を切っ

（Lukundol 層分布域を介して）
両岸域などに分布する．

て発達すると推定される盆地底の西北西―東南東性の

⑥ 段丘堆積物

断層群は，カトマンズ盆地の形成や第四紀のテクトニク

盆地南縁：高位段丘堆積物は，上位に厚さ 5m 以上に達

スを構造規制していると思われる．即ち盆地北縁で更新

する風化赤色土を載せており，当該地域の隆起に起因す

世層を切る活断層（Kalphu 断層とか Kalphu-Dhan Khola

る最古の段丘であることを示唆している．下位より

断層と称されるが同一の断層）と盆地南縁を画す活断層

Pyangaon Terrace Deposit（5m 厚），Chapagon Terrace

（Chandragiri 断層，Chandragiri Thrust Fault（CF）や

Deposit（10m 厚）
，Boregaon Terrace Deposit に細分され，

Kathmandu south fault と称されるが同一の断層）である．

Lukundol 層 及 び 基 盤 岩 類 を 不 整 合 に 覆 う ． 主 に

後者は，盆地南方のマハーバーラト山地構成層がカトマ

pebble-cobble 大の石灰岩・メタ砂岩・千枚岩などの河成

ンズ盆地の第四紀堆積物に衝上するスラストで，他の並

の亜円礫から成る．Boregaon Terrace Deposit はシルトや

走するスラスト群と傾斜を異にし（南傾斜）
，それらと

砂の薄層を挟在する．

アンティセティックな位置にある．したがってこれによ

盆地北縁：カトマンズ盆地グループ最上部は，ゴカルナ

って，マハーバーラト山地は，北方のランプ上に位置す

層（河成～湖成のラミナの発達したアルコーズ砂・シル

るシバプリ山地（順序外衝上断層（out-of-sequence スラ

ト・粘土・ピートを主とし，厚さ 60m 以上で 2 枚の厚

スト）の上盤が断層折れ曲がり褶曲によって形成された

14

い泥層を挟む．年代は， C や古地磁気から 40,000～

ランプ（ramp）上にあると解釈されている）と同様にポ

50,000 年前程度の後期更新世後期）
・ティミ層（河成～

ップアップとみなされる．さらに両者間に位置する沈降

湖成のアルコーズ砂・シルト・粘土・ピート・礫．部分

域であるカトマンズ盆地は piggy-back 盆地とみなされ

的に小規模なクロスラミナやコンボリュート層が発達

ている．なお，Chandragiri 断層の平均変位速度は 1mm/

する．厚さ 40m 以上）
・トクハ層（およそ 30m．23,000

年と推定されており

－14,000 年前）
・パタン層（河成～湖成のラミナの発達

度分類で A 級上位に相当し，極めて活発であるといえ

したアルコーズ砂・シルト・粘土・ピート．30ｍ以上）

る．

からなり，ティミ及びパタン段丘堆積物は，各々基本的

（注：既存の衝上断層群を大規模に斜めに切る形でその

にティミ及びパタン層に，ゴカルナ段丘堆積物はトクハ

上盤側に後ろ方向に新たに形成される衝上断層（群）を

及びゴカルナ層に由来する．これらは，ほぼ水平に分布

順序外衝上断層（群）と称し，逆に古い断層の下盤側に

する．盆地北縁に広く分布するトクハ層は，従来ゴカル

つくられ前方向に次々と形成される場合に順序内衝上

ナ層の一部に相当させていたが，不整合関係でトクハ層

断層（群）と称し，その形状からピギーバック（おんぶ）

がゴカルナ層に載ることが明らかとなり新たに区分さ

piggy-back 型衝上断層（群）ともいい，それらの間に形

れた．いずれも上述のように泥・砂を主とし，一部礫層

成される堆積盆を piggy-back 盆地と称する．
）

19),20)

，これは日本の活断層の活動

を挟む類似した層相を呈する．
ティミ層は，ゴカルナ層下半部にオンラップし，14C

3. 地震動の特徴

年代値で 35,000－24,000 年前程度である．パタン層は，
ティミ層下半部にオンラップし，年代は 17,000－10,000

本震の震度分布図を図 15 に示す．この図は，アメリ

年前で，後期更新世最後期（～完新世最初期）である．

カ地質調査所（USGS）によるもの 21)であり，震度階は

⑦ 盆地充填堆積物

修正メルカリ震度である．震央はカトマンズの北西約
77 km に位置するゴルカである．このため，この地震は

カトマンズ峡谷は，カトマンズ盆地グループ
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2015 年ネパール・ゴルカ地震による被害の特徴
ネパール・ゴルカ地震と呼ばれる．図中に示す黒枠は，
本震の震源断層の概略位置を示す．修正メルカリ震度階
と気象庁震度階は，VI が 5 弱，VII が 5 強，VIII が 6 弱
に概ね相当する．VII 以上の強い揺れは，震源断層直上
で直線状に分布する．震源断層南端直上に位置するカト
マンズでの揺れは VII～VIII であり，やや強い揺れを示
す．なお，観測点のない領域の震度は推定値である．
図 16 は，東京大学地震研究所によるすべり分布 22)で
ある．カトマンズの北西に大きなすべりが分布する．カ
トマンズおよびその周辺の強い揺れは，この大きなすべ
りの分布域直上に位置する．ただ，図 15 に示した震度
分布では，カトマンズ盆地の東でも強い揺れが見られる

図 16 東京大学地震研究所によるすべり分布図 22) を拡

（観測点は 2 箇所．ともに場所は Chautara）
．これら観

大．黒いほどすべり量が大きい．オレンジ色の

測点の震度はともに IX であり，カトマンズより強い揺

★は本震，黄色の★は余震の震源位置を示す．

れを示す．この原因については，
今後の解明が待たれる．
図 17 にカトマンズ盆地内の強震観測点位置と，各観
測点における気象庁震度階および水平成分の最大加速
度（cm/s2）
（NS，EW 成分の最大加速度の大きい方の値）
を示す．カトマンズ盆地の縁辺部に位置する KTP を除
けば，カトマンズ盆地内の震度は概ね 5 強～6 弱と推定
される．また，最大加速度は 140～240cm/s2 程度と推定
される．震度に関しては，気象庁震度 5 強～6 弱は修正
メリカル震度で VII～VIII に相当し，図 15 に示した
USGS による震度分布と概ね整合する．図 18 に各観測
点における本震の加速度応答スペクトルを示す．加速度
応答スペクトルは，カトマンズ盆地縁辺部に位置する
KTP を除き，周期 3 秒以上の長周期が卓越する．前述
のように，カトマンズ盆地には泥質～砂質の未固結堆積
物が厚く堆積しており，その層厚は盆地中央付近で最大

図 17 強震観測点における気象庁震度と水平成分の最

600m 以上に及ぶ．各観測点における卓越周期は，盆地

大加速度（cm/s2）
．KANTP は USGS 観測点，そ

中央付近に位置する KATNP では約 4.5 秒と最も長く，

の他は北海道大学観測点．各観測点における震

盆地周辺部に向かうにしたがい短くなる傾向を示す．こ

度と水平成分最大加速度は高井ほか

のことから周期 3 秒以上の卓越周期はカトマンズ盆地

る．背景地図は Google Map.

23),24)

によ

の深部地下構造に起因すると考えられる．

震央

図 15 USGS による本震の震度分布

21)

．図中の点は観

図 18 各観測点における本震の加速度応答スペクトル

測点を，その色は震度を表す．Google Earth Pro

（減衰=0.05）. 高井ほか 23)に加筆．

を使用．画像は USGS．
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4. 斜面崩壊

の斜面は崩壊を免れている．また，地すべり対策工とし
て横ボーリング工の対策工も認められた（後述する図

4.1 調査概要

40，41）
．

(1) 調査箇所

(3) 調査および整理の方法

ネパール・ゴルカ地震に伴い，多数の斜面崩壊が衛星

調査では，ルート上の斜面崩壊箇所を対象に，崩壊・

1）

写真で確認されている（Hashash 他 ）
．斜面崩壊は，

変状状況，規模および地質等を調べた．また，それらの

高ヒマラヤ地域など広範囲で発生しているが，特にカト
マンズ東方の Sindhupalchok 郡で 6000 箇所以上の崩壊
が発生したと報告されている（Hashash 他 1））
．
今回の斜面崩壊調査箇所は，調査日数および交通状況
を踏まえ，斜面崩壊が多発した Sindhupalchok 郡とした．
また，ポカラ（Pokhara）西方のカリ・ガンダキ（Kali
Gandaki）川で天然ダムを形成した崩壊箇所の調査も行
った（図 1 参照）．
(2) ネパールの斜面対策状況
ネパールでは，斜面全体を覆うような十分な斜面対策
は行われていない場合が多く，対策が行われていても斜
面尻に限られる場合が多い．今回の調査でも，急勾配で
無対策の切土法面が多数認められた．図 19 では，高さ

図 20 Araniko Highway の Balephi 付近の練石積み擁壁

約 10m，法面勾配約 70°の法面が無対策である．全体
に赤褐色に風化し，斜面の一部が崩壊している．
斜 面 尻の 対 策工 は， カ トマ ンズ か ら中 国に 至 る
Araniko Highway やカトマンズからポカラに至る Prithivi
Highway 等の重要な幹線道路で多く見られる．今回の調
査では，斜面尻の練石積み擁壁および蛇篭を多く認めた．
図 20 は高さ 1m 程度の練石積み擁壁で，水抜き孔が設
けられている．図 21 は，高さ 2～3m 程度で蛇篭が積み
重ねられている．なお，本箇所は地震により砂質片岩か
らなる岩盤が崩壊し，岩塊が道路に達した．そのため，
対策工が十分に機能を果たしたとは言えない．他に，落
石防止柵工および井桁工等も確認した．

図 21 Prithivi Highway の Malekhu 付近の蛇篭

斜面内の対策としては，1 箇所であるがロックボルト
工を確認した．図 22 は詳細な構造は不明であるが，砂
質片岩の流れ盤の斜面に対して，ロックボルトが設置さ
れている．
ロックボルトは 2m の間隔で 2 本確認できる．
今回の地震では流れ盤斜面が数多く崩壊しているが，こ

人物

図 19 Dolalghat から Chautara に至る道路の切土法面

図 22 Araniko Highway の Balephi 付近のロックボルト
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表 1 崩壊パターンの分類

崩壊・変状が地震を誘因としているかどうかを，住民の
聞き取りや他の報告資料等（Hashash 他

1）

等）により確

規模

移動速度

分類

認した．なお，住民への聞き取りが出来ない場合には，

盛土の崩壊・変状

崩壊発生時期等を推定して判断した．本調査は 7 月中旬

崖錐堆積物の崩壊
小

に実施したもので，ネパールでは雨季の初めにあたる．

大

強風化岩の崩壊

本年は雨季の到来が遅く，調査時点では豪雨をまだ経験

岩盤の崩壊

していないため，比較的新しい崩壊・変状は地震を誘因
としている可能性が高いと判断した．
確認した斜面崩壊・変状は，地すべりに関する地形地
質用語委員会編

段丘堆積物の崩壊

大

小

地すべり

大

大

深層崩壊

25)

により，移動体の規模および速度を

もとに崩壊パターンとして分類を試みた．さらに，規模
が小さく，移動速度の速い崩壊・変状については，移動
体を構成する地質による区分を行った．本論で行った分
類を表 1 に示す．
地すべりに関する地形地質用語委員会編

25)

では，規

模の大小の目安を幅 30m としているが，複数の崩壊が
重なり，幅が広いが崩壊厚さが数 m の場合には規模は
小として区分した．移動速度は周辺住民の聞き取りや崩
壊状況等から判断した．また，移動体の地質はできる限
り目視で確認して分類したが，盛土の分布は地形状況等
から判断した．
4.2 Sindhupalchok 郡の斜面崩壊
図 24 Araniko Highway の 2014 年の深層崩壊箇所．崩

(1) 地形・地質概要

壊土砂は除去されておらず，崩壊土砂の上を車

調査対 象と したの は，カ トマ ンズ盆 地の東 方 の
Sindhupalchok 郡の一部である．Sindhupalchok 郡は，標

両が通行している

高 1000～2500m の山地とそれを刻む Sunkoshi 川や
Indrawati 川等の河川からなり，河川沿いや尾根上に町

れ，路面からは除去されていた．
Barhabise の南方 2km に位置する Jure では，2014 年に

や集落が形成されている．
調査地域の地質は，レッサーヒマラヤ・メタ堆積岩類

深層崩壊が発生し，Araniko Highway の約 5km 間が一時

で構成され，主に砂質片岩や泥質片岩などの結晶片岩か

通行止めとなった．調査時点（2015 年 7 月）でも，崩

らなる．河川沿いでは比較的新鮮な岩盤が露出するが，

壊土砂は除去されておらず，崩壊土砂上を車両が通行し

高位標高部では，赤褐色に風化する．また，河川沿いに

ている状況にあった．このため，道路は非常に荒れた状

は巨礫を含む段丘堆積物が分布し，その段丘面上に町や

態にあり，車両の通行に支障をきたしていた（図 24）．

道路が建設されている．

b) Balephi～Jalbire
Araniko Highway 沿いの Balephi より Balephi 川に沿っ

(2) 調査ルートの概要
調査は，Sindhupalchok 郡の Dolalghat を起点に，

て Jalbire に至る道路である．道路は，Balephi 川の左岸

Barhabise，Jalbire，Chautara，Melamchi に至る道路斜面

の急斜面に建設されており，斜面は無対策で，また全区

およびその周辺を調査対象とした．今回の調査で確認し

間未舗装である．道路斜面は，結晶片岩および段丘堆積

た斜面崩壊・変状確認箇所とその分類・特徴を表 2 およ

物から構成され，新しい崩壊が数箇所で確認された．ま

び図 23 に示す．これらの図表には，調査箇所と特徴を

た，路面の亀裂を確認した．

関連付けるために整理番号 1～24 を付した．以下に，各

c) Dolalghat～Chautara
主に尾根沿いの道路で，Dolalghat から尾根上まで，

調査ルートの概要を述べる．

急勾配の山道である．高さ 10m 以上，勾配 70°の切土

a) Dolalghat～Balephi～Barhabise
Sunkoshi 川沿いの Araniko Highway の道路斜面を対象

法面が連続して見られるが，全て無対策である（図 19）．

とした．斜面は結晶片岩および段丘堆積物から構成され，

法面は結晶片岩から構成されるが，赤褐色に強風化する．

自然斜面と一部切土法面からなる．道路は整備されてい

切土法面の崩壊や路面の変状を確認した．

る．今回の地震では，多数の斜面崩壊が発生し，死傷者

d) Dolalghat～Melamchi

も多数あった．崩壊箇所では，調査を行った 2015 年 7

Indrawati 川の右岸の道路である．Indrawati 川は両岸

月時点では，車を通すために崩壊土砂が道路端に寄せら

に広く低位段丘面を形成し，水田等に利用されている．
47

応用地質技術年報 No.35 2016
表 2 斜面崩壊・変状確認箇所の特徴（Sindhupalchok 郡内）
整理
番号
1
2
3
4

位置
Dolalghat
（Araniko Highway)
Dolalghat
（Araniko Highway)
Baleｐhi
（Araniko Highway)
Baleｐhi
（Araniko Highway)

確認した崩壊・変状等

崩壊形態
岩盤の崩壊

砂質片岩

落石

岩盤の崩壊

砂質片岩

崩壊

岩盤の崩壊

砂質片岩

崩壊

段丘堆積物の崩壊

段丘堆積物

10

道路脇の蛇篭が前面
地すべり
に押し出しと沈下

Kothe
（Araniko Highway)
Kothe
7
（Araniko Highway)
Khadichaur
8
（Araniko Highway)
Khadichaur
9
（Araniko Highway)

路面の段差（約50㎝）
地すべり
を2箇所で確認
路面の段差（約50㎝）
地すべり
を2箇所で確認

6

10

Jure
（Araniko Highway)

11 Baleｐhi

推定規模（m）
斜面勾配
地震を誘因としているか
高さ 幅
深さ
（°）
判定
判定理由

落石

Baleｐhi
（Araniko Highway)

5

地質

5

3

1

60

〇

新しい崩壊

5

3

1

60

〇

新しい崩壊

20

40

2

60

〇

新しい崩壊

30

1

50

〇

新しい崩壊

25

◎

住人に確認

不明

泥質片岩

50

30

×

泥質片岩

50

20

×

崩壊

岩盤の崩壊

砂質片岩

10

5

1

60

〇

新しい崩壊

崩壊

段丘堆積物の崩壊

段丘堆積物

10

10

1

70

〇

新しい崩壊

崩壊

深層崩壊

片岩類

800

800

50

40

×

地震前の2014年の豪雨で
崩壊

崩壊

段丘堆積物の崩壊

段丘堆積物

15

50

1

70

〇

新しい崩壊

岩盤の崩壊

砂質片岩

30

50

2

60

〇

新しい崩壊

13
14
15
16

崩壊
路面の亀裂・段差
崩壊
崩壊

岩盤の崩壊
盛土の崩壊
岩盤の崩壊
強風化岩の崩壊

砂質片岩
盛土
不明
砂質片岩

20

50
20

2

60

20

30

3

45
70

〇
◎
◎
〇

新しい崩壊
住人に確認
住人に確認
新しい崩壊

崩壊

岩盤の崩壊

砂質片岩

5

5

1

70

〇

新しい崩壊

盛土の崩壊

盛土

30

◎

住人に確認

不明

100

Baleｐhi～～Naubise
Naubise～Jalbire
Jalbire
Dolalghat

17 Dolalghat

流れ盤すべり、頭部の一
部はくさび崩壊
斜面上の石積も同時に崩
壊し、崖下の民家が破壊
地すべり対策工事として、
蛇篭が設置されている。た
だし、地すべり本体の滑動
は見られない。

路面の補修が行われてお
り、徐々に変状したと判定
路面の補修が行われてお
り、徐々に変状したと判定

12 Baleｐhi～～Naubise 崩壊

18 Dolalghat～Chautara 路面の亀裂・段差

強風化岩であるが、流れ
盤に沿って岩盤が崩壊
亀裂箇所は住民が土を埋
めて道路を補修

段丘堆積物

30

30

2

70

〇

21 Melamchi

崩壊

段丘堆積物の崩壊

段丘堆積物

26

200

2

70

◎

住人に確認

22 Melamchi
23 Dolalghat

崩壊
崩壊

段丘堆積物の崩壊
崖錐堆積物の崩壊

段丘堆積物
崖錐堆積物

30
15

20
30

2
2

70
50

〇
△

24 Dolalghat

崩壊

盛土の崩壊

盛土

10

20

1

80

△
◎
○
△
×

6軒の住居が破壊され、2
人が死亡した。
新しい崩壊
川沿いの崩壊
道路を挟んで一連の崩壊 道路上方の崖錐堆積物の
で、地表水の流下により崩 崩壊と道路肩部の盛土の
壊した可能性がある。
崩壊
地震を原因とすることを確認した
地震を原因とする可能性が高い
地震を原因としているかどうか不明
地震以外の原因による

Jalbire

Balephi Khola 川

Melamchi

崩壊により多数の死者（詳
細な人数は不明）があり、
一時天然ダムを形成した。

山腹斜面の岩盤が崩壊

20 Melamchi

×

地質構造は流れ盤

流れ盤すべり、斜面上部
には段丘堆積物が分布
受け盤

路面の補修が行われてお
り、徐々に変状したと判定
新しい崩壊

20

地質構造は流れ盤

くさび崩壊

路面の段差（約50㎝）
地すべり
を2箇所で確認
崩壊
段丘堆積物の崩壊

19 Dolalghat～Chautara

備考

Chautara

Barhabise

Balephi

Araniko

highway

凡 例
盛土の崩壊・変状
崖錐堆積物の崩壊
段丘堆積物の崩壊
強風化岩の崩壊
岩盤の崩壊
地すべり
深層崩壊

Dolalghat

図 23 斜面崩壊・変状確認箇所とその分類（Sindhupalchok 郡内）
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片理面

節理面

図 25 Melamchi の Indrawati 川

図 27 図 26 の頭部の崩壊状況

片理面の方向

図 26 整理番号 3 の斜面． Araniko Highway の Balephi

図 28 整理番号 13 の斜面の崩壊状況

付近の崩壊
a) 岩盤の崩壊
道路も主に低位段丘面上に建設されており，道路斜面は

岩盤の崩壊は，Sindhupalchok 郡内の調査では 8 箇所

比較的少なく，急斜面も少ない（図 25）．しかし，

所で確認し，最も多く見られた崩壊である．地質はいず

Melamchi では，至る所で段丘崖の崩壊が見られた．

れも砂質片岩で片理面が発達するため，この片理面に沿

(3) 斜面崩壊の分類と特徴

った崩壊が特徴的である．特に，流れ盤およびくさびす

今回の地震を誘因とする崩壊は，比較的小規模な崩壊

べりが多く見られたが，風化した受け盤構造の表層が崩
壊する斜面も 1 箇所でみられた．

である表層崩壊が主体である．
小規模崩壊は，岩盤の崩壊，段丘堆積物の崩壊および

整理番号 3 の Araniko Highway の斜面では，砂質片岩

盛土の崩壊（変状）が多い．崖錐堆積物および強風化岩

の流れ盤の片理面に沿って，斜面が幅 40m にわたり崩

の崩壊は，それぞれ 1 箇所で確認したが，いずれもその

壊した（図 26）
．崩壊土砂が道路まで到達しているが，

地質状況に比べて，法高が高く，急勾配の切土である．

調査時点では崩壊土砂を道路脇に取り除き，通行可能な

そのため，もともと不安定な素因があり，豪雨等の地震

状態としている．崩壊規模は高さ 20m，幅 40m 程度，

以外の誘因でも崩壊する可能性が高い法面であった．

崩壊深さ 2m 程度である．大部分は，流れ盤に沿って岩

また，地すべりを原因とする路面の変状を 3 箇所で確

盤が滑落しているが，崩壊部の頭部ではくさび状の崩壊

認したが，いずれも路面の補修を何度か行っている跡が

形態となっている（図 27）． 頭部は，N70°E40°S の片

あり，今回の地震を誘因として変状が大きく進行してい

理面と N80°W52°N の節理面の 2 方向の割れ目によるく

ないと判断した．深層崩壊は Barhabise の南方 2km に見

さび崩壊となっている．

られるが（図 24，整理番号 10）
，この崩壊は 2014 年に

整理番号 13 の Balephi～Jalbire の道路法面では，風化

発生した崩壊で今回の地震を誘因とする崩壊ではない．

した砂質片岩が崩壊している．地質構造は低角度の受盤

以下，分類した崩壊パターンについて詳述する．

方向（N60°W30°N）であるが，表層の岩盤が風化し，
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図 29 カトマンズ～ポカラの Prithivi Highway の道路斜

図 31 整理番号 21 の Melamchi の段丘堆積物の崩壊

面の崩壊（図 21 と同じ位置）

図 30 整理番号 11 の Balephi の段丘堆積物の崩壊

図 32 落下した最大 2m の巨礫

ブロック状に岩塊が剥離，落下している（図 28）
．

全体に礫の淘汰が悪い．このような段丘堆積物の巨礫が
地震で崩壊した箇所が Balephi や Melamchi で見られた．

このような受け盤構造の崩壊は，Sindhupalchok 郡で
は，この 1 箇所で確認したのみである．しかし，カトマ

整理番号 11 の Balephi の道路斜面では，高さ 15m 程

ンズとポカラを結ぶ Prithivi Highway の道路斜面では，

度の段丘崖が 50m にわたり崩壊している．径 1m 以上

高角度の節理面が発達する砂質片岩が崩壊している（図

の巨礫も落下し，現在も不安定な礫が斜面上に残ってい

29）
．表層が風化し，節理面に沿って緩んでいた岩塊が，

る状況である（図 30）
．

地震により転倒して崩壊したと考えられる．節理面の割

整理番号 21 の Melamchi の段丘堆積物の崩壊では，
大

れ目は褐色に変色し，節理面に沿って開口していたと推

きな被害が生じている．Melamchi は，Indrawati 川の低

定される．崩壊の規模は高さ 20m，幅 50m 程度であり，

位段丘面に形成された町であるが，町の背後にはそれよ

車両が通行できるように崩壊土砂は道路脇に寄せられ，

り高位の段丘面があり，道路斜面や住居の背後が段丘崖

道路下に落とされている．落下した岩塊は径数 10cm 程

となっている箇所が多い．本地区では，高さ 26m，勾配

度であるが，岩塊の表面は褐色に風化しており，亀裂に

60～70°の段丘堆積物の斜面が約 200mにわたり崩壊し

沿って分離・落下したものと考えられる．

た．幅約 10m の道路を挟んで，住居まで崩壊物が到達

b)段丘堆積物の崩壊

している
（図 31）
．
住民証言によると 6 家屋が破壊され，

Sunkoshi 川や Indrawati 川沿いには段丘面が発達し，

2 人が死亡したとのことである．斜面尻に練石積み

段丘面上には集落が形成されている．段丘面は何段か確

擁壁が設置されているが最大径 2mの巨礫が落下してい

認することができるが，集落の背後や道路斜面が段丘崖

る（図 32）
．斜面上には現在も不安定な礫が多数認めら

となっている箇所も多い．

れ，ネットによる対策が行われているが，ほとんど効果

段丘堆積物は，径 1m 以上の巨礫を含む場合があり，

が期待できず，危険な状態は続いている（図 33）
．

50

2015 年ネパール・ゴルカ地震による被害の特徴

図 33 ネットによる落石防止対策状況

図 35 Dolalghat～Chautara の整理番号 17 の斜面崩壊

練石積み擁壁

沈下

図 34 整理番号 18 の Dolalghat～Chautara の稜線上の

図 36 Dolalghat～Chautara の整理番号 16 の斜面崩壊

路面の亀裂
切土法面が連続する．法面には赤褐色に風化した結晶片
c) 盛土の崩壊・変状

岩が露出する．ほとんど法面対策は行われていないにも

Sindhupalchok 郡の調査を行った範囲には，盛土と思

関わらず，斜面勾配は 70°程度の急勾配である．日本

われる場所は少ないが，道路肩部の盛土の崩壊・変状を

の法面に比べると，風化状況に対して，法面が高く，急

2 箇所で確認した．

勾配の印象を受ける（図 19）
．このような強風化岩の法

図 34 の整理番号 18 の変状は，Dolalghat～Chautara の

面では，2 箇所で崩壊を確認した．しかし，整理番号 17

稜線上の道路で，幅員を確保するため 1～2m 程度の盛

の斜面は，全体に風化が進んだ結晶片岩であるが，砂質

土が行われている．
道路際の盛土の末端には高さ 1～2m

片岩の流れ盤の片理面に沿った崩壊であるため，岩盤の

も練石積みの擁壁が設置されている．その擁壁には変状

崩壊に分類した（図 35）
．

は見られないが，長さ 20m 程度にわたり，路面に亀裂

風化により岩盤の構造が残っていないような強風化

が生じている．亀裂は幅 20cm 程度で開口していたが，

岩の崩壊は，Dolalghat～Chautara 間の整理番号 16 で確

住民が車両を通行させるために，土砂で埋めたとのこと

認したのみである．整理番号 16 では，高さ 20m，幅 30m

である．また，亀裂の谷側ではやや沈下している．

の強風化岩の表層が崩壊している（図 36）
．比較的新し

今回の地震では，道路の盛土の変状は全体に少ない．

い崩壊であるため，地震が誘因と考えられるが，確認は

26)

は，ネパールでは山間部の

出来ていない．高さ 20m，法面勾配 70°の強風化岩か

道路は技術上・経済上の理由で，盛土に対して切土が

らなる切土法面であるため，地震以外の誘因で崩壊して

圧倒的に多いことを理由として挙げている．

も不思議ではない状況である．

d) 強風化岩の崩壊

e) 崖錐堆積物の崩壊

その理由として，清田他

Dolalghat の整理番号 23 と 24 では，それぞれ道路斜

今回の調査範囲で，強風化した岩盤が斜面として露出
する箇所は，Dolalghat～Chautara の道路切土法面である．

面の崖錐堆積物および強風化岩と道路肩部の盛土およ

稜線まで急勾配の道路となっており，高さ 10m 以上の

び崖錐堆積物が崩壊している．道路斜面は高さ 15m，斜
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図 37 Dolalghat の整理番号 23 の斜面崩壊

図 40 Balephi ～Barhabise の Araniko Highway にある整
理番号 5 の斜面

横ボーリング工
孔径約 70 ㎜

図 38 図 37 の近接撮影

図 41 横ボーリング工
f) 地すべり
Nepal Geological Society27) では，Balephi～Barhabise
の Araniko Highway で多数の地すべりを示している．
また，
Araniko Highway および Dolalghat～Chautara 間で，
道路を横断するような段差を 3 地点（それぞれ 2 箇所あ
る）で確認した．このような段差は変状状況，変状の分
布および周辺の地形状況から地すべりと判断した．
しかし，確認した地すべりでは，変状状況等より，今
回の地震では地すべりの滑動に伴う変状の進行は生じ
ていないと判断した．
Balephi～Barhabise の Araniko Highway にある整理番
号 5 では，Nepal Geological Society27)で，地すべり対策

図 39 Dolalghat の整理番号 24 の道路肩部の崩壊．整理

工事を行った箇所として報告されている．地すべり対

番号 23 の直下に位置する

策工事として，蛇篭と水抜きの横ボーリング工が施工
されている（図 40，41）．

面勾配 50°で，一部で表土が滑落している．比較的新

住民によると，今回の地震により，この蛇篭が前面に

しい崩壊ではあるが，崩壊部は湿っており，集水しやす

傾き，地震前には横ボーリング工から排水されていたが，

い地形である．降雨に伴い道路斜面と道路肩部の盛土が

地震後に湧水が止まったとのことである（図 41，42）．

連携して崩壊した可能性が考えられ，地震を誘因として

こうした変状は，住民証言から判断すると地震が直接

いないことも考えられる．
（図 37～39）
．

の原因であると考えられる．しかし，路面や斜面上の電
柱には新たな亀裂や変状は認められず，地震により地す
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沈下

前面に倒れる

押し出し

図 45 Balephi～Barhabise の Araniko Highway の変状

沈下

図 42 前面に傾いた地すべり対策工の蛇篭

沈下
沈下

図 46 練石積み擁壁の亀裂
べり全体が滑動した兆候は認められない（図 43）
．その
ため，蛇篭の変状は局所的な変状と考えられる．
整理番号 6 と整理番号 7 地点は，それぞれ 2 箇所で路
面の沈下や擁壁の変状を確認した．図 44 および図 45
に示すように，路面は沈下とともに，全体に前面に押し

図 43 蛇篭以外の擁壁，道路面や電柱などに変状は認

出されており，地すべりによるものと考えられる．
また，

められない．
図 45

図 46 に示すように練石積み擁壁にも亀裂・段差などの
変状があり，亀裂に沿って 30～50cm 程度の段差が生じ

整理番号 6

ている．ただし，亀裂沿いに雑草が生え，擁壁上面の表
土にも明瞭な亀裂は形成されていないため，擁壁の段差

表層崩壊
路面に段差

が生じたのは比較的古く，地震発生以前であった可能性

石積擁壁

が高い．
整理番号 7

路面に段差

SunKoshi

整理番号 7 でも路面に 30～50cm 程度の段差が生じて

小

図 46
路面に段差

沢 84W
図 47

22

蛇篭破損
写真位置番号

10m

路面に段差

いる．段差には舗装を何度か繰り返した跡があり，段差
が徐々に拡大したと考えられる．したがって，路面の段

泥質片岩
12

差が今回の地震で生じたものではなく，それ以前から生

2E

じていたと考えられる（図 47）
．
整理番号 6 および 7 の地質および地質構造の詳細は

家

不明である．しかし，整理番号 7 の路面の段差横にみら
れる露頭では，泥質片岩が確認され，片理面は低角度で

図 44 整理番号 6，7 の地すべりの見取り図

斜面に対して流れ盤方向である．したがって，泥質片岩
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段差

補修

図 47 整理番号 7 の路面の段差

図 49 Araniko Highway の整理番号 10 の深層崩壊

補修
Araniko Highway
段差

図 48

現在の河道

Dolalghat～Chautara の整理番号 19 の路面の段差

図 50 深層崩壊箇所の Araniko Highway

の流れ盤を素因とする地すべりと考えられる．
Dolalghat～Chautara の整理番号 19 でも地すべりによ
る段差が路面に生じている．段差の亀裂は，道路下の地
盤まで連続する．路面の段差には補修した跡がみられ，
亀裂には土砂で埋め戻した跡がみられる．この補修は複
数回にわたり行っており，地すべりの滑動が徐々に進行
したものと考えられえる（図 48）
．したがって，整理番
号 6，7 と同様に，変状が今回の地震発生以前から生じ
ていたと考えられる．
g) 深層崩壊
整理番号 10 の Araniko Highway の Barhabise の南方
2km（Jure）で，2014 年 8 月 2 日，豪雨に伴う深層崩壊
が発生し，複数の集落が壊滅した．死者は，判っている

図 51 崩壊箇所上流の天然ダムの状況

だけで 168 人とされているが，行方不明者が多数あり，
住民によると 2000 人が亡くなったという情報もある．
この深層崩壊に伴い，天然ダムが形成されたため，発破

震により，新たに落石・崩壊が発生したかどうか等の詳

を使って崩壊発生から 37 日後に河道を確保し，下流へ

細は不明である．

の大洪水は免れた．現在，Araniko Highway はこの深層

崩壊土砂は，岩塊と泥質片岩等の粉砕した細粒物を主

崩壊箇所の下を通過するが，ほとんど復旧工事は行われ

体とし，車両の通行により細粒物が巻き上げられる状況

ておらず，崩壊土砂を整地して車両が通過できるように

である．岩塊は石英質片岩や砂質片岩を主体とし，一部

している状況である（図 24，49～51）
．なお，今回の地

で泥質片岩から構成される．石英質片岩や砂質片岩の岩
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深層崩壊箇所

急崖
緩斜面
急斜面

図 52 崩壊物の岩塊．左は石英質片岩，右は泥質片岩
からなる．
河川の屈曲
０

1000m

図 54 深層崩壊箇所周辺の地形図
壁面が褐色
石英質片岩・砂質片岩

泥質片岩

図 53 深層崩壊箇所の崩壊面の状況．
塊は表面が一部で褐色を呈するが，硬質である．泥質片
岩は軟質でハンマーのピックで崩せ，細粒になりやすい
（図 52）
．
図 55 崩壊箇所近傍の泥質片岩の露頭．

崩壊面の下部は泥質片岩から構成され，縞状の片理面
がほぼ水平にみられる．しかし，崩壊部の頭部は一部で
褐色を呈し塊状であるため，石英質片岩等から構成され

55）
．そのため，地すべりで脆弱化した斜面の一部が豪

ると考えられる（図 53）
．

雨に伴い，大規模に崩壊したものと考えられる．

崩壊箇所周辺の地形図を図 54 に示す．
図 54 によると，

4.3 カリ・ガンダキ川の深層崩壊

崩壊箇所は東西に延びる稜線の南東側斜面に位置し，稜

カリ・ガンダキ川沿いでは，Beni の約 10km 上流の

線と河川との比高差は 500～1000m 以上ある．斜面の形

Baishari で，ネパール・ゴルカ地震の 1 ヶ月後の 2015

状は，稜線直下で急崖を形成するが，斜面中腹は緩斜面

年 5 月 24 日早朝に大規模な崩壊が発生した．崩壊箇所

となっており，複数の集落が形成されている．斜面裾部

には 25 軒の家があったが，地震後，地表に亀裂が見つ

で再び急斜面となって Sunkoshi 川に接する．また，

かっていたため，住民は避難して無事であった．

Sunkoshi 川は，深層崩壊箇所の下流で対岸に押し出され

深層崩壊に伴う土砂はカリ・ガンダキ川を堰き止め，

るような屈曲が見られる．このような地形状況から深層

天然ダムを形成した．天然ダムが形成された 12 時間後

崩壊箇所を含む広い範囲が大きな地すべり地形の可能

には，上流の約 3km 先まで水が溜まったとのことであ

性が高い．崩壊箇所の近傍にある泥質片岩の露頭では，

る．なお，ネパール政府（警察）はダム湖の深さが 150m

片理面がほぼ水平であるが，全体に乱れ，破砕状を呈し

以上になっていたと報告しているが，現地状況からみる

ており，地すべりの滑動による乱れの可能性がある（図

と，土砂の高さは最大 50m 程度で，水深 150m は大き
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崩壊箇所
20E
2W

0

1000(m)

図 58 左岸の千枚岩の露頭
図 56 カリ・ガンダキ川沿いの深層崩壊箇所周辺地形
左岸
右岸

片理面

図 57 深層崩壊箇所の下流の地形

図 59 右岸の千枚岩の露頭

すぎると考えられる．天然ダムの決壊の恐れがあったた

を呈する（図 58，59）
．B.N. Upreti 他 28）によると，崩

め，45km 先までの下流住民が一時避難したが，16 時間

壊箇所を含む Tatopani～Beni 間には多数の地すべりが

後の午後 5 時半から越流した川水は，幸いにも大きな被

存在するとしている. 崩壊箇所の右岸全体もこうした

害を与えることなく，下流に流下した．

地すべりの可能性がある．

(1) 地形・地質概要

(2) 崩壊状況

崩壊箇所は，図 56 に示すように，カリ・ガンダキ川

崩壊箇所はカリ・ガンダキ川に面した出尾根の先端

の左岸に位置し，出尾根の先端からやや下流側側壁に位

からやや下流側側壁に位置する．崩壊の高さは約 250m，

置する．崩壊箇所のある左岸は全体に急峻な地形を呈し，

幅 30～50m 程度である．崩壊土砂は，やや下流に向け

特に斜面上部には岩盤が露出する．それに対して，右岸

て崩れ落ち，上下流に約 300m，高さ 50m 程度の天然ダ

は比較的なだらかな地形を呈し，左右岸で非対称な地形

ムとなって，カリ・ガンダキ川を一時堰き止めた．

を呈する（図 57）
．
崩壊箇所周辺の地質は，B.N. Upreti 他

崩壊箇所の地質は，下部は千枚岩よりなり，上部の塊
28）

状の岩壁は quartzite および砂岩から構成されると考え

によると，

Kuncha Group と呼ばれるレッサーヒマラヤ・メタ堆積

られる（図 60，61）
．

岩類の低変成度の千枚岩から構成される．その地質構造

崩壊土砂は，粉砕し細粒化した千枚岩を主体としてお

は，走向が北北東－南南西で，緩く東に傾斜する．崩壊

り（図 57，62）
，崩壊時には細粒物が多量に巻き上がっ

箇所で確認した走向・傾斜も N2°W20°E であった．

たため，対岸の壁面にはシルトが白く張り付いた状態と

したがって，右岸は流れ盤，左岸は受け盤となっており，

なっている（図 63）
．また，崩壊土砂の表層に径 1～2m

地質構造を反映した地形を呈する（図 57）
．

の岩塊がみられる．これらは主に quartzite および砂岩か

左岸の露頭で確認できる千枚岩は比較的硬質である

らなる．岩塊の表面は褐色に変色し，既存の割れ目沿い
に分離したことを示す（図 64）
．

が，右岸に露出する千枚岩は著しく構造が乱れ，破砕状
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quartzite
砂岩
片理面の走向傾斜
N2W20E

e
千枚岩
砂岩

人物

千枚岩

図 60 崩壊箇所を下流から望む．

図 63 対岸の露頭に崩壊土砂の細粒物が付着する

図 61 quartzite の状況

図 64 崩壊土砂に含まれる quartzite および砂岩の岩塊

図 62 千枚岩が粉砕し，水を含んで固結した崩壊土砂

図 65 崩壊箇所下流の岩塔は quartzite および砂岩から
なると考えられる．
崩壊は，quartzite および砂岩と千枚岩で発生している．

(3) 崩壊機構
崩壊箇所は受け盤の構造で, 急斜面となっているが

図 66 に崩壊箇所の模式図を示す．地震により斜面上部

斜面下部は軟質な千枚岩, 斜面上部は塊状で硬質な

の quartzite および砂岩は既存の割れ目に沿って剥離・分

quartzite および砂岩から構成される. しかし，quartzite

離し，それに伴い，下部の千枚岩にも歪が生じて粉砕す

および砂岩は，硬質であるものの高角度の節理が見られ，

るように崩壊に至ったと推定される．

崩壊面もやや褐色を帯びる．周辺の斜面上部の quartzite

今回の崩壊箇所の上流部には，quartzite および砂岩が

および砂岩の露頭でも，高角度の節理により岩塔状を呈

崩壊したような崩壊跡もみられ，過去に同様な崩壊が発

する箇所もみられる（図 65）
．

生してきたと想像できる（図 67）
．
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ほとんど行われず，不安定斜面が放置される状況である．

想定崩壊面

いつ崩壊してもおかしくない状況に，地震という外力が
加わることにより崩壊が発生したと考えられる．
調査範囲には，大規模な地すべり地形が多数見られる．
実際，整理番号 10 の Araniko Highway の Barhabise の南

quartzite

方 2km（Jure）では 2014 年 8 月の豪雨に伴い，地すべ

砂岩

り地形内で深層崩壊が発生している．しかし，今回の地
震を誘因とする深層崩壊は，カリ・ガンダキ川沿いで認
めたのみである．清田他

砂岩

26)

によると震源地周辺の斜面

崩壊も，深さ 2～3m の表層崩壊であることを報告して
いる．カリ・ガンダキ川沿いの深層崩壊は，地すべりが

千枚岩

想定される右岸ではなく，受け盤構造の左岸で発生した
ものである．また，Sindhupalchok 郡の地すべりにより

Kali Gandaki 川

生じた変状箇所も，今回の地震で変状が拡大する現象等
0

は見られていない．このように，今回の地震では，既存

20m

の地すべりの再活動や地すべりが深層崩壊に至る現象
図 66 崩壊箇所の模式図

は見られていない．
地すべりの多くは，泥質片岩や千枚岩の流れ盤方向の
片理面に沿った地すべりと想定される．地すべりの斜面
勾配は，受け盤斜面や砂質片岩の分布範囲に比べ，緩傾
斜である．地すべりの地震による再活動や深層崩壊が発
生していない理由として，地すべりを構成する地質や斜
面勾配が大きく係わっていると考えられる．今後，地す
べりや深層崩壊の機構解析により，検討されていくもの
と考えられる．
今回の地震による斜面崩壊では，多くの人命が失われ
た．今後，地震だけでなく，豪雨に伴う斜面崩壊から人
命を守るためには，斜面の崩壊対策が望まれる．しかし，
十分な斜面対策工を行うには，莫大な工事費を必要とし

図 67 崩壊箇所直上流の崩壊跡

ており，現実的には困難である．
こうした中で，カリ・ガンダキ川の深層崩壊では，住

4.4 崩壊機構とネパールの斜面対策への考察

民が避難して，犠牲者が生じなかった．通信施設などが

今回の地震で表層崩壊が多発した原因として，レッサ

整備されていない中で，地域住民のネットワークが機能

ーヒマラヤ・メタ堆積岩類の脆弱な地質が考えられる．

した事例と言える．一方，地震で地盤が緩み，斜面上に

表 2 に示したように，崩壊の多くは砂質片岩と段丘堆積

不安定な岩塊等が残されているにも関わらず，その下で

物で発生している．崩壊箇所の砂質片岩は片理面が発達

生活する住民が多数存在する．斜面対策に莫大な費用が

し，しかも，流れ盤斜面となっている場合が多い．この

伴うことを考えると，ネパールでは地域のネットワーク

ような層状に岩塊が分離しやすい地質が広く分布し，急

を生かした防災意識の向上や防災対策を今後行うこと

峻な地形を呈するため，地震による崩壊が多発したと考

が必要と考える。

えられる．一方，段丘堆積物は径 1m 以上の巨礫を含む

今回の地震で崩壊した整理番号 3 では，
7 月の調査後，

場合があり，全体に淘汰が悪く，基質に細粒分が多い．

11 月に訪れた際も，対策工は行われておらず，崩壊範

段丘崖では基質が浸食してしまうため，巨礫が転石状に

囲が拡大している．今後，さらに崩壊が拡大することが

不安定に残る場合が多く，それらが地震に伴い落下した

懸念される．また，整理番号 10 の Araniko Highway の

と考えられる．

Barhabise の南方 2km（Jure）やカリ・ガンダキ川沿いの

上記の地質的要因に加え，ネパールでは地質性状に応

深層崩壊箇所では，崩壊地の直下に再び道路が設置され

じた斜面対策がほとんど行われていないことも，斜面崩

ている．これらの道路は，崩壊土砂上に設けられたもの

壊が多発した大きな要因となっていると考えられる．道

である．今後，崩壊箇所では，危険を回避する計画的な

路法面等では，非常に急勾配で切土されている．また，

復旧が望まれるとともに，少しでも崩壊を防ぎ，被害を

豪雨等に伴い，斜面崩壊が発生しても，斜面への対策が

未然に防ぐ簡易な対策工の検討が必要と考える．
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に，Swoyambhunath は Swoyambhu にある．これら世界

5. 建築物の被害

文化遺産の地では，多くの仏塔が倒壊し，一部の建物に
5.1 ネパールの建築様式と建築様式別の耐震性

も大きな損傷が見られた．Boudhanath は車で通過した

ネパールにおける住宅建物の建築様式を図 68 に示す．

のみであり，Pashupatinath は調査を実施していない．テ

建材を積み上げて造る組積造建物には，建材として石や

ィミ（Thimi）とバクタプルには古い建物が多く残る旧

レンガが使われる．レンガを入手しにくい地域では，最

市街地で多くの建物が倒壊した．Sakhu および Khokana

近はコンクリートブロックも使われている．レンガには，

は，市街地が小さく，街なかに古い建物が点在する．

日干しレンガ（アドベ）と焼成レンガがある．また，レ

Sakhu では古い建物の多くが倒壊した．一方，Khokana

ンガの目地には泥モルタルとセメントモルタルがある．

では倒壊した建物は少なく，上層階が崩落あるいは大き

なお，図 69 に示すように，建物内側の壁をアドベ，外

く変形し，支柱で支えられた建物が多く見られた．ゴカ

側の壁を焼成レンガで建築する建物も一般的である．組
積造建物のほかに，柱と床を鉄筋コンクリート（RC）

（構造形式）

で造り，壁をレンガで造る建物（ここでは，RC 枠組レ

組積式

ンガ壁建物と称する）がある．最近では，この様式の建

（材料）
石
レンガ

物が多く建築されるようになってきている．
今回調査を行ったカトマンズ盆地内と，それより東の

（目地材）

日干しレンガ
（アドベ）

泥モルタル

焼成レンガ

泥モルタル

地域では建材が異なる．カトマンズ盆地内ではレンガに

セメントモルタル

適した粘土が産出することから，レンガを使用した建物

架構式

RC枠組レンガ壁

が大半である．カトマンズ盆地より東の地域では，建材
図 68 ネパールの建築様式

はレンガから石に代わる．これは，レンガより石の方が
入手しやすいためと考えられる．なお，最近では，この
地域でも RC 枠組レンガ壁建物が多く建てられるよう
になってきている．
図 70 に，建築様式ごとのフラジリティカーブ（脆弱
性曲線）を示す．この図は，地表における地震動の最大
加速度（PGA）に対する建物の倒壊確率を示したもので
ある．PGA が大きくなるほど倒壊確率は高くなる．ま
た，同じ PGA でも建築様式ごとに倒壊確率は異なる．
図に示すように，石およびアドベの組積造建物（アドベ
の目地は泥モルタル）の倒壊確率が最も高く，次いで焼
成レンガの組積造建物（目地は泥モルタル）
，焼成レン

図 69 アドベと焼成レンガの混在する壁様式 29)

ガの組積造建物（目地はセメントモルタル）
，RC 枠組
レンガ壁造建物の順に低くなる．
5.2 調査地の建物被害の概要
事前に収集した被害情報をもとに，図 71 に示すエリ
アにおいて建物被害調査を実施した．ここでは，各地の
建物被害の概要を，詳細は次節で述べる．なお，調査は
各地の建物被害を概観することを目的としており，調査
地の被害棟数の把握などの調査は実施していない．この
ため，本節および次節で述べる各地の被害様相は，あく
まで調査員の印象によるものであることに留意して欲
しい．
カトマンズ盆地内では，図 71 のカトマンズ盆地詳細
図に示すエリアで調査を実施した．カトマンズ盆地内で

図 70 建築様式ごとのフラジリティカーブ 30)．ST
（石），

は，古い建物の被害が顕著であった．カトマンズ盆地内
には 6 つのユネスコ世界文化遺産がある（3 つのダルバ

AD（アドベ），BM（レンガ（泥モルタル）），

ル広場（Durbar Square）
，Swoyambhunath，Boudhanath，

BMW（レンガ（泥モルタル良好）
），BC（レン

Pashupatinath）
．王宮広場を意味するダルバル広場はカ

ガ（セメントモルタル）
）
，RC5（5 階建以上の

トマンズ，パタン（Patan）とバクタプル（Bhaktapur）

RC 造）
，RC3（3 階建以下の RC 造）
）
．
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＜カトマンズ（Kathmandu）盆地詳細図＞

＜Sindhupalchok 群詳細図＞

図 71 調査位置図
ルナ（Gokarna）は山頂平坦地に開けた小さな集落であ

一方，
カトマンズ盆地の東では，
図 71 の Sindhupalchok

り，完全に倒壊した建物は少ないものの，上層階が崩落

郡詳細図に示す Melamchi，Chautara，Jalbire，および

した建物，大きく変形し支柱で支えられた建物が多く見

Barhabise に向かう Araniko highway 沿いの町を調査した．

られた．この集落は，周囲からほぼ孤立した状態であり，

Sindhupalchok 郡には，Melamchi と Chautara を除き大き

復旧はほとんど進んでいない．Gongabu では RC 枠組レ

な町はなく，ほとんどが街道沿いの小さな集落である．

ンガ壁建物の被害が顕著であり，Balaju では傾斜地に建

この地域には石の組積造建物が多く存在するが，それら

つ建物の被害が顕著であった．

のほとんどが倒壊していた．Chautara は尾根沿いに開け
60

2015 年ネパール・ゴルカ地震による被害の特徴
た町であり傾斜地に多くの建物が建つ．その他は河川沿
いの低地に広がる町である．Chautara では傾斜地に建つ
RC 枠組レンガ壁建物の多くが倒壊していた．なお，
Chautara では石の組積造建物はほとんど見られない．
Melamchi と Jalbire では石の組積造建物の多くが倒壊し
ていたが，RC 枠組レンガ壁建物の被害は比較的軽微で
あった．一方，Barhabise に向かう Araniko highway 沿い
図 72 建物被害のイメージ 31)．本論では，Grade 4 を大

の町（町といっても小さな集落）では，石の組積造建物
も RC 枠組レンガ壁建物も数多く倒壊していた．これら

破，Grade 5 を倒壊とした．

は，河川沿いの集落であり，平坦地が狭く傾斜地に建つ
建物が多いこと，道路に面して建物が建ち，その多くが
1 階を店舗として利用しており，道路側の開口部が広い
という建物の構造的要因が影響していると考えられる．
5.3 各地の建物被害
ここで，あらためて建物被害を定義する．図 72 に示
す Grade 4 を大破，Grade 5 を倒壊と称する．Grade 4 は
柱や壁などに大きな損傷が見られる状態，Grade 5 は完
全に，あるいはほとんど崩落した状態である．以下に，
図 71 に示した各地の建物被害について述べる．
(1) カトマンズ盆地
図 73 Thamel での倒壊建物．通りに面した建物では，

① カトマンズ中心部
この地区は，商業施設が多く集まる Thamel とユネス

倒壊した建物が所々で見られた．

コ世界文化遺産に登録されているダルバル広場を中心
とした地区からなる．
Thamel 地区においては，通りに面した建物では大き
く変形し木製や鉄製の支柱で支えられた建物は数多く
見られたものの，図 73 に示すような倒壊した建物は
所々で見られた程度であった．通りから見る限りでは建
物被害は顕著ではなく，それなりの数の観光客の往来も
見られ，地震による大きな混乱は見られなかった（図
74）
．ただ，図 75 に示すように，中庭を囲むように建物
が建つ地区構造を有し，通りから中の様子を伺い知るこ
とはできない．通りからは建物被害が少ないように見え
図 74 Thamel では，観光客の往来も多く，一見したと

ても，実際には多くの建物が倒壊しているのかもしれな
い．このような街のつくりは Thamel に限ったことでは

ころ地震による大きな混乱は見られない．

なく，カトマンズ市内やパタン市内も同様である．カト
マンズ市内では被災者が暮らすテントが数多く見られ
たが，通りから見える倒壊建物棟数に比べてテント数が
多く感じられたのは，このような状況を反映しているの
かもしれない．
王宮広場を意味するダルバル広場には 16～17 世紀の
建築物が多数存在する．今回の地震では図 76 に示す
Maju Dega Temple をはじめ多くの仏塔が倒壊し，一部の
建物は大破していた．また，ダルバル広場およびその周
辺では，古い建物が多く倒壊していた．
② Swoyambhu
図 75 Thamel の地区構造．中庭を囲むように建物が建

この地区は，世界文化遺産に登録されている

てられる都市構造．概して古い建物が多い．
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Maju Dega Temple
倒壊

図 76 ダルバル広場の様子．Maju Dega Temple は地震

図 79 Balaju の様子．傾斜地の建物の多くが被災して
いた．写真は RC の柱のみが残る建物跡．

により土台を残して倒壊．瓦礫は既に撤去され
ていた．
２つの塔のうち
一つは完全に倒壊

メインの仏塔には
被害はなかった。

図 80 1 階と 2 階が層崩壊した建物
図 77 Swoyambhunath 寺院．メインの仏塔には被害は
Swoyambhunath 寺院を除けば，このエリアにおける建物

なかった．

被害は少ない．

仏像と巨大なマニ車を
納めていた寺院が倒壊

③ Balaju
Balaju は，カトマンズ盆地の西の縁辺部にあたる．平
坦地に建つ建物には被害はほとんど見られず，傾斜地に
建つ建物の多くが倒壊や大破していた（図 79）
．
④ Gongabu
Balaju や後述する Chautara をはじめ，傾斜地に建つ
RC 枠組レンガ壁建物の倒壊は多いものの，平坦地では
少ない．これに対して，Gongabu は平坦地であるにもか
かわらず，他の地域に比べて RC 枠組レンガ壁建物の被
害が顕著であった．
図 80 は 1-2 階が層崩壊した建物である．日比野 32) ，
OYO インターナショナル（株）ほか 33)では，被害を受

図 78 Swoyambhunath 寺院．メインの仏塔の周囲の建

けた RC 枠組レンガ壁建物の多くは 4 階建て以上と報告

築物の多くが倒壊．

している．日比野 32)は，Gongabu の建物 1,289 棟の調査
Swoyambhunath 寺院を中心とする．Swoyambhunath は小

を実施し， RC 枠組レンガ壁建物 961 棟のうち倒壊は

高い丘の上に建つ寺院であり，町は丘の下に広がる．今

約 3％，レンガの組積造建物 323 棟のうち倒壊は約 5%

回の地震では，Swoyambhunath 寺院にあるネパール仏教

と報告しており，RC 枠組レンガ壁建物とレンガの組積

で最も重要な仏塔に被害は生じなかったものの，その周

造建物の倒壊率がほぼ同程度である．レンガの組積造建

囲の建築物に大きな被害が生じていた（図 77，78）
．

物の建築様式が不明であるが，仮に全ての建物が焼成レ
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図 81

図 83 パタンのダルバル広場．カトマンズのダルバル

山頂付近にゴカルナの集落が広がる（Google
Earth Pro を使用．画像は 2016 DigitalGlobe）
．

広場と比べて建物被害は少ない．

図 84 ティミエリアの建物被害．壁に亀裂が見られる．
図 82 ゴカルナの建物被害．大きく変形し，竹で支え

亀裂が進展し壁が崩落したと考えられる．

られた建物．
ただ，復旧は手つかずの状態であった．これは，物理的
ンガとセメント目地の建物であったとし，図 17 に示し

に大型車両が入りにくく復旧作業がしにくいことに加

たように，カトマンズ盆地内の最大加速度が 140～

え，この集落が外部から見えにくい集落構造であり，外

2

240cm/s 程度であったとすれば，図 70 に示したフラジ

部からの支援が届きにくい状況にあるのかもしれない．

リティカーブより両者の倒壊率が同程度であっても不

⑥ パタン（Patan）

思議ではない．日比野 32)は，RC 枠組レンガ壁建物の被

パタンにも世界文化遺産に登録されているダルバル

害は Gongabu 内の特定の地域や道路に沿って分布して

広場がある．ここには 17 世紀の建築物が多数存在する．

いると報告している．Gongabu 内で RC 枠組みレンガ壁

多くの仏塔が崩落していたが，カトマンズのダルバル広

建物の被害が顕著に見えたのは，その被害が Gongabu

場に比べると建物被害は少ない（図 83）
．また，ダルバ

内でも特定の地域に集中していたことによるかもしれ

ル広場周辺においても，カトマンズに比べ建物被害は少

ない．なお，日比野

32)

は，レンガの組積造建物被害は

ない．倒壊した建物はほとんど見られず，大きく変形し

地区内を流れる川の西側で比較的多く見られたことも

た．木製や鉄製の支柱で支えられた建物が多く見られた．

報告しており，RC 枠組レンガ壁建物やレンガの組積造

⑦ ティミ（Thimi）

建物の被害には建物構造性能だけでなく，地盤による影

ティミは焼きもので古くから有名な町であり，旧市街

響の可能性を指摘している．

地には古い建物が多く残る．古い建物に被害が集中して

⑤ ゴカルナ（Gokarna）

いた（図 84）
．それらの建物は，アドベの組積造建物あ

ゴカルナは，図 81 に示すように小高い丘の山頂部に

るいはアドベと焼成レンガの組積造建物であった．

集落が広がる．周囲は木々に囲まれ，集落に至る道は 1

⑧ バクタプル（Bhaktapur）

本のみである．今回の地震では，完全に倒壊した建物は

バクタプルは旧市街地と新市街地からなる．旧市街地

見られなかったものの，大きく変形した建物，壁に大き

は世界文化遺産に登録されているダルバル広場を中心

なせん断亀裂の入った建物などが多数見られた（図 82）．

とする．ここには 17～18 世紀の建築物が多く存在する．
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図 85 ダルバル広場における仏塔の被害

図 88 図 87 の拡大（反対の向きから撮影）
．1 階部分が
大きく傾いている．

図 86 ダルバル広場における建物被害

図 89 旧市街におけるレンガ壁建物の被害

図 87 旧市街におけるレンガの組積造建物の被害

図 90 新市街における RC 枠組建物の被害．周囲で唯
一倒壊していた建物．レンガ壁が少し残り，建

ダルバル広場では，多くの仏塔が崩落し，広場の建物の

設途中であったことがわかる．

一部は損壊していた（図 85，86）
．カトマンズのダルバ
ル広場と比べると建物被害は少ない．ただ，ダルバル広

倒壊の原因と考えられる．この事例から，RC 枠組自体

場周辺の旧市街地では，多くの建物被害が見られた（図

の耐震性は高くなく，レンガ壁が建物の耐力に大きく寄

87～89）
．それらは概して古い建物であった．一方，新

与していると考えられる．

市街地では建物被害はほとんど見られなかった．図 90

⑨ Sakhu

は，周辺建物に被害が見られない中で唯一倒壊していた

Sakhu では，倒壊した建物のほとんどはレンガの組積

建物である．建設途中の建物であり壁がなかったことが

造建物であり，RC 枠組レンガ壁建物の被害は少ない．
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図 91 手前の建物は上層階が崩落．中央の建物はレン

図 94 倒壊した建物の一部．アドベが原型をとどめな

ガ壁が圧潰し建物が大きく変形．奥の RC 枠組

いくらいに破壊されている．原型をとどめるア

レンガ壁建物には外見上は被害の見られない．

ドベは，手で割れる程度の硬さであった．

図 92 レンガ壁が損壊した建物．奥の RC 枠組レンガ

図 95 Khokana の様子．古い建物が多い．倒壊した建

壁建物には外見上の被害は見られない．

物は少ないが，上層階が崩落した建物，大きく
変形し木製の支柱で支えられている建物が多く
見られた．
図 91～93 に示すように，レンガの組積造建物では，
上層階の崩落，レンガ壁の圧潰による変形，レンガ壁の
崩落などの被害が見られた．
倒壊した建物のアドベは，手で割れる程度の硬さであ
った（図 94）
．もともとのアドベの強度が不明であるが，
倒壊後の風雨による劣化だけでなく，建物自体が古いこ
とによる経年劣化により強度が低下したことも考えら
れる．
⑩ Khokana
Khokana はパタンの南，カトマンズ盆地の南端付近に

図 93 上層階が崩落した建物．手前にはアドベの崩壊

位置する．市街地は低い丘の上に，その周囲に水田が広

により発生した土砂と推察される多量の土砂が

がる．この町も古い建物が多い．ただ，完全に倒壊した

残る．写真中央の女性は，自力でレンガを取り

建物は少なく，上層階が崩落した建物，大きく変形し支

除く作業をしている．

柱で支えられている建物などが多く見られた（図 95）．

65

応用地質技術年報 No.35 2016

図 96 谷底の低地部における石の組積造建物の被害．

図 99 RC 枠組レンガ壁建物には被害はほとんど見ら

石の組積造建物のほとんどが崩落していた．

れない．

土砂
流出
住宅基礎のみ残る

図 97 流出した土砂により消失した住宅の跡．基礎の

図 100 地階部分（裏から見れば 1 階部分）が崩壊し建

み残る．

物全体が傾倒．

(2) Sindhupalchok 郡
① Melamchi エリア
Melamchi の市街地は，谷底の低地と段丘上に広がる．
谷底の低地には石の組積造建物が多く，それらのほとん
どが倒壊していた（図 96）．段丘上の建物は，ほとんど
が RC 枠組レンガ壁建物である．そこでは，斜面崩壊で
流出した土砂により数軒が消失した（図 97）
．落石によ
る被害は幾つかの建物で見られるものの，それを除けば
顕著な建物被害は見られなかった（図 98，99）
．
② Chautara
Chautara の市街地は尾根沿いに広がる．平坦地が少な
いため，多くの建物が傾斜地に建つ．その多くは RC 枠
図 98 RC 枠組レンガ壁建物の倒壊はほとんどない．巨

組レンガ壁建物である．山頂尾根付近の平坦地に建つ建

大な落石が残されていた（写真中央）
．

物の被害は少なく，傾斜地の建物の多くが転倒・倒壊し
ていた（図 100，101）
．
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図 101 建物被害は写真右に集中．右側の建物の向こう

図 104 街道沿いの建物被害．ほとんどの建物が倒壊

は斜面．

図 102 石の組積造建物のほとんどが倒壊．

図 105 街道沿いの建物被害．1 階が層崩壊している建
物が多い（図 104 とは別の町）
．
ていた．一方，RC 枠組レンガ壁建物には，図 103 に示
すように壁の一部に亀裂が見られる建物はあったもの
の，倒壊した建物は見られなかった．
④ Barbabise までの街道沿いの町
Barbabise に向かう街道沿いの町では，図 104 や図 105
の町のように，原型を留めないくらいに崩壊した建物，
大きく変形した建物が多く，甚大な建物被害に見舞われ
た町がいくつも見られた．図 105 に示す町では，1 階部
分が層崩壊している建物が多い．その原因として，街道
沿いに面しており 1 階部分を店舗として利用するため，
開口部を広くとっており，壁がないことにより耐震性が

図 103 右の建物は木造小屋．左の建物は RC 枠組レン

低かったことが考えられる．図 106 は河川沿いの緩い傾

ガ壁建物．RC 枠組みレンガ壁建物には，壁の

斜地に建つ建物の倒壊である．平坦地部分が狭いため傾

一部にせん断亀裂が見られるものの，大きな損

斜地に建てざるを得ない．しかも，図 107 に示すように

傷は見られない．

柱・鉄筋が細く，接合部で破断していた．
5.4 建築様式別の被害
ネパールにおける建築様式は，図 68 に示したように，

③ Jalbire
石の組積造建物のほとんどは，図 102 に示すように，

石あるいはレンガの組積造と RC 枠組レンガ壁造に大

建物の原型をとどめず，完全に壁が崩落する形で倒壊し

別される．以下に，建築様式ごとの建物被害をまとめる．
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度低下も考えられる．さらに，アドベと焼成レンガの地
震時挙動の違い，目地の強度不足なども考えられる．こ
れらは古い建物にほぼ共通しており，これらの要因によ
り古い建物の多くが被災したものと考えられる．
一方，比較的新しい建物の被害は少ない．その理由は，
建材としてアドベではなく焼成レンガが用いられるよ
うになってきていること，目地にセメントが使われるよ
うになってきていることなどが考えられる．ただ，材料
の経年劣化による強度低下を考えると，新しい建物であ
っても，将来にわたってその耐震性を有するかどうかは
わからない．
(3) RC 枠組レンガ壁建物
RC 枠組レンガ壁建物では，図 80 のように層崩壊し
図 106 川沿いの緩い傾斜地に建つ建物の倒壊．

た建物，図 100 のように傾斜地に建ち傾倒した建物，図
107 のように柱と床の接合部が破断した建物，その他レ
ンガ壁が抜け落ちた建物などの被害が見られた．
また，開口部の大きい建物（たとえば，図 105 に示し
たように 1 階をテナントとして利用している建物）が被
災していた．
5.5 復旧状況
今回の一連の現地調査は，地震発生から 3 か月後
（2015 年 7 月）
，6 か月後（2015 年 11 月）に実施した．
そこで，時系列で現地状況を並べることにより復旧の様
子を見てみる．
図 108 はカトマンズのダルバル広場の様子である．写
真に示す仏塔（Maju Dega，Trailokya Mohan）は，地震
により倒壊した．2015 年 7 月の時点では，まだ瓦礫が

図 107 図 106 の建物の拡大．鉄筋・柱が細い．柱と床

残る状況であった．それが，2015 年 11 月の時点では，

の接合部で破断．

瓦礫は片づけられ，
観光客が訪れる状況にあった．
ただ，
倒壊した仏塔は未だ再建されておらず，大きく変形した

(1) 石の組積造建物

建物も手つかずであった．

石の組積造建物の被害は，石そのものは硬く，建物の

図 109 は，世界文化遺産である Boudhanath である．

倒壊は石と石のかみ合わせが外れて壁が崩落すること

主仏塔は地震により被災し，2015 年 7 月の時点では囲

による．今回の調査では，Jalbire や Melamchi をはじめ

いに覆われていた．2015 年 11 月時点では主仏塔の上部

とする各地で，石の組積造建物のほとんどが倒壊してい

が取り除かれ修理中であった．

た．石の組積造建物と RC 枠組レンガ壁建物が混在する

2015 年 11 月の調査では，主として世界文化遺産を中

地域においては，RC 枠組レンガ壁建物の被害が少ない

心に復旧状況を調査した．バクタプルのダルバル広場も

ことから，石の組積造建物の耐震性は低いことがわかる．

調査を実施したが，世界文化遺産の復旧状況は，概ね瓦

このことは，図 70 に示したフラジリティカーブと整合

礫がきれいに取り払われ，観光客が戻りつつある状況で

する．

あった．ただ，建物や仏塔の再建までは至っていない．

(2) レンガの組積造建物

このように，観光地では瓦礫が撤去され，観光客が戻り

レンガの組積造建物では，図 89 に示したように原型

つつあるが，本格的な建物の復旧はこれからであった．

をとどめない崩れ方をしている建物も多い．また，壁の

5.6 建物被害に関する考察

一部が崩落した建物（図 92）
，上層階が崩落した建物（図

(1) 表層地質と建物被害の関係

93）
，大きく変形した建物（図 88）も多く見られた．大

カトマンズ盆地内では，例外的に Gongabu では中層

きな損傷を受けた建物の多くは，古い建物であり，アド

（概ね 4 階建て以上）の RC 枠組レンガ壁建物が多く被

ベと焼成レンガが混在する建物である．倒壊建物から抜

災した．前述のように，カトマンズ盆地内では今回の地

き取ったアドベは，手でつぶせる程度の硬さであった．

震により周期 3 秒～4.5 秒の地震波が卓越したが，中層

もともと強度の低いアドベであるが，経年劣化による強

建物の固有周期から見て建物被害はそのような長周期
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Maju Dega
Trailokya Mohan

地震前

地震前

Kumari Temple

上の部分が損傷
Trailokya Mohan
完全に倒壊

2015 年 7 月

2015 年 7 月

2015 年 11 月

2015 年 11 月

図 108 カトマンズの Durbar Square の様子．
（上）地震

図 109 カトマンズの Boudhanath の様子．
（上）地震前，

前，
（中）地震発生から 3 か月後の 2015 年 7 月，

（中）
地震発生から 3 か月後の 2015 年 7 月，
（下）

（下）地震発生から 6 か月後の 2015 年 11 月．

地震発生から 6 か月後の 2015 年 11 月．

の地震動で生じたとは考えにくく，短周期の地震動に着

が，概ね 2 秒以下であろう）
．ここでは，表層地盤の震

目する必要がある．短周期の卓越周期は表層地盤の震動

動特性は表層地質に関連するとみなし，表層地質と RC

特性が影響する（建物の固有周期が不明なため，どこま

枠組レンガ壁建物の被害との関係について考察する．
図 110 にカトマンズ盆地内の表層地質

でを短周期として扱うかについては議論の余地はある
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同図には，図 17 に示した強震観測点を合わせて示す．
Gongabu には沖積層である現河床堆積物が分布する．一
般に，沖積層は段丘層に比べて地盤は軟らかいため，地

Gongabu

震動の増幅率は大きく，かつ，卓越周期は少し長周期に
なる．図 110 に示したように，段丘層であるパタン層上
に位置する地震観測点 KANTP，PTN，THM では，上述
のように中層建物に被害を及ぼすと考えられる周期 2
秒以下に着目すると，図 18 に示したように周期 0.4 秒
付近に卓越周期が見られる．したがって，パタン層の分
布域では，概ね周期 0.4 秒程度の地震波が卓越したと考
えても良いであろう．これに対して，沖積層が分布する
Gongabu は周期 0.4 秒よりやや長周期の地震波が卓越し
たとしてもおかしくない（どの程度の周期が卓越するか
については，今後の研究に期待する）
．組積造建物に比
べて，架構構造である RC 枠組レンガ壁建物の固有周期
はやや長いと考えられる．その結果，Gongabu で RC 枠
組レンガ壁建物の被害が多かったものと推察する．また，
図 110 カトマンズ盆地の表層地質 33)．原出典は吉田 34)．

建 物の高 さが 高くな るほど 固有 周期は 長くな る ．
Gongabu では 4 階建て以上の建物の被害が顕著であった

Gongabu と観測点位置を加筆．

事実は，上記の推察と整合する．
日比野 32)は，Gongabu 内でも，RC 枠組レンガ壁建物
の被害が特定の地域や道路に沿って分布していること，
レンガの組積造建物被害は地区内を流れる川の西側で
比較的多く見られたと報告している．このことから，
Gongabu の詳細な地盤調査を実施することにより，表層
地盤の震動特性と建物被害との関係を明らかにできる
ことが期待される．
(2) 建物の脆弱性を高める社会的要因
建物の脆弱性は，建物の増改築によっても高まる．こ
のため，建物の耐震性を向上させるには，建物の脆弱性
を高める要因を排除する必要がある．
板谷ほか

35)

によると，建物の脆弱性を高める社会的
図 111 元の構造を無視して 4，5 階が無秩序に増改築

な問題点として，ネパールおける相続の問題を挙げてい
る．ネパールの風習では，兄弟間で家屋を相続する際に

された住宅（カトマンズ）
．

は垂直に分断して相続する．垂直に分断して相続された
家屋は構造的な繋がりを無視して，それぞれの部分がそ
れぞれに増改築を施していく．一般に，上に増床する部
分は RC で造られることが多く異種構造となる．また，
分断されたが増改築せずに先祖から受け継いだ姿を保
っている部分は，構造的に不完全なものとなって取り残
されるとしている．今回の調査でも，カトマンズでは，
無秩序に増改築された建物が多く見られた（図 111）
．
また，カトマンズをはじめとする多くの街では，既存
市街地の建物を上に増床することにより人口増加を吸
収している．この際，図 112 に示すように下層階の構造
を考慮しない増築が行われる．その結果として，数多く
図 112 3 階建ての住宅に 4 階増築した住宅（Sakhu）．4

の脆弱な建物が出現している．
5.7 建物の耐震化に向けて

階の壁面が 3 階までの壁面より外側に飛び出し

(1) 石やアドベの組積造建物の耐震化

ており，4 階部分は増築されたと推察される．
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今回の地震では，石やアドベの組積造建物の多くが倒

ば，効率的に都市の耐震性の向上を図ることができる．
3 つ目は，耐震化技術の向上である．それには真田ほ

壊した．このため，既存の石やアドベの組積造建物の耐

36)

36)

震化が急務である．ただ，石やアドベの組積造建物に暮

か

らす住民は，耐震性の高い RC 枠組レンガ壁建物に建て

であるレンガ壁が建物の耐震性向上に大きく寄与する

替えることが出来るほど経済的に豊かではないため，安

ことを示している．図 90 に示した例を見てもレンガ壁

価な耐震化技術が求められる．目黒らは荷造り紐（PP

が建物の耐力に大きく寄与すると考えられる．このため，

バンド）による耐震化技術を提案し，今回の地震でも有

建物の耐力を高めるためのレンガ壁の適切な配置，レン

効性を示している 26)．これも 1 つの方法であろう．

ガ壁自体の耐震性の向上（レンガ壁の壁面直交方向への

なお，被災地では公的支援が少ない．このため，住民

の研究が参考になる．真田ほか

では非構造部材

転倒抑制，強度の高いレンガの使用，目地強度の向上な
36)

は，一日も早い住宅の再建のため，倒壊した建物の石材

ど）が重要である．ただし，真田ほか

を集めて石の組積造建物が再建する可能性がある．この

におけるレンガ壁の負の効果として変形性能が低下す

は建物の耐力

ような脆弱な建物が再建されるサイクルを断つために

ることを指摘している．このため，RC 枠組の変形抑制

は，耐震技術の普及だけでなく，住民が経済的に豊かに

（レンガ壁にかかる荷重の軽減．たとえば，柱・床接合

なり，石の組積造建物ではなく，より耐震性の高い建物

部の強化，筋交いの導入など）も合わせて考慮すること

に暮らすことが出来るようになることも必要であろう．

が重要である．
4 つ目は，社会的要因による脆弱性増加の抑制である．

(2) 大きく変形した建物の再建
今回の地震では，レンガの組積造建物などで大きく変

現地の状況から見ても，板谷ほか

35)

が指摘するような

形した建物も数多く発生した．それらの建物は，木製あ

ネパールの風習に関連した地震に対する脆弱性を高め

るいは金属製の支柱で仮支えされて使われ続けている．

るような増築や増床が行われた建物，人口急増を吸収す

このような状況から，都市の脆弱性は地震前よりも高ま

るための無秩序な増床が散見される．このような，社会

っていると言える．早急に，倒壊の危険性の高い建物を

的要因による脆弱性の増加を抑制する必要がある．1 つ

取り壊し，再建する必要がある．ただ，上述のように，

の方法は規制であろう．ただ，規制だけでは十分ではな

公的な支援が不足するなか，建物再建のための資金調達

く，教育や啓発も必要であろう．
5 つ目は，傾斜地に建つ RC 枠組レンガ壁建物の耐震

が課題となる．一日早く経済的な復興を果たし，建物再
建のための資金調達が可能になることを期待する．

化である．Melamchi をはじめ，各地で傾斜地に建つ RC

(3) RC 枠組レンガ壁建物の耐震化

枠組レンガ壁建物の多くが被災した．傾斜地に建つ RC

石やアドベの組積造建物に比べて RC 枠組レンガ壁

枠組レンガ壁建物の耐震化ためには，被害のメカニズム

建物の被害が少なかったことから，RC 枠組レンガ壁建

を明らかにする必要がある．そして，社会に実装するた

物の耐震性は高いと言える．最近では RC 枠組レンガ壁

めには，傾斜地用の設計基準が必要であろう．さらに，

建物が増えており，この点では都市の耐震化は進んでい

そのような設計基準に準拠する建物を建築するために

ると言える．それでも，もう一回り強い揺れに備えるた

は平坦地より費用がかかることが予想されるため，設計

めには RC 枠組レンガ壁建物の更なる耐震性向上が求

基準を準拠するための教育や啓発と，それを支える経済

められる．そのためには，以下のことが必要であろう．

力も求められる．場合によっては，危険な傾斜地への建

1 つ目は，耐震性を評価する上での必要となる地震動

築の規制も必要であろう．

と建物被害との関係を明らかにすることである．今回の
地震による観測波形はカトマンズ盆地内で数点でしか

6. まとめ

得られておらず，地震動と建物被害との関係を分析する
ことが難しい．地震観測点の充実が望まれる．また，表

今回の調査箇所は限られた範囲であるが，地震による

層地盤の震動特性と建物被害との関係を明らかにする

斜面崩壊および建設物の被害の特徴を以下にまとめる．

必要がある．日比野

32)

は Gongabu 内でも RC 枠組レン

6.1 斜面崩壊

ガ壁建物の被害が集中した場所があると報告している．

今回の地震では，カリ・ガンダキ川沿いで深層崩壊が

表層地盤の震動特性と建物被害との関係を解明する上

発生しているが，その他は規模が小さく，表層崩壊と言

で Gongabu における詳細な地盤調査が有効であろう．

える崩壊が主体である．表層崩壊は，岩盤と段丘堆積物

2 つ目は，カトマンズ盆地内の表層地盤の詳細な震動

で数多く発生している．岩盤の崩壊の多くは，流れ盤の

特性の把握である．今回の地震による建物被害の状況か

片理面に沿った崩壊であるが，一部は受け盤の崩壊も見

ら推定すると，カトマンズ盆地内には Gongabu のよう

られた．段丘堆積物の崩壊では，径 1m 以上の巨礫が落

な震動特性を有する地域は，広域ではなく局所であると

下する崩壊が見られた．崩壊した段丘崖は，住居や道路

推定される．このような地域を抽出し，そこに建つ RC

に隣接するため，大きな被害が生じており，現在も不安

枠組レンガ壁建物の耐震性を向上させることが出来れ

定な巨礫が斜面上に残されている箇所も見られた．
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今回の調査範囲には，多くの地すべり地形や地すべり

Adhikari (National Society of Earthquake Technology)，Nasib

が確認できるが，今回の地震で，既存の地すべりの再活

Man Singh Pradhan (Nepal Electricity Authority) には被害情

動や地すべりが深層崩壊に至る現象は見られていない．

報に関する貴重な情報を提供していただいた．ここに記

カリ・ガンダキ川沿いの深層崩壊も，受け盤方向の急斜

し感謝する．

面で発生したもので，既存の地すべりの再活動ではない
と考えられた．
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