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建物の被害 

 

 

 下記の６項目について建物の被害写真を交えて被害の状況を説明する。 

 

   ①インドの建物のタイプ 

   ②都市部の建物被害 

   ③中小の町の建物被害 

   ④公共建物の被害 

   ⑤プラント工場および電力施設の建物被害 

   ⑥歴史的建造物の被害 
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インドの建物のタイプ 

Anand S.Arya(2000)は、論文に 1991年

に行われたインドの国勢調査から、建物の

壁の材料によるタイプ分類をまとめてい

る。これによると、いなかでは泥やブロッ

クなどの土の壁が 34％、日干し煉瓦の壁

が 18％、竹を使ったかやぶき屋根や石積

み壁が約９％となっている。これに対し、

都会では日干し煉瓦の壁が 16％と多い他

は数％の割合となっている。 

MSK震度に対する被害程度を見ると、い

なかで多く見られる土壁や石積み壁は地

震に対して弱く震度Ⅸになると 80％以上

の被害になると予想され、また日干し煉瓦

の壁についても被害が出ると予想される。 

グジャラート(Gujarat)では、1819年と

1956年に被害地震が発生していることか

ら、地震被害ゾーニングマップでは、カッ

チ(Kachchh)は最も危険と考えられるゾ

ーンとなっている。 

 

インドの建物の壁の材料によるタイプ 

 
[Anand S.Arya(2000)]  

 

既往の被害地震をもとにした地震被害ゾーニングマップ

http://www.imd.ernet.in/section/seismo/static/seism

o-zone.htm ] 

 

種々の建物タイプに対する被害関数 

[Anand S.Arya(2000)]
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次に、グジャラート(Gujarat)州の行政区ごとの国勢調査結果から、それぞれの行政区で

の建物タイプがどのようなになっているのかを表現したものを上図に示した。これによる

と、グジャラート(Gujarat)州の西部では Stone(石の組積造)が多くなっており、中央部で

は Earthen(土壁)と Burned brick(レンガ造り)の建物が多くなり、東部ではレンガ造り以

外に Banboo(竹などの植物)で造る建物が多くなってくる。 

今回の地震では、カッチ(Kachchh)で地震が発生したことから、Stoneの建物の倒壊によ

る建物被害や人的被害が多く出たことが考えられる。 

 

参考文献 

Anand S.Arya, 2000. Recent developments toward earthquake risk reduction in India, 

CURRENT SCIENCE, Vol.79, No.9. 

http://www.imd.ernet.in/section/seismo/static/seismo-zone.htm 

 

グジャラート州の行政区ごとの建物タイプ分布 

[Anand S.Arya(2000)] 
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都市部の建物被害 

ここでは、４，５階建てまたは10階建て前後のＲＣ枠組み組積造の建物が多く分布する

アーメダバード（Ahmedabad）とブジ(Bhuj)を取り上げる。アーメダバード（Ahmedabad）

では新市街地に被害が多く発生していた。 

建物の被害は、１階が長方形の薄い柱だけでできているピィロティ形式の建物の１階部

分が崩れる被害が多く、ひどいものはパンケーキ状態になったものがあった。また、１階

が壁構造となっている建物においても、壁にせん断クラックが入っている建物が多く見ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

アーメダバード(Ahmedabad)の新市街地にあるアパート Parthsarthi 

写真の左側のアパートは１階が柱のみ、右側のアパートは１階が壁の構造となって

いる。左側のアパートは１階部分に被害が出て傾いており、隣のアパートへ移動する

ための階段取り付け部にクラックが入っている。 右の写真は左の写真の建物の後ろ

に建っていたアパートがつぶれ、その基礎部分をとったもの。 

アーメダバード(Ahmedabad)の新市街地

に建つ５階建てのアパート 

１階部分がピィロティ形式となってお

り、１階と２階部分が潰れたアパート。

柱や壁はレンガでできていた。 
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アーメダバード(Ahmedabad)の新市街地に

ある 11階建て建物の上部の崩壊 

この建物の隣の建物は崩壊し 10０名程

度の死者が出ている。調査に行ったときに

はすでに取り壊しが終了していた。 

ブジ(Bhuj)の市街地の９階建て建物の屋上から見た町の風景 

被害が出ていないように見えるが、下に降りて建物を見ると、せん断クラックが入っ

ていたりする建物が多い。（左写真はブジ市街地東側。右写真は同南側。） 

ブジ(Bhuj)のアパートの倒壊 

１階ピィロティ部分の崩壊による建物の被害が多く出ている。また、建物上部の

崩壊も見られた。 
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ブジ(Bhuj)の RC造の１階ピィロティ部分の被害 

左の写真では柱の上部の崩壊と壁のせん断破壊が見られる。右の写真ではエレベータ

部分のせん断亀裂の状況。 

ブジ(Bhuj)における建設途中の建物 

左の写真は枠組みレンガ積み造の建物で、壁のレンガが斜めにずれている。右は基

礎部の築造中の写真で、長方形の柱で軸方向鉄筋が細く、帯鉄筋の数が少ない。 

ブジ(Bhuj)のダウンタウン 

人が全く居らず、ゴーストタウン化している。土壁や石積み壁は崩れている。 
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中小の町の建物被害 

中小の町では、土壁や石壁で造られた住宅が主流となり、10階前後の RC枠組み組積造の

建物の数は少なくなる。元々土壁や石壁の建物は地震動に弱い造りとなっており、今回こ

れらが多く分布するカッチ(Kachchh)に地震が発生して、土壁や石壁の建物のほとんどが崩

壊し、それに伴う人的被害が多く出たと考えられる。町の中は亡くなった方が多いことと

住民が町から出て行ったことから、人通りは大変少ない状況であった。 

 

 

モルビ(Morvi)の土壁および石壁の建物の被害 

 左の写真では通りに面した建物のほとんどが崩壊しており、人通りが少ない。 

 右の写真ではメイン通りを一歩入ったところで、建物のほとんどが崩壊している。

バチャウ(Bhachau)の丘の上から町

を写す 

土壁および石壁の建物のほとんど

が崩壊している。 

アンジャ(Anjar)の建物崩壊 

 土壁および石壁の建物は全て崩壊し

ており、町中がれきの山であった。 
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公共建物の被害 

ここでは、学校およびモスク等を中心に被害の概要を述べる。 

土ないしは石壁造りの学校は、ほとんどが崩れているが、モルビ(Morvi)の学校が唯一残

っていた。モスクは、完全に倒壊はしていないが、上部が崩壊していたり、クラックが入

っていたりする場合が多かった。ガソリンスタンドは、被害を受けているところは見なか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モルビ(Morvi)における学校 

 学校の壁が崩れて外から中が見える状態。

モルビ（Morvi）郊外のガソリンスタンド 

 被害なし 

モルビ(Morvi)の祠 

 上部が崩壊している。 

ブジ(Bhuj)のモスク 

 建物にクラックが入っている 
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プラント工場および電力施設の建物の被害 

プラント工場の建物の被害は、バチャウ(Bhachau)郊外の塩工場と Indian Farmers 

Fertiliser Co-operative LTD.(IFFCO)の建物が大きな被害を受けていた。電力施設は、配

電所の建物が倒壊して機械が使えなくなるケースが多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バチャウ(Bhachau)郊外の塩工場の被害。倉庫の柱上部に被害が出ている。付近には

このような工場が多かったが、被害を受けていた工場が多く見られた。 

 

IFFCO プラントの建物の倒壊 

 建物と建物をつなぐベルトコンベ

アも壊れていた(右上の写真ではベ

ルトコンベアがあるはずだが、崩れ

ていた)。 
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モルビ(Morvi)郊外にある瓦工場 

 焼き場の屋根が倒壊。右手前のがれき

は煙突の倒壊あと。 

バチャウ(Bhachau)の変電所 

建物の崩壊によって制御機械が埋ま

っており、取り除く作業を行っていると

ころ。新しい制御機械は１週間のうちに

届き、送電を再開した。制御機械は野ざ

らしであった。 

ガンディダム(Gandhidham)変電所の建

物が崩壊したことによって、制御機械が使

用できなくなった。 

アンジャ(Anjar)変電所の建物が倒壊

しかけている。辛うじて木で支えてい

る。制御機械は使用している。 

 

 

 

 



2001 年 1 月 26 日インド・グジャラート地震被害調査報告 
最終更新日：2001-03-26 

 

Copy right 2000. OYO Corporation. 
All rights reserved 

webmaster@oyonet.oyo.co.jp 

31

＜歴史的建造物＞ 

 しっかりと造られているのか、被害が少なかった。 

 

 

モルビ(Morvi)にある旧宮殿 

 ひさしの部分の崩落被害程度であった。 

ブジ(Bhuj)にあるカッチ博物館 

 屋根が崩壊している。 

アーイナー・マハルの隣にあるプ
ラグ・マハル（新宮殿） 
 レンガの若干の食い違いは見
られたが、大きな被害は認められ
なかった。 

 

 

 

ブジ(Bhuj)にあるアーイナー・マハル（旧
宮殿） 
 被害は認められなかった 


