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土木構造物の被害 

  

ラジコット(Rajkot)からブジ(Bhuj)に至る道路沿いに、土木構造物の被害状況を調査し

た。それらは、以下の構造物である。 

 

・潅漑用ダム 

・橋梁（道路／鉄道） 

・オイルタンク 

・給水塔／貯水槽 
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ダム 

 

ダムの諸元 

名称：Rudramata Dam  築年：1959年 

目的：潅漑   形式：フィル

ダム 

ダム高：49.5m   堤頂長：700m 

法勾配：下流側 1:2.0、上流側 1:2.5  

場所：ブジ(Bhuj)北方約 10km 

 

 

 

堤体の被害状況を堤頂部から目視で調査した。調査時の貯水位は低く、取水口は水面よ

り上に出ており、上流側法面の状況も観察できた。 

堤体中央部、左岸側取付部付近では堤頂部に上下流方向のクラックが認められた。また、

この間の下流側法面では、これらの上下流方向のクラックから始まる下方に湾曲した弓形

のクラックが数条認められる。堤頂部では左岸側半分が沈下しているようである。 

これらのクラックや沈下が遮水ゾーンにどの程度影響しているかは不明であるが、左岸

上流側法面上部には以前のすべり跡のような段差も認められ、堤体の左岸側が 相対的に

注意を要する区間のように見受けられた。 

 

 

      

 

 

 

 

左岸側から上流側法面をみる 

 

上下流方向のクラック（左岸側取付部付近）

 

下流側法面の弓形のクラック 
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左岸側の取水塔では、上部に軽微な損傷が認められた。また、右岸側の余水吐でもコン

クリートのクラックやブロック積の小規模な損傷が認められたが、いずれも構造物の

機能を阻害するほどのものではない。 

 
左岸下流側法面の状況  

調査のためか植生が整理されている 

 
取水塔を上流側から見る 

 

 

取水塔上部の損傷状況 

 

右岸余水吐の状況 
手前のコンクリートにクラックが認められる 

 

余水吐のブロック積の損傷状況 
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なお、Preliminary report from IIT Kanpur(インド Kanpur 工科大学土木工学科編集）

によると、5 つのアースダム（上記の Rudramata dam のほか、Tappar dam, Kaswati dam, 

Fatehgadh dam, Suvi dam)に被害が生じているが、いずれも壊滅的な損傷は受けていない

ようである。 

 （参照：http://www.nicee.org/NICEE/Gujarat/gujaratslides/gujarat_slides.htm） 
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橋梁 

 カッチ(Kachchh)地域では、橋梁の被害が数ヶ所で認められたが、長期間交通を遮断する

ほどのものはなく、地震から約２週間後の調査時点ではすでに仮設の迂回路等が整備され

ていた。 

 Little Rann から Kachchh湾への出口に位置する Samakhial 橋は、カッチ(Kachchh)地

方の東の玄関口である。Samakhial 橋は道路橋で、現在 New Samakhial 橋がこれに並行

して建設中である。また、ここから東方約 1km に鉄道橋が架かる。 

 Samakhial 橋の最も南側のコンクリート桁には大きな開口クラックが認められるが、片

側交互通行で大型トラック等が列をなして並ぶ混雑ぶりで、橋としての機能は果たしてい

る。このクラックが、今回の地震で生じたものかどうかは不明である。 

 

 

  

 
Samakhial 橋南側アバット付近のクラック 

(John 氏(AGSO)撮影)

 
クラックのクローズアップ 新鮮ではない 

 
New Samakhial 橋の全景 

並行して建設中の New Samakhial 橋は、中

央の最後の桁架作業中であった。今回の地震

では南側の橋台と桁がぶつかり合い、コンク

リートの破損や橋台のずれが生じている。 

 

橋台付近の変状 

 

桁の損傷状況 
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橋台付近の変状 

 
橋台の変状と液状化 

 

橋脚の左上のピースが分離 

道路と鉄道が並行して走る Wandh付近では、新設のコンクリート橋の橋台が変状し、桁

が橋台の背後にまで飛び出している。この区間では液状化による地割れ、噴砂が著しい。

 

アーチの変状 

道路橋の北側を走る鉄道の二つの橋にも

変状が認められた。石積みのアーチ橋ではア

ーチを構成するピースが振動のため緩み、グ

ラウトによる補修が行われていた。もう一方

では、ブロック積橋脚の上部のピースが分離

している。鉄道の運行には支障はないようで

ある。 

並行する旧道のコンクリート橋 

コンクリートの劣化が著しく、地震時に被

りが剥落し、鉄筋がむき出しになった。 

 

並行する鉄道橋 
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クンリア(Kunria)西方の落橋箇所 

 
マンフェラ(Manfera)南方の橋の被害 

橋台と背後の盛土の崩壊 

 ブージ(Bhuj)北方の地方道では、道路が小さな涸沢を横断する箇所で２箇所橋が壊れ、

仮設の迂回路がつくられていた。 
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オイルタンク 

 カンデラ(Kandla)港には多くの石油タンクがあり、地盤の液状化による被害を懸念した

が、調査では大きな被害は観察されなかった。 

被害の多くは、タンク内の液体のスロッシングによりタンクが動き、タンク基礎部で地

盤との間に隙間が生じたり、周辺のコンクリートが壊れるなどしたものである。また、

タンク自体にも側壁の座屈による変形が認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地盤とタンクの隙間 

 
タンク周辺のコンクリート 
の破損 

 

座屈したタンク側壁 

 

脚付きタンクの脚の破損 
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給水塔／貯水槽 

給水塔や貯水槽は、調査地内の各所で見られるが、外見上無傷のものが多かった。 

被害が認められたのは、バチャウ(Bhachau)の丘の上のレンガ積の給水タンク、マンフェ

ラ(Manfera)西方の集落の給水タンクおよびカンデラ(Kandla)港の転倒した給水塔の３箇

所である。 

これら以外の箇所では、周辺の建物の多くが倒壊していても、給水塔は無傷のように見え

た。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 左上：バチャウ(Bhachau)の丘の上の壊れた 

レンガ積タンク 

 右上：マンフェラ(Manfera)西方集落の破損した 

タンク 

 左 ：カンデラ(Kandla)港の給水塔 
同形式の塔の転倒が観察されている 
(John 氏(AGSO)撮影) 

 

 

  左上：ロダイ(Lodai)付近 

     近隣の家屋の多くは倒壊 

  右上：モルビ(Mrovi) 

        大きな被害を受けた宮殿前 

        (John 氏(AGSO)撮影) 

  左 ：ブジ(Bhuj)の給水塔 
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ライフラインの被害 

 

電力発電および送電設備 

インド最大のエネルギー資源は石炭であり、約 390 の炭田を有しその推定埋蔵量は 1860

億トンである。石炭火力を主力にした総発電設備容量は92,298MW(1998 年)でわが国の半分

以下である。原子力発電所は2000年 3月現在で BWR（沸騰水型炉）2基と PHWR（重水炉）9

基が稼動し、さらに PHWR3 基が建設中、12 基が計画中である。発電電力量に占める原子力

発電のシェアは 2.65％と少ない。 

今回の地震による発電設備の機能に関わるような大きな被害は、報道によれば皆無であ

る。ムンバイの北、震源地から 5~600km 離れたカクラバー原子力発電所、タラブール原子

力発電所のいずれも被害は無く順調に稼動しているとのことである。 

地震被害のもっとも甚大なカッチ地方には石炭火力の KLTPS（Kutch Lignite Thermal 

Power Station）があり隣接地のマヘサナ(Mahesana)の火力発電所からの送電と併せてこの

地方の電力が賄われている。 

カッチ(KACHCHH)地方の送電系統図は建物被害の影響を受けたアンジャ(Anjar)変電所で

入手したものである。主要変電所までは220kv線で送られ、順次132kv～66kv～11kv～440v

まで降下され、各戸に 220v が配電されている。この地方には 45 の大小変電所があり、37

の変電所で建物を中心に何らかの被害が生じた。 
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下の写真は変電所の制御パネルが管理建屋の倒壊によって使用不能となり、緊急輸入した

制御パネル（ドイツシーメンス社）を屋外に据え付け調整しているところを示している。

このもっとも被害の甚大であった変電所でさえ、7日後には通電を開始している（他の変電

所の機能に支障が無かったため、系統内の区域においては1~2日で電気が復旧している）。 

 

220kv,132kv の幹線送電鉄塔はこの地方を東西方向に横切るように配置されている。道路

沿いにこれらの幹線および支線の送電鉄塔を観察することが出来るが、鉄塔の倒壊や傾倒

を見ることは無かった。既に復旧作業がなされた後のことではあろうが、遅くとも 1 週間

以内に補修され電気が回復している。しかし、受電側の建物の復旧が進んでいないので、

利用されている範囲は今も限られている。 

 

 

道路沿の送電鉄塔の状況 

 

 

 

バチャウ(Bhachau)変電所の被災状況 

 

屋外に設置された制御パネル 

  

 


