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インドネシアにおける震災後の復興住宅の現状と増改築に関する調査研究
～アチェ、ジョクジャカルタ、パダンの事例から～
Current Status and Extensions of Reconstructed Houses after Disasters in Indonesia:
Case study in Banda Aceh, Yogyakarta and Padang
山本聖章*・岡﨑健二**・落合知帆**
Seisho Yamamoto*･Kenji Okazaki**・Chiho Ochiai**
In Indonesia where earthquake frequently occurs, large scale house reconstruction was necessary after a disaster, and
house reconstruction policies were carried out by the method of housing provision and fund supply. This research aims
to clarify the actual situation of housing reconstruction, the extension and modification in the earthquake affected areas
in the Sumatra earthquake, the Central Java earthquake, and the Padang earthquake. As a result, it revealed that the
owners extended and modified their houses based on their needs, financial states and family structure. On the other
hand, it was found that there were still challenges such as inflexibility of the donor-given houses in Aceh and
unsuitability of the criterion of the financial support in Yogyakarta and Padang.
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1. はじめに

たすコミュニティ主導の住宅再建が行われ、住民の防災意識や知
識が向上して、居住者の自助努力により改善が継続して行われる

世界各地で自然災害は頻発しているが、その被害は発展途上国
に大きく集中している

1)。発展途上国では災害によって多くの死

だろうという期待があった。

者・被災者が出ること、地域社会に大きな影響があること、さら

このようなインドネシアの災害後の復興政策の経験は、その後

に被害総額が GDP 中に占める割合が大きくなる傾向があり 2)、時

に発生したジャワ島中部地震（2006 年）
、パダン沖地震（2009 年）

にはその国の年間 GDP を上回る経済被害を及ぼすこともある。

にも引き継がれた。

途上国の持続可能な発展を目指す観点から、被害の軽減、住民生

本研究は、上記の地震・津波災害後に多数の住宅が再建された

活のより迅速な再建そして、経済活動がより安定して行える環境

バンダアチェ、ジョグジャカルタ、パダンの 3 都市を対象に、災

の再整備等を災害復興では、災害への脆弱性を取り除くことが必

害後に再建された住宅および所有・居住する人々が長期的にどの

要である 3)。

ように変化したかについて明らかにすることを目的とした。

インドネシアは発展途上国の中でも、地震や津波、火山の噴火、
洪水など様々な自然災害による被害が多いことで知られている

2．調査概要と調査地の概要

が、中でも地震や津波による被害が深刻である。地震の中でも代

2-1 調査概要

表的なものとして、2004 年のスマトラ島沖地震が挙げられる。こ

本調査研究では上記の三都市を調査対象地として、現地調査を

の地震は M9.0 という歴史的な規模で、インド洋大津波とともに

行い、以下のようなデータを収集した。

アチェ州を中心に甚大な被害を与えた。

(1) 基礎調査 (調査 1) :

スマトラ島沖地震およびインド洋大津波の際に復興政策を統

住宅再建および増改築後の所有者及び居住者の変更とその理

括した BRR(アチェ・ニアス復旧・復興庁) の局長は、復興のスロ

由を確認するヒアリング調査、住宅の簡易な実測調査及び住宅写

ーガンとして「Build Back Better」を掲げた 4)。Build Back Better と

真の撮影を行った。各調査対象地区で 100 戸を目安に実施した。

は、自然災害をグローバルな視点から捉え直し、環境に配慮しつ

加えて、バンダアチェでは、再建住宅からの増築部の面積および

つ、社会の回復力を高め、災害を軽減する対策を盛り込み、持続

材質について調査を行った。

可能なコミュニティを再生しようとする試みのことである 5)。つ

(2) 詳細調査 (調査 2) :

まり、単に元の状態に戻すのではなく、社会の利便性や都市の防

居住者(所有者)の家族構成や職業、収入等の個人情報に加え、住

災力を高め、より良い状態の都市へと再生 6)しようとするもので

宅再建後の増改築に関して、時期、場所、金額を確認するためア

ある。特に住宅に関して考えると、持続可能な発展とは、被災者

ンケート調査およびヒアリング調査を実施した。さらに、住宅の

の基本的なニーズに対応した住宅再建後に、居住者が自らの必要

詳細な実測調査と住宅の使われ方に関して調査した。調査対象住

に応じて住宅を変化させ、居住性と生活の質を高めることである。

宅は調査 1 を実施した住宅の中からランダムに選出した。各調査

復興政策でも、住民参加型の住宅再建により基本的なニーズを満

対象地区で 15-20 戸を目安に実施した。
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世帯への支援金額の合計を POKMAS の口座へと振り込み、住民

初年度の現地調査は、主に調査対象地区（各都市それぞれ 2 地
区）の選定が目的であり、2 年目の現地調査でヒアリング、アン

がその資金をもとに再建を実施する仕組みである。支援金の額

ケート調査及び住宅の詳細な実測を行い、3 年目の現地調査では

は住宅の被害レベルに基づいており、ジョグジャカルタでの震

不足データの収集・確認、専門家へのインタビューを行った。尚、

災時には被害レベル重/中/軽に対して 1,500 万/400 万/100 万

本調査研究におけるフィールド調査は、科学研究費の助成による

IDR(インドネシア・ルピア⑴)であった。POKMAS を用いての住

「インドネシアにおける復興住宅に係る住宅安全性及び住民の

宅再建の中ではゴトン・ロヨンと言われるジョグジャカルタ地

リスク認知の経年変化」
（研究代表：岡﨑健二教授）の一部として

域周辺に伝わる相互扶助の精神に基づいた協働や協調行動が活

実施したものであり、2015～2017 年に合計 4 回の現地調査を行っ

用されたといわれている。その一方で、金額が十分ではなかっ

た(表 1)。

たという声も聞かれ、2009 年のパダンでの震災時には、支援金
表-1 調査日程

の金額が 1,500 万/1,000 万/500 万 IDR へ増額された。しかし、全
半壊の住宅に対する支援は同額であり、住宅建材や人件費の高
騰等の理由から支援金では大幅に足りず、かなりの自己資金が
必要となった。また、支援金の支給が遅れたため、自力で再建
を行った例もあった。
3-2 スマトラ島沖地震およびインド洋大津波
本調査の結果から、ガンポン・パンデでは 109 戸中の 102 戸（全
体の 92%）
、ガンポン・ランブンでは 118 戸中の 87 戸（全体の
71%）で何らかの増改築が行われていることが確認できた。ガン

2-3 震災の基本情報および調査地の概要

ポン・ランブンに比べ、ガンポン・パンデの住宅の増改築が多か

本研究が対象とした 2004 年のスマトラ島沖地震（M9.0）では、

った理由としては、供給当時の住宅の形状にあったと考えられる。

津波がアチェ県を襲い、死者 167,736 名を出し、約 13.9 万戸の住

ガンポン・パンデではガンポン・ランブンと比較すると、住宅内

宅被害を受けた 7)。2006 年のジャワ島中部地震（M6.3）では、ジ

にトイレへの動線が整備されておらず、一度外に出なくてはいけ

ョグジャカルタ市郊外のバントゥール県とクラテン県を中心に、

ない、寝室が一つしかなく個人の空間が確保できない等の問題点

死者 5,716 名を出し、約 35 万戸の住宅が被害を受けた 8)。2009 年

が存在していた。
（図-1 および図-2）

のパダン沖地震（M7.6）では、西スマトラ州のパダン市を中心に
死者 1,117 名、約 25 万戸の住宅が被害を被った 9)。
3. 再建住宅の現状および増改築
3-1 それぞれの再建政策
各震災の再建政策についてまとめたものが表2 である。
表-2 三都市における住宅再建政策

図-1 ガンポン・パンデにおける
供給住宅

図-2 ガンポン・ランブンにおける
供給住宅

以上の理由から、住宅後方部の勝手口からトイレにかけて通路
を設置するような最低限の増改築を行っている住宅が十数戸ほ
ど見られた。 また、二つの地区における再建住宅の床面積につ

アチェにおける住宅再建では、BRR(アチェ・ニアス復旧・復

いて比較を行った。その結果を以下の表-3 に示す。

興庁)の調整のもとで、被災地区毎に支援機関が割り当てられ、

表-3 アチェ二地区での床面積の比較

支援機関が住宅を建設して被災者に供給するという方式がとら
れた。住宅を受け取るためには、土地の所有権と、土地の範囲
を示す必要があったため、津波の被害を受けた地域では、地籍
の再整備から行う必要があった。支援機関による差を無くすた
め、住宅の大きさは 6m×6m の約 36 平方メートルに統一されて
いたが、細かい部分は支援機関によって設計が異なっていた。

二地区ともに、多数の再建住宅が供給されており、またその

ジョグジャカルタとパダンでは、POKMAS と呼ばれる 15-18

多くが増改築を行っていることがわかった。ここで平均床面積

人で形成される隣組組織を利用した政策が採用された。構成員

中央床面積を比べると、一部増改築が大きく進んだ住宅が全体
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の平均を引き上げていると考えられ、両地区内に住宅の増改築

い、復興を遂げている点も、両地区に共通している。修理の割合

に関して大きな格差が生じていると言える。

が比較的高く、家屋の構造そのものというよりは、傷ついた場所
に対処していくような形が多いように見受けられた。

また、収入については、ガンポン・ランブンの方が低い世帯が
傾向にある。一方で、支援を受けることなく再建された住宅は当

一方で、両者は地理的には全く違う条件下にあり、パシル・ジ

然、ある程度金銭的に余裕がなければ再建しえなかったものであ

ャンバックは海岸沿いに住宅が並んでいるのに対して、リンパッ

り、一般的に供給されたものよりも大きくかつ、造りがしっかり

トは山中に数軒ずつまとまって住宅があり、それらが幾つも林道

としているものが多い。貧富の差という観点からこの結果を見る

でつながっているような集落であった。
パダン市周辺には「ムランタウ」という出稼ぎの文化があり、

と、ガンポン・ランブンの方により格差があると考えられる。
3-3 ジャワ島中部地震

復興には大きく関係していると考えられる。リンパットでは住宅

ジャワ島中部地震では住宅の被害レベルに応じて支援金を給

再建時に他都市に居住する親類から金銭的な援助を受けること

付することで再建を促す、といった政策が採られた。そのため、

ができた。その資金をもとに、リンパットの一部の住宅は復興時

支援金を元手として、まず生活に不可欠な柱や屋根などの住宅の

に、給付金と併せて比較的規模の大きい住宅を再建していた。パ

基礎からの再建を行い、その後資金が貯まり次第、新しく増築を

シル・ジャンバックでも、ムランタウの影響は少し確認できたも

行っていくという形の復興の流れが一般的となった。

のの、リンパットと比較すると少なかった。また、パシル・ジャ

さらに、再建政策の特徴として、POKMAS と呼ばれる隣組組織

ンバックの再建が不完全である現状には、居住者の家族構成も関

を活用して復興を進めたことが挙げられる。政府は POKMAS に

係していると考えられる。パシル・ジャンバックでは、多くの住

支援金を一括して給付し、POKMAS 内で被災住宅の再建計画に

宅に 6—11 人が居住しており、住宅自体規模が大きい場合が多い。

ついて話合い、グループ内で住宅を建設する順番が決定され、高

政府からの支援金は住宅の被害状況に応じて各世帯に定額が支

齢者や乳幼児のいる家庭、未亡人や非常に貧しい住民を優先して

払われており、住宅の大きさは加味されていなかったため、住宅

支援することができた。その際に重要となったのがゴトン・ロヨ

再建支援金も不十分であった。加えて、パシル・ジャンバックで

ンである。ゴトン・ロヨンとは中部ジャワ地域に伝統的に受け継

は、支援金支給の大幅な遅れ、不平等な選定を配布などが指摘さ

がれてきた相互扶助の精神である。それは相互労働として実践さ

れており、震災が起きてから 4 年後の 2013 年にようやく修理が

れており、人々が自らの時間や労働力を自発的に他の必要とする

完了したという住宅もあった。

人々に提供し、その見返りとして支援を求めることができるとい
うものである。広くこの精神が適用されたこともあり、復興プロ

4. 三都市間の比較

セスにおいて地域コミュニティ内の住宅再建の一助となった。

4-1 再建政策の比較

本調査では、ジョグジャカルタ特別州バントゥール県のスルッ

それぞれの再建政策について、メリットおよびデメリットでつ

ト地区と中部ジャワ州クラテン県のムレセ地区という異なる州

いてまとめたものが表-4 である。

の管轄する調査地を選定したが、両地区の住宅再建・修理、増改

表-4 3 都市における住宅再建政策のメリット・デメリット

築において大きな違いは見られなかった。
両地区に共通することとして、多くの住宅が重度の被害レベル
（全半壊）であり、そのほとんどが給付金を受け取って、自力で
住宅を再建することを選択していることが挙げられる。また、給
付金を元に、生活の中心となる機能から優先して住宅を再建し、
段階的に増築を行うという特徴も共通している。この際、給付金
に自費を上乗せすることで、より大規模な再建住宅を実現した例
が両地区で確認できた。今回調査を実施した住宅では、何かしら
の増改築が行われていたものがほとんどであった。増改築箇所と

アチェの再建政策では、住民は確実に住宅を受け取ることがで

して多かったのは、台所やトイレ、テラスである。何れも震災直

き、支援機関側としては住宅の迅速な供給が可能であるというメ

後の最低限の住宅再建の時点では優先的に再建されにくい箇所

リットがあった。一方で、住宅は 36 ㎡を基本としており、住宅再

であった。調査中には、住宅の裏に離れて設置されたトイレや、

建の際に住民からの意見が反映されることは稀であった。また所

住宅裏手の勝手口付近の簡易的な調理スペースで調理を行う住

有権の移転データから、住宅の過剰供給の可能性が考えられ、世

民も見られた。テラスが優先されていることに関しては、近隣の

帯構成員全員が亡くなった場合でも親戚が住宅を受け取れると

世帯との団欒に重要な役割を果たしていたからだと考えられる。

いった住宅の供給基準の設定に問題があったとも言える。

3-4 パダン沖地震

ジョグジャカルタ及びパダンでは、支援金を給付する方式が採

パダン沖地震では、ジャワ島中部地震同様、支援金を給付する

られた。この方式を採ることで、ジョグジャカルタの一部やパダ

という措置が採られた。両地区共に重大な被害を受けており、多

ンのリンパット地区で見られたように、自費と給付金を併せてニ

くの住民が給付金を受けて再建・修理を行っていた。比較的収入

ーズにあわせて大規模な再建を行うことが可能であった。また、

が低かったにも関わらず、給付金に加えて自費で十分な資金を賄

支援金は個人ではなく POKMAS に配分されたことから、手続き
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準に盛り込む必要性があるのではないかと考える。

上の手間を省くことができ、さらに住民同士のコミュニティを強
めることにも繋がっている。一方で、ジョグジャカルタやパシル・

また実測調査からは、住宅の増改築に地域ごとの特色があるこ

ジャンバックの一部では支援金が足りないとの意見があった。特

とがわかった。アチェのように、被災地区全体の住宅が壊滅的な

にパシル・ジャンバックのケースについては、大家族で生活して

被害を受けた場合の住宅供給についても、元々の地域住民の居住

いた住宅に関しても、被害レベルのみで判断した一定の給付金を

様式に則した住宅を供給することで、被災者の生活の早期復旧・

受け取ることしかできず、全員が生活できる大規模な再建を行う

復興に繋がるのではないかと考えられる。一方で、住民の参加に

ことが不可能であった。これは、被害レベルによってのみ支給金

よる行程の複雑化や、供給住宅の多様化のデメリットとしては、

額を決定するシステムに問題があったと言える。

住宅再建にかかる時間の長期化が挙げられる。しかし、震災発生
以前からの被害予測と事前の計画、住民情報の把握を徹底するこ

4-2 再建住宅の床面積の比較

とで、住民のニーズに即した住宅再建をより的確に行うことがで
きると言える。

図-3は各都市における再建住宅の床面積に関する比較をしたも
のである。それぞれについて見ると、アチェでは 30-49 ㎡の住宅
が最も多く、
また 29 ㎡以下の住宅が存在しないことがわかった。

補注

アチェでは 36 ㎡を基準として住宅が供給されており、増築を行

(1) インドネシア・ルピアの為替レートは、本研究が対それぞれ

っていない住宅は 38 戸存在するため、
残った 68 戸では平均 10 ㎡

1 円=82.6IDR（2004 年）
、78.7IDR（2006 年）
、111.1IDR（2009
年）であった。

程度の小規模な増築を施すのみに留まっていた。床面積が大きく
なればなるほど住宅の数は減っていく傾向にあるが、130 ㎡以上
になると住宅数が再び増えており、これは供給住宅ではない、近
年新しく建築された住宅の影響によるものであると考えられる。
次に、ジョグジャカルタでは 30-49 または 50-69 ㎡のあたりを
中心に、なだらかに分布していることがわかる。特徴として、ア
チェの例と同様、130 ㎡以上の平面を持つ住宅が多い傾向にあり、
一部の裕福な人々が大規模な増築を行っており、貧富の差がある
ことが推測できる。
パダンでは 130 ㎡以上の住宅が最も多く、床面積が小さいほど
住宅数も減る傾向にあることがわかる。パシル・ジャンバックは
大人数が同じ家に居住するケースが多く、規模の大きな住宅に居
住するケースが多く見られた。一方、リンパットは山間部に存在
する地区であり、本調査で対象とした 6 地区の中では最も住宅同
士が離れて位置していたことが挙げられる。さらに今回の調査か
ら、ムランタウの風習が強く残っており、再建および増改築に必
要となる資金を自力で用意することができた可能性が高い、とい
うことがわかった。
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図-3 三都市における床面積の比較

実施したものである。また、現地調査は、インドネシアのバンド

5. まとめ

ン工科大学のクリシュナ・プリバディ教授との共同研究として実

現行の住宅再建政策においては、各種支援を実施する際の支援

施した。

基準が問題になっていることが本調査研究を通じて明らかにな
った。アチェでは世帯ごとに、ジョグジャカルタとパダンでは被
害レベルをもとに判断した支援金を住宅ごとに、という基準があ
ったが、今後は震災後に生き残った世帯とその人数、収入や住宅
規模といった、住宅再建を行う上で問題となりうる項目を判断基
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