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The authors investigated the building damage conditions in five areas of Galle, Matara, and Hambantota, Sri Lanka 
after the 2004 Indian Ocean Tsunami.  This paper presents tsunami vulnerability functions for the buildings in the 
country as a relationship between building damage and inundation.  In order to develop the functions, 1,535 building 
damage data in terms of structural types, solid (mainly reinforced concrete) and non-solid (masonry and 
timber-frame), and inundation height data of 153 points obtained by the field survey and contour models were 
examined.  The developed fragility curves show structural differences clearly and it will be useful for damage 
estimation to reduce tsunami damage in the future. 
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1. はじめに  

2004年12月26日に発生したインド洋津波は，62万戸を上回
る甚大な建物被害を周辺各国にもたらした．インドネシアに次ぐ

被災国となったスリランカでは，沿岸部を中心に約9万6千戸以

上もの建物が被害を受けた 1)．津波と建物被害との関係を明らか

にすることは，津波防災を目的とした被害想定をするうえで重要

であるが，建物に被害を及ぼす津波強さの指標として津波の高さ

が挙げられる．まずここで関連する既往研究を整理しておく． 
日本で発生した津波被害に対して，羽鳥 2)は集落における津波

浸水区域における家屋破壊率（流失・全壊戸数，半壊戸数，床上・

床下浸水戸数）と津波高さ（平均海面上）の関係を，1896 年と

1933年の三陸津波および1960年チリ津波のデータから示してい

る．そして首藤 3)は，集落ごとの最高打上げ高と破壊率の関係を

1933年三陸津波と1960年チリ津波のデータから導いている． 

甚大な被害を出したインド洋津波発生後には，各地での被災

データに基づく建物被害関数（フラジリティカーブ）の研究も進

んでいる．Koshimura and Yanagisawa4)は同津波による被害が最も

大きかったバンダ・アチェを対象地として，また萱場ら 5)は2007
年ソロモン諸島沖地震津波により被災したギゾ島を対象として，

衛星画像から得られたデータと数値シミュレーションに基づく

浸水深から被害関数を導いている．スリランカの被害データに基

づくものもある．Peiris6)は，スリランカ政府が公表した各地の被

災データから被害関数を構築しているが，データ（建物被害率と

津波高さ）が地域ごとであるため精度が荒く，また被害なしのデ

ータが被害率を算出する母数に反映されていないという問題が

ある．木村ら 7)は，マタラ市の586棟の被災建物と数値シミュレ
ーションによる浸水深により被害関数を導いている． 

本研究では，筆者らが現地にて実施したスリランカの南西部

（Galle，Matara，Hambantota）での建物被害悉皆調査に基づき，
既往研究では得られていない構造別の津波建物被害関数を構築

することを目的とする． 

 
2. 建物被害悉皆調査と研究の方法 

2-1. 建物被害悉皆調査 

① 調査概要と対象地 
筆者らは，津波発生から2ヶ月が経過した2005年2月下旬に

南西部と東部の被災地を訪れ，被災の状況を大まかに把握し，デ

ジタル（ビデオ）カメラを用いて記録した．その後，同年11月
に南部の地域を対象として，被害と復興状況に関する悉皆調査を

実施した 8)． 対象地区としては，被害のとくに大きかった
Hambantota，スリランカ第三の都市であるGalle（3箇所），そし

て沿岸部に面しながらも比較的被害の小さかったMataraから計

5 地区を選定した（図-1）．それぞれの地区においては，復興指
針の中で建築規制がかかっていた沿岸保全帯(1)を考慮し，海岸線

から200から300mの範囲を定め，合計約1,500棟の建物につい

て，被災状況を調査した．海岸線の総延長距離はおよそ 7kmで
ある．また調査では，建物形状が掲載されているデジタルマップ

をSri Lanka Survey Departmentにて事前に入手し，ベースマップ
として利用した． 

 
【図-1】スリランカの津波被災地と対象地区 
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② 建物の被災程度 
筆者らは目視および被災者に対する聞き取りにより，建物ごと

の被災程度を把握していった．その際の被災程度と定義を表-1
に示す．悉皆調査を実施した 2005年 11月時点では，被災から
10 ヶ月が経過したところであり，瓦礫の撤去はほぼ終わってい

るものの，建築規制もしかれていたため，被災時の状況は概ね把

握できる状況であった．被災状況が判断しにくい場合もあったが，

現地での調査後に2005年2月調査時の記録と照合することによ

り，確認し，判定した．  
 

【表-1】被災程度と定義 

 
 
③ 建物構造分類 

調査地内の主な戸建住宅は1階もしくは2階である．そして，
1 階建住宅のほとんどはレンガまたはブロックによる組積造モ

ルタル仕上げ（写真-1）であるが，木造も存在する．2階建以上

の住宅は主に鉄筋コンクリート造であり，中には集合住宅も見ら

れる．そして，各地の公共建築や，Galle など都市部のオフィス

および商業建築は中層以上の鉄筋コンクリート造であった（写真

-2）．流失した多くの建築物は低層の住宅であり，一方，残存し
ている多くの建築物は2階建て以上の建物であった．そのため，

ここでは，1階建て住宅に多く見られた組積造もしくは木造の住

宅を「非堅牢構造建物」，鉄筋コンクリート造等の住宅，オフィ

ス，商業建築を「堅牢構造建物」として，分類した．残存してい

る建物で外観目視だけでは構造が判断できない場合もあったが，

その際には階数や用途などを考慮し，判定した． 

 
④ 浸水深データの収集 

現地調査では被災者に対するヒアリングをこまめに行い，また

建物や塀に残存していた痕跡により，浸水高さあるいは津波高さ

のデータを収集した．データの収集は，地区特性にもよるが，数

十mから数百mの間隔で実施した． 

 

2-2. データの整備 
① 対象地区のグリッド分割 

対象地区における建物被害と浸水深の関係をみるため，各調査

地区をベースマップに基づき 100m×100m のグリッドに分割し
た．ただし，同じグリッド内でも著しく標高や建物密度に違いが

あり，建物被害にも影響が出ていると思われる地点については，

さらに分割した．その結果得られた各地のグリッドの数（分割数）

は，Galle Iで30（32），Galle IIで24，Galle IIIで30（38），Matara

で18，そしてHambantotaで51（54）であった（図-2）． 
 

② 模型による標高データの整理 

対象地区の地勢を立体的に把握するため，ベースマップから各

地のコンタ模型を製作し，建物の被災状況を示した（写真-3）．

 
【図-2】悉皆調査結果の表示とグリッド分割の例（Hambantota） 
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そして，各グリッド内の建物配置を考慮し，グリッドの代表値と

しての標高を求めた． 

 

 
【写真-1】非堅牢建物の例（Galle I：住宅地の1階建住宅） 

 

 
【写真-2】堅牢建物の例（Galle II：商業地区の商業建築） 

 

 
【写真-3】Hambantotaの模型 

 

③ 浸水深データの補正 

現地調査により浸水深の情報が得られなかったグリッド地点

に関しては，データの得られた周辺部からの距離，標高，津波高

さ，建物の密度や配置と道路との関係などを考慮し，2005 年 2

月調査時の記録と照合しながら，補正した． 

 
2-3. 建物被害関数の構築 

前節で得られた153グリッド（分割数166）の浸水深データと
1,535 件の建築被災データ（非堅牢建物 1202 棟，堅牢建物 333

棟）を，複数のグループに分類し，浸水深と被害率の関係を導き

出した．その詳細は後に記す． 
 

3. 建物被害分析データの集計 

3-1. 地区ごとの建物データの集計 
2-1，2-2により集計した地区ごとの建物被害と浸水データの集

計結果を表-2に示す．全建物1,535棟のうち，78.3%に相当する
1,202棟が非堅牢建物である．しかしながら，その比率は地区ご
とに大きく異なり，塩田があり漁業従事者の多い Hambantota
が 94.6%であるのに対し，都市部の商業地区であるGalle IIで
はその半分以下の 45.8%である．この地域性が非堅牢建物率に
反映していると言えよう．各地の最大津波高は現地で実施した聞

き取り調査と津波の痕跡に基づいている．津波高については，例

えば河田により報告されているが，妥当な値を示していると言え

る．平均標高と平均浸水深は，分割したグリッドにおける代表値

の地区ごとの平均を示している．地区の地形により高低差の違い

はあるが，平均すると地区ごとの標高はそれほど変わらない．一

方，浸水深は，津波の高さ，地勢，地区の建物配置，建物密度，

海岸からの距離，周辺建物の状況に応じて異なっており，

Hambantotaが最も大きく，最も小さいGalle IIと比べて1.6m
ほど違いがある． 

 

3-2. 地区ごとの建物被害状況の比較 
集計結果に基づく地区ごとの建物被害率を図-3 から図-5 に示

す．全建物をみると，Hambantota が全壊・流失率と半壊以上の

被害率とともに最も被害が大きく，非堅牢建物，堅牢建物でも，

この傾向は変わらない．これはHambantotaの平均浸水深（表-2）

が最も高いことと関係していると思われる．その他の4地区につ

いては，必ずしも浸水深の平均値の高い順に被害率が変化してい

るわけではないが，総じて浸水深の低い地区の被害率は低いと言

える． 
 

【表-2】地区ごとの建物被害と浸水の状況 
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【図-3】地区ごとの建物被害率（全建物） 

 

 
【図-4】地区ごとの建物被害率（非堅牢建物） 

 

 
【図-5】地区ごとの建物被害率（堅牢建物） 

 
3-3. グリッドごとにみた浸水深と被害率の関係 

地区ごとの比較は大まかな傾向しか見られないため，ここでは

分割したグリッドごとの浸水深と被害率の関係をみていく．図-6
は，グリッドごとの浸水深（代表値）とグリッド内建物の被害率

（流失・全壊建物の比率）の関係を示したものである．各グリッ

ド内の建物総には最小1棟，最大30棟とばらつきがあるため，
被害率の解釈にも注意が必要であるが，浸水深が2.5mを超える

と被害率 100%の地区が現れ，浸水深が 4mを超えると被害が 0

という地区がなくなる，ということが言える． 
 

 
【図-6】浸水深と被害率（流失・全壊）の関係 

 

4. 建物被害関数の構築 
ここでは，前述のようにグリッドごとに整備された建物デー

タと浸水深データを用いて，津波による建物被害関数を求める． 
 

4-1. 建物被害関数構築の方法と回帰係数 

ここで用いたデータは 100m×100mのグリッド単位に集計し
たものであり，建物被害関数を構築するうえで，建物棟数が少な

い地区もあるため，表-3 に示すように浸水深指標の大きさで並

び替えた上で，十分な棟数が得られるよう，棟数に応じて被害デ

ータの統合を行った．構造ごとの棟数と区分数を表-4 に示す．

なお，被害データを統合する際には，棟数による重みつき平均に

より区分ごとの浸水深を求めている．非堅牢建物は母数が少なく，

また流失した被害も多くはなかったため，本研究では取り扱わな

いことにする． 
ここで求めた浸水深と被害率の関係から，建物被害関数を求

める．ある浸水深 xのときに被災ランク R以上の被害が発生す
る確率PR (x)は，標準正規分布の累積確率分布関数Φ(x)を用いて，
正規分布で表せると仮定した．すなわち， 

 
PR (x) = Φ((x-λ) / ζ) [1] 

 

となる．ここで係数λ，ζは，xの平均値および標準偏差であり，
図-7 に示すような確率紙を用いた最小二乗法により求めた．そ

の結果得られた回帰係数を表-5 に示す．全建物に関しては相関

係数がいずれも0.9以上，非堅牢建物も0.85程度以上と非常に高
い．一方，堅牢建物については0.6から0.7の間にあり，やや強
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い相関があると言える． 

 
【表-3】統合された地域区分の例 

 
 

【表-4】被害関数作成のためのデータの区分 

 
 

 
【図-7】浸水深と被害率の関係を示す確率紙表示 

 

【表-5】建物被害関数の回帰係数 

 
 

4-2. 建物被害曲線 

図-8から図-10に，4-1から求めた建物被害関数を示す．これ

らの曲線は確率的な回帰により求められたものだが，本研究によ

って得られた建物被害データによると 1m 未満の浸水深での被

害は少なく，また小規模の半壊被害の判断が困難であると思われ

るため，1m未満の判定の曖昧さを示すために線引きをしている． 
流失・全壊率をみると，堅牢建物が2mを超えたあたりから被

害が出始めているのに対し，非堅牢建物は2mの浸水深で3割ほ

どもの被害となっている．流失・全壊率の平均値（表-5）は堅牢
建物が3.96mであるのに対し，非堅牢建物は2.89mと1m以上の

差が出ている．半壊以上の被害（流失・全半壊率）では，平均値

が堅牢建物2.19m，非堅牢建物1.82mと堅牢建物の方が被害が出
にくいことを示しているが，その差は0.4m弱であり流失・全壊

率ほどの差はない．これは半壊被害の範囲の広さによるものと考

えられる． 

全建物の8割弱を非堅牢建物が占めているため，全建物の被害

曲線は，非堅牢建物の影響が大きく出ていると思われ，非堅牢建

物の曲線に近い．しかしながら，堅牢建物と非堅牢建物の間を示

している．スリランカにおける津波建物被害曲線は，前述したよ

うにPeiris6)や木村ら 7)により示されてきた．しかしながら，Peiris
の用いたデータは行政区域単位の集計であり，また木村らによる

ものは，Mataraにおける浸水深3m以下のデータを用いたもので
あった．本研究では，より精度の高い曲線が描けたと思われる． 

 

 
【図-8】非堅牢建物の建物被害関数 

 

 

【図-9】堅牢建物の建物被害関数 
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【図-10】全建物の建物被害関数 

 

5. まとめ 

本研究では， 2004年インド洋津波により被災したスリランカ
（Galle，Matara，Hambantota）において実施した建物被害悉皆調

査に基づき，津波による建物被害関数を構築した．調査により得

られた建物被害のデータは約 1,500棟であり，対象地区を 100m

×100mグリッドで153に分割することにより，現地調査と標高

データから浸水深を算出し，被害関数を求めた．その結果，堅牢

建物と非堅牢建物の構造別建物被害関数を構築することができ

た．ここで得られた津波建物被害関数は，同様の建物構造・工法

を用いたアジアの国々の津波被害想定に活用できるであろう． 
 

補注 
(1) スリランカ政府は，海岸線から一定の距離にある地域（CCZ: 

Coastal Conservation Zone）に対し，都市的開発と安全上の理由

により建築規制をかけた．  
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