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インドネシア・バンダアチェへの訪問
荏本 孝久

1. はじめに

2. 2004年スマトラ島沖地震とインド洋大津波災害

島の西端にあるバンダアチェを訪問した。インドネ

スマトラ島北西沖のインド洋で発生
（UTC 00：58）
した。

2019年2月（7日〜12日）にインドネシア・スマトラ

2004年スマトラ島沖地震は、インドネシア西部の

シアは赤道を挟んで13,000を越す大小の島々からな

震源域は約1,000～1,600kmの長大な長さをもつ領域

ンタン島など大きな島の周囲に多くの中小の島々が

とされている。これは2011年東日本大震災の震源域

る世界最大の島国で、スマトラ島、ジャワ島、キリマ

点在している。特にバリ島は地理的にも熱帯地域に
位置していて風光明媚な観光地として世界的に有名
なリゾ－ト地である。一方、スマトラ島やジャワ島
の南側のインド洋には、日本の東北地方東岸の日本
海溝と同様なジャワ海溝があり、北側のユ－ラシア

プレ－トと南側のインド・オ－ストラリアプレ－ト

とのプレ－ト境界が約3,000km に亘って存在して
いて、大規模な地震、火山、サイクロンなど自然災害

が多発している。2004年12月26日にスマトラ島沖超
巨大地震（Mw9.1）が発生しインド洋大津波災害を

引き起こした。インド洋を囲む広い範囲に津波が押
し寄せて約23万人の死者・行方不明者と約13万人に

及ぶ負傷者を発生させた。当時インドネシアでは政
府と反政府軍が衝突し政情不安な状況となっていて

外国人の入国は禁止されていた。今回アジア研究セ
ンタ－の共同研究で訪問が実現した。

とされていて、国土地理院の分析によれば約1,320km
よりも約2倍の大きさになる。スマトラ島沖地震の
本震と余震の震源分布（M4.0以上）は、USGS（米国
地質調査所）により公開されている（図 -1）。図中の

スマトラ島の最西端にバンダアチェは位置している。
断層のずれは

逆断層型で、地
震発生時には
下盤側のイン

ド・オーストラ
リアプレート

が上盤側のユー
ラシアプレー
トの下に沈み
込む形で断層
面を形成した

とされて いる。

図-1 スマトラ島周辺のM5.5以上の地震
（1900-2016）の分布（USGS）

1

神奈川大学アジア研究センター

CAS News Letter No.14

平均で高さ10m に達する津波がインド洋沿岸に数

施設とモニュメントを紹介してくれた。広い敷地に

アフリカ大陸東岸や遠くアメリカ合衆国西海岸や南

も遺族を始め多くの人々が訪れて鎮魂の礼を尽くし

回押し寄せ、場所によって30m 超に達した。津波は
アメリカ大陸にも到達した。ジャワ海溝沿いの地域
は世界有数の地震多発地帯で、スマトラ島周辺では

100年から150年の周期で大きな地震が繰り返し発
生している。インドネシアでは2004年以降大地震が
急増し、これらの地震により火山活動も活発となっ

て、2006年5月と2010年10月にはムラピ山が噴火に
至っている。
3. 現地調査

インドネシア訪問の2020年2月は丁度新型コロナ

ウィルス感染症の世界的な拡大が始まった時期で、国

建物と慰霊碑が建設され、震災後16年経過した現在

ていると説明してくれた。その場所を後にして市内

の中心地へ向かったが、沿道には食料品、青果物、薬、
レストラン、電気製品、自動車、各種部品などの商業
施設が立ち並び、外見上津波災害の影響は全く感じ
られなかったが、道路の後ろ側には河川の水路や水
田も広がり、湿地のような草に覆われた低地やマン
グロ－ブ林が広がっていて、過去幾度も津波や高潮

の被害を受けてきたであろうことを想像させる低地
の地形が印象的であった。
－2日目－

2日目は朝から津波で被災した市街地と海岸部の被

内を始めとして国外への人の移動が制限され始めた

災地域の視察に向かった。市内を縦横に通過する主

ア国際空港も比較的利用者は少なく閑散としていた。

やや高めになっていているように思われた。また、場

時期にあたっていた。そのため羽田空港もインドネシ

この出張に当たっては半年程前から資料の収集や情

報の収集を始めて、特に東洋英和女学院大学の佐藤愛
子教授には多大なる情報提供と支援を頂いた。その

ため現地における多様な人脈を持たれていて、当方の
目的をお話しすると適切な調査場所やコンタクトす
べき研究者や人材を紹介して下さった。これは、短期
間の訪問に大変大きな助けとなった。空港に着くと

現地で佐藤先生と活動を共にしている Syafwina 氏と
御子息のMex Wahab 氏の出迎えを受けた。
－1日目－

バンダアチェに到着後、空港から中心市街地へ移

動する道すがら、約4万人の津波犠牲者を慰霊する

写真 -1 沿岸地域に建設された災害復興住宅
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要な道路は、殆ど修復されていた。沿道の市街地より
所によっては広い空き地も点在していて、津波襲来よ
る被害の大きさが想像できた。また、海から運ばれて

来た大型の貨物船が内陸に留まり、そのエンジンが発
電施設となり被災地の電力供給に利用されたとの説
明を受けた。その貨物船は現在震災遺構として保存

されていた。沿岸地域は10m 以上に及ぶ津波により

多くの施設は消失する被害を受け、復旧工事により防
潮堤が構築されていた。しかしながら、その防潮堤の

高さは東日本大震災における復興事業として三陸海
岸に構築された10m を越す防潮堤で、海岸の景観を

一変させてしまうような高い防潮堤ではなく、自然と
海岸の風景に溶け込むような規模のもので、説明を受

写真 -2 高台移転した住宅地（遠くに被災した市街地が見える）
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けないと気が付かない規模のものであった。付近で

さんに別れを告げ、昼頃にバンダアチェを出発して

していた。午後には、日本の援助で建設された津波博

ついた。短期間の短い現地への訪問であったが、ス

は露天の土産屋が再開し、海岸地域の活性化を醸し出
物館と津波避難タワ－を見学した。また、震災後に設
置された高台移転の村々の視察に向かった。海岸線

から1km 程度内陸に入った標高数10m から100m 程

度の高台に新たに住宅地が建設され、津波で被災した
住民が移転して生活をしていた。これらの高台の住

宅地は世界的に著名な映画スタ－
（視察した高台の住

宅地は香港出身のJackie Chan氏の支援によるもので、
村の名前として冠せられていた）
など著名な人物の支
援よるもので、比較的広い敷地に建物が建設され、道
路に沿って点在していた。現在は、空き家や空地もあ

ジャカルタ空港内のホテルに到着、翌朝帰国の途に

マトラ島のバンダアチェの地方都市と首都ジャカル
タの大都市の違いをそれぞれの都市の上空で機中か
ら眺望して、その違いを実感した。大都市ジャカル

タが大地震の震源となるようなプレ－ト境界の海溝
から少し距離が離れていることと、まだ直近の震源

域で大地震が発生するに至っていないことが、どん

なに幸運なことであるかと思った。そして東京の上
空に戻ってきて、上空から首都圏の状況を見て、改

めて大震災の危険性について考えざるを得なかった。

り時間の経過とともに被災した市内や沿岸地域など

4. おわりに

―3日目―

立った国でスマトラ島に位置するバンダアチェはや

Kuala 大学の津波災害マネジメント研究センタ－

プレ－ト間地震を引き起こす特別な場所の近くに位

の低地へ再移住したことを伺わせていた。

3日目は佐藤教授とゼミの学生と一緒に国立 Syiah

（TDMRC）を訪問し、Prof. Munadi センタ－所長に
お会いした。センタ－では Dr. Mukhsing 教授 , Dr.
Idris 教授と面談することができた。お二人は地震学

と耐震工学を専門とする研究者で、津波による被害と
ともに地震の揺れによる建物の振動被害についても
説明して下さった。市内でも被害が大きい地域と少

ない地域があり、地盤の特性が顕著であったと興味深
いことを説明下さった。夕方には TDMRC の別の Dr.

Irwandi 教授がホテルに来られ面会を希望している
とのことで、ロビ－でお会いした。Irwandi 教授は地

質学を専門とする研究者で、現在バンダアチェ北方に

位置するスマトラ島で 2 番目に大きな都市で、市街地

の中央部に伏在する活断層が将来 M 7 クラスの大き
な地震を引き起こす可能性があり、被害を軽減化する
ため地盤や建物の状況の調査を進めていた。私の常

時微動観測の方法を利用できないか意見を求められ
た。私の専門が正しくそういうことを研究し、被災危

険性の高い地域を特定化して事前に防災対策を施す

ことに活用していると説明すると大変興味を示しされ、
共同して調査・研究を実施したいと言っておられた。
―4日目―

4日目は、お世話頂いた方々や東洋英和女学院の皆

インドネシアは日本と同様に多数の島々で成り

はり日本と同様に変動帯の中にあり、過去に多くの
置し、歴史的にも多くの巨大地震による被災体験を

有していて日本と共通する環境がある。私自身は、
地震工学の分野で地盤と建物の耐震性に関わるハ－
ドな面での研究と同時に、人や地域や都市の地震防
災に関わるソフトな面の研究についても、将来の地

震災害に対する防災・減災の観点から研究を行って
おり、日本と同様長い災害の歴史を有しているイン

ドネシアのバンダアチェには大きな興味を持ってい

る。今回の訪問では共同研究の要望もあり、現在新
型コロナウィルス感染症拡大の問題下にあるが、そ
の可能性を検討したいと考えている。
＜参考資料＞

中島秀敏，2004年スマトラ島沖地震及びインド洋津波

災害におけるスマトラ島・アチェ州被害状況現地調査，
小特集Ⅰ

2004年スマトラ島沖地震及びインド洋津

波災害におけるスマトラ島・アチェ州被害状況現地調
査，2005年

柴山知也他，2004年スマトラ沖地震津波のインドネ
シア・バンダアチェ被害調査，海岸工学論文集 , 第52巻

（2005），土木学会 ,1371-1375

（所員

神奈川大学

工学部教授）

3

