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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, as well as the long-term 
change of owners and residents in the earthquake affected areas in Aceh (2004), Yogyakarta (2006), and Padang 
(2009). As a result, it was revealed that the owners extended and modified their houses based on their needs, financial 
states and family structure. Despite the existence of the housing reconstruction policy, there are still challenges such 
as increasing number of renters in a donor-given house in Aceh implying excessive provision of the reconstructed 
houses and the unfinished housing reconstruction or repair process in Padang due to insufficient financial support. 
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1. 序論  

1-1. 研究の背景と目的	

インドネシアでは過去の地震と津波によって、繰り返し人

的・物的被害を被ってきた。その度に震災復興が繰り返され、中

でも人々の日常生活の中心となる住宅の再建は、被災地域の経済

復興やコミュニティ再建のベースとなることから、最も重要な災

害復興課題の一つである考えられた。2004 年のスマトラ沖地震

後には「Building Back Better: 震災以前より良い状態への復興」

という言葉が復興の合言葉になったように、震災復興を経てより

質の高い暮らしと災害に強い社会を形成することの重要性が広

く認識されるようになった。近年特に被害の大きかった、アチェ

(2004年)、ジョグジャカルタ(2006年)、パダン(2009年)の3つの

震災の後に、住宅の直接供給や、住宅再建のための支援金給付な

ど異なる方式での住宅再建が行われた。また災害に強いコミュニ

ティの実現を目指した住民参加や住民主導の取り組みも実施さ

れた。先行研究としては、住宅再建政策の変遷や住宅再建支援機

関の働きについてまとめた長谷川(2010)1)や Pribadi(2014)2)、再建

された住宅の施工品質や耐震性に関して調査を実施した三田

(2009)3)、岡崎(2015)4)がある。しかし、住宅再建からの長期的な

住宅の変化について調査を行い、他都市との住宅再建の比較を行

った研究はまだ少ない。本研究では、このような住宅再建支援が

被災者の生活の復興に効果的であったかを検証するために、アチ

ェ（2004年）、ジョグジャカルタ（2006年）、パダン（2009年）

を対象として、住宅再建の実態とその後の増改築の過程、住宅所

有者と居住者の長期的な変化を明らかにすることを目的として

実施した。本調査研究の結果からは、インドネシアの住宅再建政

策の課題を指摘し、今後の政策を見直すことが可能になる。 
 

1-2. 研究方法	

	 アチェ、ジョグジャカルタ、パダンの3都市を調査対象都市と

し、各都市2地区ずつの計6地区（表1）に対して文献調査とフ

ィールド調査を実施した注。 

【表-1 各都市の調査対象地区】 

都市 地区 サンプル住宅数 概要

ガンポン・パンデ 109戸 沿岸に位置, 津波により住宅が流出

ガンポン・ランブン 118戸 沿岸に位置,  津波により住宅が流出

スルット 96戸 ジョグジャカルタ州, 農村地区

ムレセ 96戸 中部ジャワ州, 農村地区

パシル・ジャンバック 103戸 郊外, 漁村, 地震により地盤沈下が発生

リンパット 97戸 パダン・パリアマン県, 山間部

アチェ

ジョグジャカルタ

パダン

 

	 文献調査では、主に調査対象都市及び地区の被災状況と、住宅

再建政策・支援についてインドネシア政府発表の資料や既往研究

を整理し体系的にまとめた。フィールド調査では、住宅所有者と

居住者の変更に関わるアンケート調査と住宅の実測、アチェの2

地区ではこれに加え、住宅賃貸に関する聞き取り調査を実施した。 
	 なお、フィールド調査は各都市各地区において、2015年と2016

年にアチェで3回、パダン、ジョグジャカルタでは2回実施した。 

 
2. 調査対象地の震災被害と住宅再建 

2-1.	調査対象都市における震災と被害	
	 インドネシアは 4 枚の海洋プレートの接合部に位置する世界

でも有数の地震頻発国である。本研究が対象としている2004年

のスマトラ沖地震（M9.0）では、巨大津波がバンダ・アチェを

襲い、死者127,707名を出し、約13.9万戸の住宅被害を受けた5)。

2006 年のジャワ島中部地震（M6.3）では、ジョグジャカルタ市

郊外のバントゥール県とクラテン県を中心に、死者5,716名を出

し、約35万戸の住宅が被害を受けている 6)。2009年のパダン沖
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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

名を出し、約25万戸の住宅が被害を被った 7)。 
2-2. ３都市における住宅再建政策	

	 3都市での住宅再建は、住宅の直接供給から、住宅の再建また

は修復のための支援金の給付へと変化してきた（表-2）。 
【表-2 各都市での住宅再建政策の概要】 

住宅再建政策 政策の概要

アチェ

2004年 スマトラ沖地震
住宅の直接供給

各地区を担当するドナーが約36㎡の

住宅を建設して給付

ジョグジャカルタ

2006年 ジャワ島中部地震
再建/修復のための支援金給付

被害レベル(重/中/軽)に基づいて給付

金額1500万/400万/100万 (ルピア)

パダン

2009パダン沖地震
再建/修復のための支援金給付

被害レベル(重/中/軽)に基づいて給付

金額1500万/1000万/500万 (ルピア)  

	 アチェにおける住宅再建では、BRR(アチェ・ニアス復旧・復

興庁)の調整のもとで、被災地区と支援機関が一対一の関係をつ

くり、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、津波が押し寄せた地域の住民は、土

地の再整備から行う必要があった。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（図-1）。ガンポン・パンデとガン

ポン・ランブンで供給された当時の住宅図面を比較してみても、

部屋数やバス/トイレの形状が異なっていたことがわかる。アチ

ェではこの他にも、村ごとにコミュニティーグループを形成し、

支援機関が村との調整を取りながら資金援助を行って住宅再建

を実施したケースもあった。 

 

【図-1 供給住宅 ガンポン・パンデ(左) ガンポン・ランブン(右)】 
	 ジョグジャカルタとパダンでは、POKMASと呼ばれる被災者

グループを形成させ、その構成員世帯への支援金額の合計を

POKMASの口座へと振り込み、住民がその資金をもとに再建を

実施するという手段がとられた。支援金の額はそれぞれの住宅の

被害レベルに基づいており、ジョグジャカルタでの震災時には被

害レベル重/中/軽に対して 1,500 万/400 万/100 万インドネシア・

ルピア(1)であった。POKMAS を用いての住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という声も聞かれ、2009

年のパダンでの震災時には、その金額設定が1,500万/1,000万/500
万インドネシア・ルピアへ増額された。しかし住宅建材の高騰等

の理由から支援金だけでは足りず、自力で再建を行った住宅もあ

った。 
	

3. スマトラ沖地震(2004)とインド洋大津波からの住宅再建 

3-1.	アチェにおける住宅再建とその後の増改築	
	 住宅再建後、約12年が経過し、ガンポン・パンデでは109 戸

中の100戸（全体の92%）、ガンポン・ランブンでは118戸中の

84 戸（全体の 71%）で何かしらの増改築が行われていることが

確認できた。ガンポン・ランブンに比べ、ガンポン・パンデの住

宅の増改築が進んでいる理由としては、供給当時の住宅の形状に

あったと考えられる。 

 
【図-2ガンポン・パンデにおける増改築例】 

	 ガンポン・パンデの供給住宅はバス/トイレの扉が住宅外部に

設置されており（図-1左）、トイレに行く際に一旦外に出る必要

があった。その為、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。 

 

【写真-1 アチェにおける増改築例】 
玄関先のテラス（左上）	 住宅後方部の簡易的な増改築（右上） 

2階の増築した住宅（下） 
	 また、住宅の増改築については様々な形態が見られ、住宅後方

部をトタンや木材を用いて拡張した住宅や、玄関部分を拡張して

テラスに改築した住宅、更には 2 階を増築した住宅も存在する

（写真-1）。機能としてはキッチンや、バス/トイレに関する増改

築が積極的に行われていた。 
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3-2.	アチェにおける住宅所有者と居住者の変化	

	 ガンポン・パンデ、ガンポン・ランブン共に 10%強の住宅で

所有者の変更があったことが確認できた。どちらの地区も半数以

上が相続による変更であった。また 2 地区でそれぞれ 3 戸と 4

戸の住宅が売買されていたことがわかった。 
	 次に居住者の変更については、ガンポン・パンデで 19%、ガ

ンポン・ランブンで 39%の住宅が借家となっており、主にバン

ダ・アチェ市街から職を求めて来た人々が居住していた。住宅の

売買は積極的に行われていない一方で、震災後に供給された住宅

が家賃収入の手段として利用されていることが明らかになった。	  
	 住宅の賃貸は住宅の増改築にも強く影響しており、住宅の実測

から得た図面を元に住宅床面積の平均を出したところ（表-3）、

両地区ともに所有者が居住する住宅と借家人が居住する住宅で

は、前者が約20平方メートル大きいというということがわかっ

た。借家人は賃貸住宅に対して増改築を行うモチベーションは高

くなく、それは住宅のメンテナンスにも影響するのではないかと

考えられる。 

【表-3 アチェにおける住宅床面積の比較】 

ガンポン・パンデ ガンポン・ランブン

37.5 39

全体 64 66

住宅床面積（㎡） 所有者居住 67 74

借家 50 53

供給時（㎡）

 
	 住宅を貸し出している所有者に、住宅の賃貸化に至った理由を

尋ねたところ、その原因は住宅再建時にあるという。住宅再建当

時は「1KK 1Rumah」(一世帯に一つの住宅)という支援基準が有

り、世帯の中に生き残った住民が1人でもいれば住宅を受け取る

ことが出来た。更に地震で世帯全員が亡くなった場合、その親類

が亡くなった家族の土地に住宅の供給を受けることができたと

いう。また、この支援基準を利用して居住するつもりのない住宅

を、当初より賃貸化を目的として受け取った住民もいたというこ

とが聞き取り調査から明らかになり、住宅再建時に住宅が過剰に

供給された可能性があることがわかった。 

 
4. ジャワ島中部地震(2006)からの住宅再建 

4-1.	ジョグジャカルタにおける住宅再建とその後の増改築	

	 住宅再建時には、住宅の被害レベルに基づいた住宅再建・修理

支援金の給付が行われ、住民はその資金をもとにコアハウスと言

われる、将来的な増改築を見越した住宅を再建した。 

	 ジョグジャカルタ特別州バントゥール県のスルット地区と中

部ジャワ州クラテン県のムレセ地区という州の異なる調査地を

選定したが、両地区の住宅再建・修理、増改築において大きな違

いは見られなかった。 

	 増改築の年度、増改築箇所、費用を尋ねるアンケートを両地区

共に15戸程で実施したところ（表-4）、多くの住宅が複数回に渡

って増改築を実施していたことがわかった。増改築箇所としては

キッチンやトイレの増改築、部屋の増設が優先的に行われていた。

震災から約10年が経過した2016年時点においても増改築が継続

的に行われている状況であった。住宅はレンガ造や木造、仮設住

宅に使用したと思われる竹を編み込んだ建材を用いた住宅まで

存在し様々である。 
【表-4 スルットにおける増改築の変遷】 
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4-2.	ジョグジャカルタにおける住宅所有者と居住者の変化	

	 住宅の所有者や居住者の変更については、殆どが相続や親類へ

の無償での貸し出しであった。また、ムレセでは4戸の住宅の売

買が確認されたが、全体に占める割合は低いことから、ジョグジ

ャカルタの農村部に位置する2地区では、住宅所有権を親から子

へと相続する傾向が強いといえる。人の出入りの少ないジョグジ

ャカルタでは、コミュニティが維持されやすい環境であることか

ら、住民参加の住宅再建が効果的であったと考えられる。 
 

5. パダン沖地震(2009)からの住宅再建 

5-1.	パダンにおける住宅再建とその後の増改築	
	 住宅再建政策に関しては一部支援金の金額に変更があったが、

基本的にはジョグジャカルタと同様であった。しかし調査地の2
地区では、大規模な住宅再建を行ったリンパット（写真-2）と、

今現在も震災による住宅の損傷が残るパシル・ジャンバック（写

真-3）と住宅の再建状況は大きく異なる。 
 

 
【写真-2 大規模な住宅再建を行ったリンパットの住宅】 

 
【写真-3 パシル・ジャンバックの損傷が残る住宅】 

損傷した柱(左)、亀裂の入った住宅壁面(中)、崩れたままのブロック塀(右) 

	 この背景には「ムランタウ」という出稼ぎの文化が関係してい

ると考えられ、リンパットでは住宅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に、給付金と併せて住宅再建を

実施していた。一方で、パシル・ジャンバックでは、親類からの

資金援助はあまり確認できなかった。また、パシル・ジャンバッ
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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係して

いると考えられる。パシル・ジャンバックでは、殆どの住宅に6
—11人が居住しており、住宅そのものも比較的大きい。政府から

の支援金は住宅の被害状況に応じて各住宅に支払われており、住

宅の大きさは加味されていなかった。住宅再建支援金も不十分で

あり、所得が低い漁村であるパシル・ジャンバックでは、住宅の

補修を行うのも難しい状況にあったといえる。 

 
5-2.	パダンにおける住宅所有者と居住者の変化	

	 パダンにおける住宅の所有者と居住者の変更はジョグジャカ

ルタと同様に、主に親族間での相続や無償での貸し借りであった。

一方で、数戸の相続を除いて住宅居住者と所有者の変更があまり

見られなかったパシル・ジャンバックに対して、リンパットでは、

18 戸もの住宅が、親族間で貸し借りされていた。所有権を持つ

親から子供が住宅をかりていることから、親子が別々に暮らして

いることがわかる。それは親子、孫まで3代が同じ住宅に居住し、

大家族を形成するパシル・ジャンバックとは対象的である。 

 
6. まとめ 

（1）再建住宅とその後の増改築の変遷 

	 再建住宅の直接供給や、再建支援金の給付といった方法で住宅

再建を実施した後に、住宅所有者はそれぞれのニーズや家族構成、

経済状況など様々な要因に基づいて住宅の増改築を行っている

ことが明らかになった。しかし、パダンの一部の地域では再建支

援金を受け取っていたにも関わらず、経済的な理由から再建が進

んでいない住宅も存在する。また、三都市での住宅の増改築を比

較した際、共通点としてキッチンや、バス/トイレの増改築がど

の地区でも優先的に行われていたことが挙げられる。しかし一方

で、キッチンや玄関先のテラスなど同じ箇所、機能の増改築を見

ても、その形態は地域によって異なっており、それは地域性や震

災以前の生活に深く関わっていると考えられる。 

 
（2）住宅所有者と居住者の変化 

住宅所有者の変更に関しては、三都市で共通して主に相続に

よる変更であった。居住者の変更については、ジョグジャカルタ、

パダンではあまり変化がない、もしくは親族間での貸し借りが中

心であった。その一方で、アチェでは住宅の賃貸が盛んであるこ

とが明らかになった。この差は、中心市街地（アチェ）と郊外（ジ

ョグジャカルタ、パダン）の違いであるといえる。中心市街地近

くの被災地であるアチェの調査対象地区へは、震災後に市外から

の人の流入が盛んになっており、過剰な供給と相まって住宅賃貸

へと繋がった。 
また、賃貸によって被災地外から被災経験のない人々が流入

することで、地域住民の防災意識や地域コミュニティが希薄化す

る恐れがある。 
 

（3）インドネシアにおける住宅再建の課題 

	 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

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住宅を供給し、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供

給する、といった支援基準があった。しかし、アチェでは再建住

宅の賃貸化が進んでおり、住宅が過剰に供給された可能性がある

ことや、パダンでは支援金を受け取ったにも関わらず、経済的な

理由から再建が進んでいない住宅が存在するといった問題も生

じている。住宅再建をより効率的に行い、平等かつ経済的弱者の

住宅再建を支援するために、これまでの支援基準に加え、震災後

に生き残った世帯とその人数、収入や住宅規模等の項目を判断基

準に盛り込む必要性があるのではないかといえる。	  
 

補注 

(1) インドネシア・ルピアは本研究が対象としている震災の発生した2004	

年と 2006	年,2009 年において、それぞれ 1	円=82.6IDR（2004 年）,	

78.7IDR（2006年）,	111.1IDR（2009年）のレートであった。	
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