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４．研究調査の目的
本研究では、ネパール地震により多くの住宅被害を受けたバクタプル市旧市街地の地域に
ついて、避難生活の実態および今後の住宅再建に関する住民の意向と課題を明らかにする。
まず、地域コミュニティの共同的活動による自力復興のプロセスを明らかにし、次に、震
災による生活空間の変化について明らかにする。そして、それらの成果を踏まえて、住宅
再建計画に対して提案を行い、さらに住民とのワークショップを踏まえて再提案を行い、
復興プロセスに関する課題を明らかにする。
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５．研究調査の成果
５－１ 研究調査の成果、被災地復興や今後の防災・減災への貢献
（１） 地域コミュニティの共同的活動にみる自力復興
震災直後から現在までのコミュニティの共同的活動は４つの①震災直後の対応、②仮設住
宅建設、③解体作業、④共同建替え、に分けられた。①の場合はコミュニティ居住者以外
の居住者も避難者として受入れ、避難所のマネジメントはいつもの活動者で役割分担した
体制で行っていた。②と③の場合は 15 人の実行委員会をつくり、コミュニティ内で完結
するようにしていた。また、近隣からも共同解体や仮設での居住の要請があったが、持続
的に問題なく共同的活動ができるようコミュニティ内で完結している。④においては Kコミュニティ内でも新たなグループを結成し、活動を始めた。このように活動別に体制を
組み、コミュニティの限界と持続性を考慮しながら活動をしていることが評価できる。
人的支援や公的支援が殆どない中でここまでコミュニティが共同的に対応できる要因の一
つは外部からの金銭的支援だと考えられる。しかし、コミュニティは伝統的に存在する地
縁関係や宗教関係により居住者間は強い絆を持っていたこと、また、問題解決のためにそ
の都度、目的型コミュニティを形成しているという慣習が自力復興の重要な要因だといえ
る。
（２） 居住形態の変化と世帯の住み分け
16 世帯は被災した住宅で生活を続けており、13 世帯はシェルターや親戚宅・借家などで生
活をしている。被災した住宅で生活している世帯の中でも、一部は借家・シェルターなど
に住んでおり、家族が住み分けして生活続けなければいけない状態となっている。
（３） 応急期の対応としての住宅内の空間利用の変化
バクタプル旧市街地の住宅は基本的に 4～5 階建ての住宅（増築している場合は 6 階、７階
建ても）で、ネワールの住様式が含まれるもの である。ネワールの住様式とは、住宅の広
さに関係なく、上階ほど浄、下階ほど不浄という考え方に基づき、階層ごとに 1 階は トイ
レ・収納、2 階は寝室・接客室、3 階は仕事場、4 階が台所、食事室、お 祈り室と決められ
ている点が特徴である。地震により主に上層階の部分が被害を受けたことで、１階に台所、
食事空間を移動するなど空間利用の変化がみられている。
（４） 住宅再建計画と提案
上記のような調査結果を踏まえ、本研究グループは、3 つの住宅再建案の作成を行った。提
案は 2016 年 2 月に住民に提示され、住民と意見交換を行った。その後、数か月を使って住
民が議論を重ねた結果、タイプ１の提案が選定された。タイプ 1 は、土地の所有権を変更
しないまま、数件の住宅が共同で建替えをするものであった。その後、2 件が共同建替えプ
ロジェクトから抜けることといった変化もあった。住民からの意見を受け、我々は 6 月に
再度再建案を修正し提示し、現在住民は協議を続けている状況にある。
この提案では、対象地区全体のマスタープランと、複数の共同建替えの詳細な平面計画に
ついて提案を行うことができた。これにより、公に都市部（特に旧市街地）における地震
後の再建についての方針が打ち出されていない状況の中、ひとつのモデルプランを示すこ
とができたと考える。
５－２ 国際連携の成果
本研究は、日本人およびネパール人研究者が密に連携し、遂行することができた。ネパー
ル人研究者がこれまでに積み重ねてきたネパール都市部における居住形態に関する経験に、
日本人研究者が災害先進国である日本において復興の研究・実務を重ねてきた経験を重ね
合わせることにより、より現実的でかつ先進的な復興のモデルを提示することができたと
考える。同時に、ネパール・日本両国における若手研究者の育成の機会にもつながった。
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