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１．マルマラ地震が襲ったマルマラ海沿岸地域

の地域特性 

1999 年 8 月 17 日、イスタンブルの東 100km のコ

ジャエリを震源とするマグニチュード(Mw)7.4 のコ

ジャエリ地震が発生し、建物倒壊 66,448 戸、死者

17,480 人に達する大震災となった。数日間の救出救

助の時期を経て、10 万張以上のテントによる避難生

活期となったが、テントでは厳寒の冬期を過ごすこと

は困難として応急仮設住宅の建設が急がれていた。そ

の 中の 11 月 12 日に、コジャエリ地震の東側の被

災地であったボルー県で Mw7.2 のボルー地震が発生

し、コジャエリ地震の被災地とその東側の地域に新た

に全壊建物 26,704 戸、死者 763 人の被害をもたらし

た。この二つの地震（コジャエリ地震とボルー地震）

で被災地が広がったとともに、被災地での災害対応、

とくに復旧復興の取り組みは一体的に進めることと

なった。二つの異なる地震による複合災害となり、二

つの地震災害の総称としてトルコ・マルマラ地震（あ

るいはトルコ西北地震）と命名された。 

その主要な被災地（コジャエリ県・サカリヤ県とそ

の周辺）はマルマラ海東部沿岸域で、イスタンブル大

都市圏に隣接したトルコを代表する工業地域である。

とくにイスタンブルと首都アンカラをつなぐ高速道

路・国道と鉄道が東西に走行し、それらに沿って、重

工業施設が立地し産業地域として発展していた。これ

らの産業施設にも被害が及んだ。キョルフェズ地区の

石油精製所では石油タンク火災が発生した。同時のこ

の地域は高速道路・国道、鉄道のみならず、送電線な

ど東西をつなぐエネルギー系の国土インフラも集中

している重要地域でもあるが、これらの国土インフラ

施設はアナトリア断層と併行する東西方向に走行し

ていたため、幸運にも断層の変位による被災は 小限

に留まった。 も重要な輸送路である高速道路も、南

北方向に架橋されていた高速道路をまたぐ道路橋が

東西方向 3 メートルの断層変位のために落橋して数

日間高速道路を塞いだものの、東側・西側からの震災

対応活動は高速道路を使うことができていた。 

ボスポラス海峡で黒海とつながり、ダーダネル海峡

でエーゲ海（地中海）と繋がっている中海のマルマラ

海の沿岸、特に南岸及び西岸地域は人口 1,500 万人の

大都市イスタンブルの週末リゾート地域でもあった。

コジャエリ地震は、夏季のリゾートシーズンに発生し

たため、被災地となった南岸地域（ヤローバ県）では

セカンドハウスで休暇中に被災した人々も多かった。 

トルコは、オスマントルコ帝国から 1923 年にトル

コ共和国として独立して近代化を進めた。第二次世界

大戦には参戦していないが、1960 年代以降とくに

1970 年代からの工業化による経済成長期には、人口

の急増と都市への人口集中が著しく進んだが、都市へ

の人口集中傾向は現在でも続いている。 

このようなトルコの都市は、歴史を反映した空間構

成となっている。都心部の商業を中心としたオスマン

期以来の歴史的市街地、その周囲には共和国期に近代

都市計画に基づいて建設された中低層の旧市街地、さ

らにその周囲に戦後の経済成長期に都市計画的に開

発され中高層建築物で構成された計画開発新市街地

（以下「新市街地」という）の 3 つのゾーンを基本

構成としている。そこに、都市への人口流入がもたら

したスプロール市街地がある。初期のものは、農村部

から転入してきた人々が旧市街地の周辺で岩山など

荒れ地に個別に住宅を建設していった無計画市街地

（トルコ語で、「許可なく建てた“一夜建て”」の意味
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である「ゲジェコンドゥ」という）と高度経済成長期

に新市街地に隣接して無秩序に開発された無計画市

街地が加わって、市街地が構成されている。 

マルマラ地震が発生するまでは、地震で大きく被災

するのは、基盤未整備で無法・無秩序に形成されてき

たゲジェコンドゥであると、都市政策的にも、また市

民感覚としても、考えられていた。 

 

２．複合災害としてのマルマラ地震の特徴と復

興プロセスの概要 

1999 年 8 月 17 日のコジャエリ地震（Mw.7.4）は、

アナトリア断層に沿った右ズレ活断層で、 大４メー

トル余の変位が地表に達した。その建物被害が集中し

たのは、ゲジェコンドゥではなく、海岸近傍の埋め立

て地や低平地で、都市基盤・インフラを計画的に開発

していた新市街地に集中し、脆弱な地域と見なされて

きたゲジェコンドゥ地区ではなかった。被災した計画

開発新市街地は、主に 1980 年代以降に建設された６

～８階建ての鉄筋コンクリート構造の集合住宅が街

並みを形成していた。地上に現れた断層変位の直上の

建物は一瞬にして崩壊し、その近傍では地震動によっ

て崩壊（パンケーキクラッシュ）した。また、内陸の

都市であるアダパザル市は盆地地形の低平地に市街

地を形成していたが、ここでは大規模な液状化が発生

し、転倒する集合住宅も多発した。（表１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ トルコ・マルマラ地震の被害概要（マルマラ地震の被害は、両地震による被害の合計を示す。） 

地震災害 発生年 Ｍw 全壊大破 半壊・中破 一部損壊 犠牲者 負傷者

コジャエリ地震 1999 年 8 月 17 日 7.8  66,448 66,756 79,576 17,480 43,953

ボルー地震 1999 年 11 月 12 日 7.2 26,704 37,825 40,944 763 4,948

マルマラ地震(計) 1999年8/17及び11/12 － 93,152 104,581 120.520 18,243 48,901

阪神･淡路大震災 1995 年 1 月 17 日 7.3 185,000 276,000 470,000 5,502 43,782

註 1)建物被害は戸数、人的被害は人数。犠牲者が死者と行方不明者の合計で震災関連死を除く。 

1999年8月17日 コジャエリ地震 1999年11月12日 ボルー地震

トルコ・マルマラ大震災

緊急対応活動(捜索・救助・救援)
軍隊 ・海外支援 ・民間支援

法律576号（災害法）

復興法制度
の整備

テント都市応
急
対
策

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ガ レ キ 処 理

被害調査

危機管理センター（首相府）
・政府各省庁 ・軍隊
・赤新月社
・民間ボランティア

危機管理センター（首相府）
・政府各省庁 ・軍隊
・赤新月社
・民間ボランティア

緊急対応活動(捜索・救助・救援)
・軍隊 ・海外支援 ・民間支援

被害調査

被災地域調整機関（首相府）

災害調整センター（被災地）
・アダパザル市（県）
・イズミット市（県）
・ヤローバ市（県）

・ドゥズジェ市（県）
・ボル－市（県）

被災都市
の再建

再建費補助（全壊住宅）

応急
仮設住宅

家賃補助

恒
久
復
興

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

新都市
の開発

修理費補助（半壊住宅）

耐震補強・強化の規制

被災市街地の都市計画
・ダウンゾーニング(３階建)

開発候補地の提案

地盤・地質・土壌調査

開発予定地の決定

土地利用計画の決定

開発事業計画の決定

復興住宅・店舗の建築

宅地造成・基盤整備

 
図１ トルコ・マルマラ地震における住宅再建・都市復興プロセス 
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そのコジャエリ地震から２ヶ月後の同年 11 月 12

日に、コジャエリ地震による被災地の東縁部のボルー

県を震源とするボルー地震（Mw.7.2） が発生した（表

１参照）。コジャエリ地震で被災していた建物を再び

強い地震動が襲い、コジャエリ地震の被災地と重層し

ながら東部地域が再び被災したことで、被災地の範囲

は東西 400km・南北 100km にも達する、二つの地震が

複合した広域複合震災となった。マルマラ地震の住宅

再建・都市復興の復興過程の概要は、図１である。 

マルマラ地震は、トルコでは 1939 年のエルジンジ

ャン地震（M.7.8、死者 33,000～45,000 人）以来の大

震災となった。このエルジンジャン地震では、当時の

エルジンジャン市域人口の 80％が死亡したといわれ、

その復興では、水を得やすい盆地の中央の低地（沖積

地盤）に立地していた市街地を、周辺の微高地に全域

移転して新都市（現在のエルジンジャン市）を再建す

るという「移転復興」を行っている。しかし、マルマ

ラ地震の復興は、現地復興と移転復興を組み合わせて

計画された。  

 

３．トルコの都市型住宅建築の特徴と住宅事情 

 マルマラ地震の２年前 1997 年に建築規制が見直さ

れ、新しい耐震設計基準に改正されていたが、都市部

の市街地を構成している６～８階建て程度の集合住

宅はほぼ全てが既存不適格建築物であった。しかも主

要幹線道路に面した集合住宅建物は、その低層部（１

～３階）は壁の少ない柱だけの商店や事務所など業務

用途の空間で、ピロティ型の建物に近似する構造であ

った。 

トルコの建物は、鉄筋コンクリート（RC）造が多く、

20階以上の高層ビルもRC造のラーメン構造が基本で

ある。建物の柱の断面は長方形で、壁側の柱幅（厚み）

は 20cm 強、壁方向の柱幅は 100～150cm である。壁側

の柱幅は壁面を構成する軽量煉瓦（ツーラという）と

同じ 20cm 強で、建物が完成すると柱の出っ張りがな

い壁構造のような室内空間となる。耐震性を確保する

ため 100～150cm の壁方向の柱幅が建物平面で直交す

るように配置される。床は梁高の低い多数の梁が床版

と一体化している床梁構造で、それが長方形断面の柱

と一体化した剛構造建物である。それは軽量化を目指

した鉄筋コンクリート建物で、靱性（粘り強さ）の低

い、脆い構造であり、地震動によって被災すると一瞬

にして全階層が崩壊する、パンケーキクラッシュと呼

ばれる壊滅的な層崩壊となる。その結果、建物による

圧死が多数発生し、死者数の増加につながった。 

また、トルコの住宅政策は持家住宅政策で、戸的な

賃貸住宅の仕組みはない。政府直轄の住宅供給組織

（TOKI）による公的住宅分譲システムとしての集合住

宅の開発・築造とともに、多くの一般住宅は「住宅コ

ーポラティブ」方式での持家住宅建設が推進されてき

た。一般市民が職域や職種などさまざまに“コーポラ

ティブ住宅建設グループ”を結成して参加者を募り、

一定金額の建築資金を貯蓄すると政府機関からの公

的融資を受けて集合住宅を建築し、借入金を返済して

いく「住宅コーポラティブ」方式である。このコーポ

ラティブ住宅を“社会住宅（ソーシャル・コヌート）”

と称するが、公的賃貸住宅ではない。 

2000 年代以降になって、民間不動産事業としての

集合住宅の分譲が行われてきた。しかし、トルコには、

日本の賃貸アパートや賃貸マンションのような民間

経営の賃貸住宅は極めて少ない。20 世紀後半のトル

コ経済は超インフレ経済が継続していた。そのため、

市民は、蓄財手段として銀行預金を行うのではなく、

海外への移民労働も背景とする外貨預金と、分譲住宅

を複数購入していく不動産への投資が展開された。そ

の結果、子どもの数以上の複数住戸を所有する市民も

少なくなく、このように個人が取得している住宅を賃

貸する形で、「民間賃貸住宅」が住宅市場に供給され

ている。地震で全壊した 93,000 戸、半壊した 105,000

戸、合計 20 万戸には、その 30～40％程度に相当する

民間賃貸住宅が含まれていると推測されている。 

 

４．避難所から応急仮設住宅への復興過程 

トルコの「災害法」（一般生活に影響を与える災害
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に際して採られる対策およびなされる支援に関する

法律、1959 年）は、1960 年代に制定された日本の災

害救助法と災害対策基本法を一体化したような構成

である。しかも 1950 年代に多発していた中山間地域

での災害を念頭において制定されており、個別の民間

賃貸住宅が多い大都市地域などの大規模災害を想定

した法体系となっていない。つまり、中山間地域での

持家居住者の被災を前提としているため、都市部に多

い賃貸住宅居住者への配慮に欠けているのである。ト

ルコ災害法では、「賃貸住宅居住者は被災者であって

も自己財産としての自宅を失ったわけではない」と解

釈され、「賃貸居住者は（震災前と同じように）賃貸

住宅を探して入居し家賃を支払うことで住居を獲得

できる」（政府へのヒアリング調査による）と想定さ

れ、住宅再建等の支援対象者と位置づけられていない。 

（１）テントによる避難所―テント都市― 

コジャエリ地震で「避難所」として活用されたのは

テントである。公有地等に「テント都市（チャドル・

ケント）」を建設して避難所とした。多くの発展途上

地域がそうであるように、トルコでも小中学校等の公

共施設を避難所として利用することはなく、被災した

市街地の内外にテント都市を建設した。被災６県で、

延べ 156 カ所のテント都市を設営し、テント約

101,500張に約30万人の被災者が収容された（表２）。 

テントの大部分は海外からの寄付とトルコ赤新月

社からの提供であるが、夏用テントがほとんどで越冬

生活は困難であり応急仮設住宅の建設を急いだ。しか

し、コジャエリ地震から３か月後の 11 月に、ボルー

地震が東部の被災地を再び襲った。そのため、テント

での越冬生活をせざるを得ず、1年後でもテント都市

はボルー県および分県して新設されたドゥズジェ県

を中心に５県の 30 か所に約 7,200 張のテントが設営

され、冬季を冬用テントで過ごした被災者も少なくな

かった（表３）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な応急仮設住宅 

テント都市を解消するのは、応急仮設住宅への入居

である。日本政府を始めドイツ、イスラエルなど海外

からの寄付では、コンテナ型やプレファブ型など多彩

な応急仮設住宅が提供される一方、トルコ国内の民間

団体からも様々な応急仮設住宅の提供、木造仮設住宅

の建設提供などが多様に展開された。同時に、トルコ

政府は日本の応急仮設住宅と同様に「簡易プレファブ

建築」を提供したが、供給が追いつかなかった。応急

仮設住宅は、被災市街地近傍の郊外に未利用地を一定 

表２ コジャエリ地震から 1ヶ月後のテント（避難所）数 

設置県数 赤新月社 軍 隊 民間の寄付 海外の寄付 合計ﾃﾝﾄ数 ﾃﾝﾄ都市 

6 県 37,480 張 1,605 張 7,790 張 54,389 張 101,444 張 156 地区 

出典：1999.9.12 中央危機管理本部資料から集計。テント都市を設置したのは、サカルヤ、コジャエリ、 

ギョルジュク、ヤローバ、イスタンブル、ボルー（2000 年にボルー県からドゥズジェ県が分県された）の 6県 

表３ コジャエリ地震から 1年後のテント（避難所）数 

設置県 テント都市 託児所 シャワー室 トイレ 

5 県 30 地区 20 箇所 944 室 1,505 基 

夏テント 冬テント 合計テント数 利用テント数 テント居住人口

169 張 7,033 張 7,202 張 6,933 張 26,729 人 

出典：2000.9 中央危機管理本部資料から集計（11 月のボルー・ドゥズジェ地震後の設置テントを含む） 

5 県：サラルヤ、コジャエリ、ドゥズジェ、ボルー県（1 年後はドゥズジェ、ボルー県を中心に残されている） 
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期間借り入れて建設された。応急仮設住宅は、６県に

139 団地、43,150 戸が計画され、 初の応急仮設住宅

は、コジャエリ地震から 3ヶ月後の 99 年 11 月に始め

て 3,000 戸が提供され、1 年後の 2000 年 8 月までに

合計 42,616 戸が提供され、ピーク時には 41,042 戸を

149,479 人が利用した（表４）。 

 トルコの応急仮設住宅は、トルコ災害法によって特

徴的な運用がなされた。日本における、収入や住宅の

所有関係にかかわらず「自宅が全壊し、入居を希望す

る被災者」に応急仮設住宅を提供するという運用とは

異なる。トルコでは、応急仮設住宅の入居権利がある

被災者（トルコ災害法では「有権者」と規定している）

は、自己所有住宅が全壊相当に被災した被災者のみを

対象に、入居を希望する世帯への供給である。賃貸住

宅居住者は対象外で、応急仮設住宅への入居資格が与

えられていない。 

建設主体や寄贈団体等によって、応急仮設住宅団地

のレイアウトも多様である。コンテナ型の仮設住宅を

中庭取り囲み型に配置して、居住者達がみんなで中庭

の花壇づくり活動に取り組むイスラエル寄贈の仮設

住宅団地では、パラソルの下での会話が弾んでいた。 

阪神・淡路大震災で使用した応急仮設住宅を移送し

て建設した応急仮設住宅団地「アダパザル日本村」は、

“仮設市街地”の様相を呈していた。仮設住宅のみな

らず居住生活に不可欠な施設として、イスラム礼拝室

“ジャーミー”と礼拝前に身を清める洗面所、トルコ

人のコミュニケーションの場である喫茶店“チャイハ

ネ”と主食のパンなど食料を販売する雑貨屋“バッカ

ル”、子どもの遊び場でもある広場にはバスケットボ

ールの籠ボード、そして小学校もプレファブ建築で団

地に隣接して開設された。住宅は、トルコの住居表示

方式にあわせて、住戸を向かい合わせ配列した“通り”

に名称を付け“神戸通り 15”のように住居表示をし

ている。結果として、向かい合わせ配置によるコミュ

ニケーションの機会を増やす空間配置となっていた。 

また、礼拝室は、住宅の配置方向と異なりメッカの

方向に向けて斜めに配置されていた。郊外の砂利採取

場の跡地に建設された「アダパザル日本村」から中心

都市への交通アクセスは、入居と同時に民間乗り合い

バス路線が運行され、トルコの公共交通システムとし

て も普及している“ドルムッシュ”によって確保さ

れていた。ドルムッシュとは民間（個人営業も可）が

許認可を得て運行するディマンド式乗合ミニバスで、

出発点、運行経路、終着点は設定されるが、運行時刻

表はなく、出発地点で複数の乗客が乗り込むと発車し、

途中で乗客をピックアップしながら走行する。定めら

れたバス停はなく、経路途中での乗り降りは自由とい

うシステムである。生鮮野菜は外部からの移動販売

（定期市）もなされ、居住者は、郊外に設置された仮

設住宅での生活も「不便はない」と評していた。 

なお、入居は有権者の希望に基づき、募集がオーバ

ーすると抽選によって決定し、団地には入退居の手続

きなど行政の末端としての「管理人」が配置されてい

た。 

 

５．トルコ災害法及び移転復興による住宅再建

と都市復興 

災害復興は総合的な地域づくりであるため、被災し 

表４ 応急仮設住宅の建設と利用状況 (1 年後) 

供 給 主 体 団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口 

トルコ政府直営  51 団地 30,640 戸 30,588 戸 29,766 戸 107,569 人 

民間・海外支援  88 団地 12,510 戸 12,028 戸 11,276 戸  41,910 人 

合   計 139 団地 43,150 戸 42,616 戸 41,042 戸 149,479 人 

出典：2000.8.8 中央危機管理本部資料より算出。仮設住宅はサカルヤ県(41 団地)、 

コジャエリ県(42 団地)、ボルー県(21 団地）、ドゥズジェ県(19 団地)、ヤローバ県(16 団地)に建設された。 
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た国・地域の法制度・地域の文化や宗教・人々の価値 

観や意識など、それぞれの社会背景に規定される。災

害直後の救急・救命など被災者対応活動はその命を守

り救出するという目的が世界的にも共通し、対策課題

も共通する事項が多いが、災害復興の理念や手法は

国･地域により大きく異なる。 

マルマラ地震の復興では、1959 年公布のトルコ災

害法を基本的法基盤としつつも、地震の２年前に公布

されていた 1997 年の耐震基準の遵守や、被災市街地

における建築物の階数規制の強化、郊外部における復

興住宅団地開発などさまざまに法制度を改変・新設し

ながらの復興となった。 

（１）住宅の再建・復興の取り組み 

①住宅所有被災者（有権者）に偏重した復興支援策 

日本の災害救助法など被災者支援の基本理念は「被

災弱者支援」であるが、トルコ災害法が規定している

被災者への復興支援の基本方向は、災害により失った

「財産支援」にある。被災程度は住宅の被災であるが、

トルコでは自己所有の住宅が被災した被災者を主た

る対象として、政府からの「住宅再建支援対策を受け

る権利」が与えられる。この支援を受ける権利を付与

される被災者を、以下では「有権者」という。一方、

「公営賃貸住宅」制度を持たないトルコでは、都市部

での賃貸住宅は全て民間借家で、その賃貸住宅居住者

は被災しても「有権者」ではなく、借地居住者へ住宅

再建等の支援は、一部の家賃補助的支援など、きわめ

て限定的である（図２）。 

 全壊被害の有権者には、①現地での個別再建費用の

補助、②政府直営で郊外に新開発することになった復

興住宅（以下「恒久住宅」という）を建設原価（市場

価格を大幅に下回る価格）で分譲し、半壊被害の有権

者には③自己所有住宅の修理費の補助、等の支援が与

えられた。 

（２）被災市街地における「規制強化」と「現地復興」 

①断層変位に沿った建築規制区域の設定 

コジャエリ県ギョルジュク市では、海岸近傍の市街

地に 1.5～２メートルの右ズレ断層が出現した。この

断層の南側（市街地側）20 メートルと（北側）海側

全域（ 大幅約 100 メートル）に建築禁止区域を設定

し、居住者の内陸への移転を促している。土地権利の

買い取りを行っていない一部の区域では、一部破損住

宅に居住し続けている市民もいるが、将来は買収して

公園化していくことが予定されている。 

②被災市街地における土地利用規制の強化 

被災した既成市街地では、事前に脆弱だと想定され

ていた 1960 年代以降に計画的市街地周辺の丘陵部に

形成されてきたゲジェコンドゥ地区（不法開発住宅

地）に被害はなく、前述したようにむしろ 1980 年代

以降に計画的に開発された埋立地や低地部での６階

～8階建ての区分所建物（多くは１，２階が店舗や事

業所、3階以上が住宅）に大きな被害が出た。そのた

め、被災前と同じ建物の現地での再建復興は、再び同

様に被災するとして、既成市街地では地盤条件に合わ

せて、新築建物については「建物高さ３階以下」とい

うような土地利用規制の強化が都市計画として決定

された。 

なお、このような既存中層建物に対して地盤条件に

あわせた建物高さ規制の強化など、既成市街地におけ

る大幅な都市計画による土地利用に関するダウンゾ

ーニングがなされたことも背景に、被災した区分所有

建物の権利は、被災後もそのまま有権者が保有し続け

ているものの、現地での再建では元のような規模での

再建が不可能となり、合意形成による被災現地での共

同再建の事例はない。 

③被災市街地における住宅の再建と修復 

従前の約 1／2 程度の建物規模しか許可されない規

制強化（ダウンゾーニング）の結果、被災した区分所

有建物の被災者の合意形成による現地での再建は進

まず、ガレキは処理されたものの空地が目立ち、破損

したまま未利用の建物も少なくなかった。 

しかし、被災から７年目となる 2007 年頃から、外

部からの住宅開発事業者や不動産業者が、被災者から

区分所有権を買い取って権利を集約（いわゆる地上

げ）し、新たな建築制限の基で３階建て等の集合住宅
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マルマラ地震 住宅の被害 事業所の被害 

住宅等の 

被害状況 

全壊住宅 

96,700 戸 

半壊住宅 

107,000 戸 

一部損壊 

124,000 戸 

大破 

16,000 所 

中破 

17,000 所 

一部損壊 

16,000 所 

 

 

 

 

避難所等 

(1999.8 ～

2000.4) 

テント都市避難 

156 所 101,500 張

(350,000 人) 

個別テント、公共施設へ 

個別避難 

(80,000～200,000 人：推計）

友人・知人・親族やセカン

ドハウス等への私的避難 

(200,000 万人以上：推計) 

軽微な被害で 

自宅居住継続 

(多数) 

  

 

仮設住宅等 

(1999.11 ～

2000.8) 

テント都市居住継続 

 

7,000 張(27,000 人) 

応急仮設住宅に居住

139 団地 43,616 戸

(149,000 人) 

家賃補助(1 年間) 

（ 大 1 億リラ/月・戸）

113,000 戸(30～40 万人)

自宅の応急修理補助 

(補助額不明) 

68,200 戸(20～25 万人) 

 

 

 

 

 

 

 

住宅復興計画 

予定(1999.11) 

恒久住宅の建設  20,300 戸（推計） 

都市部：16,300 戸／農村部：4,000 戸 

住宅の修理 

54,400 戸（推計） 

応急仮設住宅で居住継続 

（借家居住の被災者） 

  

住宅復興計画 

トルコ災害法

法定(2000.8) 

全壊住宅の復興 

53,244～ 

72,606 戸（推計） 

全壊住宅の再建支援 

(2 年据置・20 年無利子) 

60 億リラ(10,000 US ドル)

半壊住宅の修復支援 

(2 年据置・20 年無利子)

20 億リラ(3,400 US ドル)

小被害住宅の修理支援 

(2 年据置・20 年無利子)

6 億リラ(1,000 US ドル)

  

対象戸数(OECD

推計：2000.8) 

恒久住宅（政府分譲分） 

40,000 戸 

住宅の個別再建・購入

18,000 戸 

半壊住宅の修復 

50,000 戸 

小被害住宅の修理 

88,000 戸 

  

住宅復興計画 

予定(2001.8) 

恒久住宅（政府分譲分） 

42,620 戸 

恒久住宅(世界銀行分)

11,504 戸 

半壊住宅の修復 

56,140 戸 

小被害住宅の修理 

（不詳） 

  

復興の実績 

経過(2002.8) 

恒久住宅(政府分譲分) 

（18 団地：2,328ha） 

30,987 戸 

恒久住宅(世界銀行分)

（9 団地：約 1,000ha）

12,068 戸 

住宅再建支援の強化 

全壊住宅再建支援 60 億リラ → 100 億リラ 

半壊住宅修復支援 20 億リラ → 40 億リラ 

資料等：トルコ公共事業住宅省ヒアリング及び関連資料より筆者作成 

図２ マルマラ地震における住宅復興計画と再建過程(1999－2002) 

トルコ災害法による被災者資格審査（持ち家住宅の被災者に支援資格）

有権者（有資格者）

非 資 格 者 
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を新規開発して、分譲あるいは賃貸するという『現地

復興』が進展し始めた。しかし、その居住者はかって

の被災者ではない。 

④被災市街地における商業業務施設の再建と復興の

街並み 

既成市街地では、被災の翌年には、商業店舗はいち

早く平屋か２階建の簡易な仮設的店舗を現地に再建

して、営業を始めている（写真１）。 

 

写真１ 被災地の建物高さ規制による 2 階建て再建 

 

写真２ 平屋の店舗再建と「櫛の歯」状の街並み 

 

５年目以降の 2005 年頃からは、３階建ての恒久的

な商業業務施設の再建が進んできた。これも、住宅と

同様に不動産事業者が区分所有の権利を買い集め、あ

るいは元々そこで被災したビルオーナーである事業

者がその他の権利を買い取って集約し自己ビルとし

て再建している。後者のケースでも、その一部をテナ

ントに賃貸していることがある。 

その結果、被災都市の中心市街地の町並み景観は、

全壊しなかった６階～７階建ての高層ビルがそのま

ま補修して利用されている間に、2階建てや 3階建て

の復興店舗が立ち並んでいく「歯の折れた櫛」のよう

な街並みとなっている（写真２）。 

⑤被災市街地の市街地復興計画の促進 

トルコは、地震時には 1980 年代のような都市化の

勢いは失われていたものの、依然継続して都市への人

口集中傾向にあった。被災地域の人口は被災後には一

時的に減少したが、震後３年ほどで恒久住宅団地の開

発が達成されるという「復興速度」予定に合わせて被

災市街地の復興はやや遅れていたものの都市圏人口

は回復していった。セカンドハウスの被害により有権

者が分譲を受けた恒久住宅は「民間賃貸住宅」として

新規の流入人口や被災した賃貸居住者にも供給され

て、被災地の人口が回復している。その結果、被災市

街地でも「現地復興」は都市商店街を中心に進み、被

災市街地への人口流入は震災後も続いている。 

震災直後には、地震動への恐怖や危険感が拭えず、

被災地での再居住を回避している被災経験者も少な

くないとの声が聞かれたが、時間の経過とともに意識

も変化している。しかし、被災者へのヒアリングでは、

「改修というよりも、塗装の仕直しで地震動による壁

のクラックを隠すなど、耐震性に関して不十分にしか

補修されていない被災集合住宅もある」との声も聞か

れた。そのような住戸は相対的に家賃が安い借家とし

て供給されている場合が多く、それでも被災状況を知

らない地震後の新規流入者である大学生や若年層が

賃貸し、居住しているとのことであった。 

しかし、被災市街地の復興計画では、建物の地震動

や液状化による被災に鑑みて、1997 年制定の新基準

による建物の耐震化を実践するよりも、堅実にリスク

を低減するためには従来の建て方でも「建築の高さ

（階数）」を制限することによる被害の軽減を目指し、

原形復旧による脆弱性が改善されていない中高層建

物の再建を禁止した。 
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（３）郊外への「移転復興」による都市復興 

 ①「移転復興」の推進  

市街地を安全化するために、規制強化により低層建

物を再建することによって、被災市街地の再建戸数は

減少する。これによって不足する住戸数を地盤条件の

よい郊外の丘陵地での団地開発で供給する「移転復

興」を都市復興の基本方針とした。それは、区分所有

建物がほとんどで、建物等の権利関係が複雑な旧市街

地である上に、建物規模が縮小されるために、合意が

不可欠な区分所有建物の再建はほとんど不可能であ

る。移転復興は、区分所有権を売却し、新規に恒久住

宅を原価で買い取ることによって迅速な生活再建を

可能にする取り組みともなった。 

移転復興先は、優良農地ではない地盤が強固な丘陵

地を中心に、有権者が希望する住宅戸数 43,100 戸を

被災市街地の近傍（2～15km）で大規模集合住宅団地

合計 27 団地を新規開発し、３～５階建の集合住宅と

して建設し、持家所有者の被災者に自己居住用として

1戸を分譲する「移転復興」であった（表５、図３）。 

不動産として複数の住戸を所有していた市民も少

なくなかったが、所有する複数の住戸が全壊したとし

ても、1被災世帯に 1住戸を建設実費（土地代 150 億

リラ＋建設費 150 億リラ計 300 億リラ（約 500 万円）

で購入する権利が与えられた。約 96,700 戸の大破全

壊に対して、恒久住宅の分譲 54,100 戸と復興ローン

による個別再建 16,300 戸の合計 70,400 戸との差は

26,300 戸分あるがそれは復興支援の対象とならなか

った複数所有分の全壊住戸に相当すると考えられる。 

②「復興住宅団地」の計画標準の概要 

これらの新規団地の開発用地の多くは、従前に計画

されていた大都市圏整備計画での都市づくり方針と

土地利用計画を踏まえて検討されている。震災復興が、

結果的に、従前の大都市圏整備計画におけるニュータ

ウン開発による市街地整備を促進させたことになっ

た（図３、写真３）。 

復興住宅団地の土地利用は、地形によっても異なる

が住宅用地 40％、道路用地 30％、公園緑地 15％、店

舗・学校など業務用地 15％である（表 6）。地上階や

2 階部分が店舗等業務利用されている建物が多く被

災し、大破した事業所数が 16,000 件にも達している。

（図 2）その他、小・中学校等の公共施設、毎週定期

的に開催される生鮮食料品などのオープンマーケッ

トのためのバザール広場やイスラム教寺院（モスク）

なども計画的に整備されている（写真４、５、６）。 

③「恒久住宅団地」における商業等施設の提供 

被災した店舗や業務施設では、自己所有施設が全壊

して、災害法に基づく復興業務施設の分譲を受ける権

利がある）有権事業者には、恒久住宅の分譲と同様に 

表５ 被災県別にみた復興住宅団地の建設計画 

県名(政府建設) 復興住宅団地数 住宅建設戸数 開発面積 

サカルヤ   3 団地   6,920 戸   641 ha 

コジャエリ   9 団地  9,892 戸   673 ha 

ボルー   1 団地    458 戸    16 ha 

ドゥズジェ   1 団地  7,000 戸   700 ha 

ヤローバ   3 団地  5,508 戸   266 ha 

イスタンブル   1 団地  1,209 戸    32 ha 

政府建設の合計 18 団地 30,987 戸 2,238 ha 

世界銀行の建設   9 団地 12,068 戸 － 

合 計 27 団地 43,055 戸 － 

出典：2002.8 公共事業住宅省資料及びヒアリングより算出 
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図３ 開発主体別にみた恒久住宅団地の位置 

 

 

表６ 主要 4団地にみる復興住宅団地の土地利用構成 

土地利用計画の概要 単 位 4 団地の平均 構成比 

復 興 住 宅 戸 数 戸 1,880 － 

計 画 居 住 人 口 人 9,570 － 

開発用地総面積 千㎡ 977 100.0 

住宅用地面積 

商業用地面積* 

教育行政用地面積 

公園緑地面積 

道路用地面積 

その他（モスク用地他）

千㎡ 

千㎡ 

千㎡ 

千㎡ 

千㎡ 

千㎡ 

387 

23 

92 

147 

311 

17 

39.6 

2.4 

9.4 

15.0 

31.8 

1.7 

住宅用地ネット人口密度 人／ha 247 ― 

出典：公共事業住宅省資料から算出 

*：週に数回開催される野外バザール用地を含む。食品、生活用品などの販売で、 

伝統的な小売り形態である。団地内にはパン・雑貨屋以外の小売店は開設されない。 
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（カラマンキョイ（手前）とジャーミーリー（前方）の団地

で、中間部の左奥に移転した県庁、中央に高等学校がある。） 

  

（2，3階の張り紙等は「借主募集中」である） 

写真４ 1 階のみ営業している商業施設 

写真３ アダパザル市郊外の恒久復興住宅団地 

 

 

写真５ ボルー県キリジャスランの復興恒久住宅団地と団地

内に公的支援で新設されたモスク 

 

 

 

写真６ 生鮮食品や日用品で賑わう恒久住宅団地での野外 

定期市（パザール）

復興住宅団地内に３階建ての商業業務コンプレック

ス（集合施設）が建設され、実費で 1 ユニット（約

30 ㎡）が分譲された。商売には“場所”が重要であ

るが、1階の道路に面した場所に希望が集中し、抽選

で決定した。従前の全ての被災店舗は 1 階（地上階：

トルコでは 1階は日本の２階にあたる）で道路に面し

て営業していたにもかかわらず、復興住宅団地では抽

選で上階の一角を割り当てられることとなると、顧客

が階段を上がってくることはなく、経営は成り立たな

い。従って実際に営業されているのは地上階の道路に

面した店舗のみで、２階や３階の区画はほぼすべて空

室で、有権者への引き渡しは完了しているが営業して

いない状況のままである。 

10 年後の調査においても、地上階以外の２階、３

階は「借主募集中」の空店舗がほとんどで、使われて

いる用途としては学習塾・薬局・喫茶店・ゲームセン

ターなど、顧客の動機付けが明確な用途のみである。 

なお、野外での定期市（バザール）は盛んで、トル

コでは伝統的にオープンバザールで野菜等の生鮮食

料を 1週間分ほど購入している。また、下着などの日
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用品もバザールでの販売で賄われている（写真４、６）。 

 

６．10 年間の復興過程とその行方 

 断層の変位が出現した被災市街地では、断層に沿っ

て建築禁止区域を設定された。その他の被災市街地で

は、２階建てや３階建てに建築制限が都市計画として

決定された。その結果、被災市街地での住宅再建は大

量に供給不足となった。そのため、中央政府の直轄事

業として郊外に大規模住宅団地を開発し、建物所有者

を対象として自己居住用に３階建の「恒久住宅」が実

費で提供された。この「移転復興」による住宅再建は、

地震からの３年間で事業を完了し、応急仮設住宅期が

修了した。 

このように、災害法が適用される有被災者への恒久

住宅の引き渡しは、３年以内でほぼ完了し、被災者は

団地での居住を開始していった。しかし、その住宅の

分譲価格については、中央政府による開発用地の買収

価格をめぐる地主との裁判が多発し、その解決に時間

を要した。被災者への住宅提供価格を公平にするため

に、全ての住宅団地の土地買収価格と建設費用に基づ

く「平均原価」を確定するのに８年目もの時間を費や

していた。そのことは、住戸の引き渡しから価格確

定までの間の支払いは止まっていたので、実質的に

ほぼ 6年間の支払い据え置き期間となった。 

終的に確定した金額は300億リラだが、100億リ

ラは住宅再建支援として給付されるので、個人負担

は200億リラ（2000年当初時点では3万 USドル相当）

である。しかも、関係者へのヒアリングによると、

2009 年頃（震災から 10 年目）には、恒久住宅の一般

市場における取引価格は800億～1,000億リラで取引

されていたという。 

一方、被災市街地に於ける現地復興は大幅に遅れ

た。被災した多くの建物は 6～8 階建てであったにも

拘わらず再建住宅の安全性を確保するために再建を

含む新規建築建物は、1～3 階建てまでとする建築規

制（ダウンゾーニング）が実施された結果、震災後の

約 5年間は、被災市街地のほとんどの建物が区分所有

建物であるが、それらの再建は全く進行しなかった。  

トルコの区分所有建物に関する法律は、マルマラ

地震当時、阪神・淡路大震災当時の日本の区分所有法

と同様に、「全員合意」を原則としていた。区分所有

法は地震後に改正され、大規模改修等の合意形成基

準を緩和したにも拘わらず、被災市街地の建築物高

さ規制のダウンゾーニングは、区分所有者の合意に

よる再建を極めて困難にした。 

 被災市街地で も早く本格的な再建が始まったの

は、幹線道路沿道や商店街などの目抜き通りで、被

災から５年目の 2004 年頃には、２～３階建の商業店

舗等の建設が進んだ。それらの多くは、従前権利者

から上層階の区分所有権を買い取って再建し、店舗等

を自己利用し、２～３階を賃貸するケースが多い。ま

た、第三者が全権利を買い取って、投資的にテナン

トビルに建て替えるケースも増えてきている。この

ような街中での店舗再建では、事前に借主と契約し、

借主の意向に添った建設物件が多いため、建設現場に

「借主募集中」を掲示している物件は少ないという

（ヒアリングによる）。このように、郊外の恒久住宅

団地での商業業務の再開の困難さとは対照的に、被災

市街地での商業業務の再建は活発に進められている。 

 しかし、被災した住宅地には住宅が再建されない更

地が少なくない。それらの更地の中には、権利者の合

意が形成されなかったり、解体費用が負担できない

等のために、集合住宅等の被災建物が取り壊されるこ

となく残存しつづけている事態もある。また、損壊

していても建て替えや本格的な改修をしていない集

合住宅も多く、海に面していて立地上は人気の高い

はずの住宅にも拘わらず、新規開発住宅に比べると

人気は低く、「貸家」の張り紙が貼られている空き家

も多い（写真７）。 

震災後５年目が過ぎた頃になると、被災市街地と

郊外の恒久住宅の中間に位置する地盤条件の良い丘

陵部などでは、新たな住宅需要を見越した新規の民

間住宅開発が顕在化しはじめた。また、市街地内で

も住宅開発業者が街区単位で区分所有者の全権利を
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買い取って、全く新たな「分譲住宅開発」が進み出し

た。事業者は被災と関わりないデベロッパーで、住

宅開発事業として被災都市での「住宅分譲」事業を進

めている。入居者も被災者ではない新たな流入者が

主体である。 

 

写真７ 改修されて賃貸募集の住宅 

（カーテンがない多くの空家と「貸家」の張り紙） 

 

 

写真８ キョルフェズの市街地に近接した地区の民間 

開発高層住宅団地 

さらに震災から 10 年目を迎える頃には、かつて応

急仮設住宅が建てられていた被災市街地内部や隣接

する大規模空地でも、民間住宅の開発が進展し始めて

いた。被災市街地の建築制限地域内では、これらの

住宅開発も３階建て等の高さ規制のダウンゾーニン

グが適用されるため、イスタンブルの週末リゾート

地でもあり、震災前から人気の高い海岸地区であるマ

ルマラ海沿岸地域では、３階建ての新分譲住宅街と

いう新たな街並みが出現し始めている。 

他方、建物高さ規制区域に指定されている被災市

街地に近接しているものの、建物高さの規制区域外で

ある大規模空地や未利用地では、建築制限が適用さ

れないため、高層分譲住宅による大規模な開発が進

められている（写真７）。 

成長率が低下してきたとはいえ、人口増加が継続し

ているトルコでは、マルマラ地震の被災地域の復興も

人口増加時代の復興過程をたどっており、被災地域の

人口の過半が非被災者で占められていく時期はそう

遠くないと思われる。しかし、その都市づくりは安

全レベルをどのくらい高めているのであろうか。 

マルマラ地震の経験を基に進められた新たな地震

防災の取り組みの一つとして、政府は建物所有者に

「地震保険」の加入を義務づける地震保険制度を創設

し、将来の全国展開を目指して、複数のモデル県で実

行に移している。しかし、保険加入率も頭打ち傾向に

あると言われ、昨今の住宅ブームの中で、地震保険の

行方とともに、新耐震基準（1997 年制定）による安

全な防災都市づくりへの展開を注目していく必要が

ある。 
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