
１　はじめに

2008年５月 12日 14時 28分に巨大地震が中国四
川省の西部で発生した。震央は四川省 川県であり、

「 川地震」と呼ばれている。中国地震局によると、

この地震のマグニチュードはMs8.0と報告され、中
華人民共和国が誕生してから最大級の地震である。

中国民政部の報告によると、2008年９月 25日まで
69227人が死亡、374643人が負傷、17923人が行方
不明となっている［１］。2008年９月４日の統計によ
ると、直接経済損失はおよそ 8451億元（2013年８月
時点、１元：約 16円）とされている［２］。この被害
は 1976年に起きたマグニチュードMw7.5の唐山地
震以来、中国が受けた最も深刻な地震被害である。

中国地震局の被害調査により、本地震の最大烈度

は中国震度スケールで XI度と報告されている（こ

のスケールはＩ度から XII度まであり、VI度以上で

建築被害の起きる可能性がある）。XI度区は震央の

ある 川県から北川県までのおよそ 2419km2の細長

い区域である。また、VI度以上になっている範囲の

面積はおよそ 31.5万 km2の非常に広い地方であった

［３］。面積としてほぼ日本全国と同じになる（図１）。

地震被害を受けた地方は甘粛省と陝西省にも広がる

が、ほとんどは四川省である。直接経済損失のうち、

91.3％は四川省の損失であった。
これほど広い範囲でこれほどの深刻な被害を受け

るとは、地震前に誰も考えていなかった。1976年唐
山地震から 2008年 川地震までの 32年間、中国大
陸地区で深刻な地震被害は起きていなかった。この

32年間で、中国の経済や社会には大きな変化と発展
があったが、震災が起きた後の救援や被災地の再建

と復興に関する経験はほとんど積み重ねていなかっ

た。こんな状況の地震後四が月くらいに、巨大規模
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驚く早さ、三年で完了した 川地震被災地の復興
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図１　 川地震の震度分布
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の再建プロジェクトははじめられた。

２　「 川地震災後復興再建総体計画」とその実施

2.1 「総体計画」の概要

2008年６月８日に、地震から１が月くらいに中国
中央政府が「 川地震災後復興再建条例」を発布し

た［４］。この「条例」は仮設住宅の建設や詳細な

被害調査や再建プロジェクトの計画、実施とその資

金の調達など復興再建に関するすべての指導原則を

確定した。「条例」が発布してから三が月後の 2008
年９月 19日に、中国中央政府は「 川地震災後復

興再建総体計画」を発布した［５］。この「総体計

画」は全国 200数社の研究所や会社の 4000数人の
設計者の力で作ったものである［６］。

「総体計画」には四川省、甘粛省と陝西省の 51
の県の再建計画が示された。これらのうち、 川県、

北川県などの 10の県は極重災区（被害が非常に深
刻な地区）、他の 41は重災区（被害が深刻な地区）
と判断された（図２）。再建区域の面積は 132596km2

であり、2007年末までの人口は 1986.7万人で、域内
総生産は 2418億元である。

「総体計画」は再建区域を下記の三種類に分けて

いる。各種類区域の面積や人口を表１に示す。

「再建に適合する区域」：生態環境のロバスト性

がある、地震や山崩れや土石流など自然災害のリス

クが比較的に低い。

「適度に再建する区域」：生態環境が脆弱である、

自然災害のリスクが高い。

「生態を保護する区域」：生態環境が非常に脆弱、

自然災害のリスクは非常に高い。

表１をみると、広い再建区域のうち、2/3くらい
は住みにくく、住民があまりいない場所である。ほ

とんどの人口は他の 1/3に集中している。その 1/3
のうちにも、大きい町の建設や人がたくさん集まる

ことを勧める「再建に適合する区域」は全区域の

7.6％しかなく、これらはほとんど成都の周辺である。
この区域は復興再建の中心として未来の大都市圈に

包含される予定である。

どの国にも、住宅再建は災後復興の一番大事なこ

とである。表２に「総体計画」に決められた住宅再

建の数を示す。農村住宅の再建は、住民が政府から

補助金をもらって、自分の住宅を補強/修復または
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図２　《総体計画》の復興再建範囲

表１　「総体計画」で再建区域の分類



新築する。新築の場合、家族の人数や所得で判断さ

れ、１世帯あたり 16000元から 26000元が支給され
る。補強または修復なら、１世帯は 3000元しか支
給されない［７］。表２に示す農村住宅の数とかけ

ると、中央政府から農村住宅再建の補助金はおよそ

450億元となる。相当大きな金額ではあるが、復興
再建資金の全体のおよそ１万億元と比べると、数％

であり多くはない。

復興再建資金の約半分は公共施設やインフラなど

に投入する。図３に復興再建資金の使い方を示す。

2009年９月 30日までに支出された 9813.96億元の復
興再建資金のうち、公共インフラ、市街インフラ、

農村インフラと公共施設に使うのは 4838.28億元、
およそ 49.3％である［８］。公共インフラや公共施
設は都市に集中しているから、都市に住んでいる人

は田舎に住んでいる人よりもっと大きい利益を得た

ことになる。例として、教育施設と医療施設を表３

に示す。学校でも病院でも、都市に集中するのは復

興再建の一つの政策である（写真１～３）。

建築防災 2013. 8 ― 44 ―

表２　「総体計画」で再建予定な住宅

図３　「総体計画」の復興再建資金の配 ［８］

表３　「総体計画」再建予定な教育と医療施設



2.2 早さが第一位

これほどの広い地方で巨大な建設プロジェクトを

短期間で実施するのは非常に厳しい。「総体計画」

は「復興再建を３年間くらいで完成する」と決めら

れた。まだ、2009年３月に中央政府の「政府工作報
告」では「もともとの３年間の復興再建の目標は２

年間に達成して欲しい」と提案された［９］。地方

政府は中央政府が決めった期限前に完成しなければ

ならないから、地方政府はもっと厳しい期限を決定

した［10］（図４）。2009年９月、「総体計画」が発
表してから１年間に中央政府が復興再建の中間評価

を行いた。2009年９月 30日まで再建完成度の結果
は表４に示す。完成度が一番高いのは農村住宅の再

建である。地震からたった１年半未満で、農村住宅

もうほとんど復興した。この時期、公共住宅や公共

施設などの完成度はまだ半分以下である。特に、生

態保護プロジェクトは時間かかるし、住民の生活に

は直接な影響があまりなく、完成度は非常に低い。

2010年５月地震から２年間に、「総体計画」の７
割以上の再建プロジェクトが完成した［12］。四川
省では、農村住宅の再建は 2010年旧暦の正月くら
いに完成。市街住宅の再建も５月にほとんど完成し

た。再建する学校は 99.83％が工事を始め、86.91％
が工事を完成した［13］。病院も６割くらい完成し
た［14］。震災から２年間で、被災地の住民たちは
みんな復興住宅に住むことができ、仮設住宅の役割

が終わった。本地震の大きさと被災地の広さを考え

たら、この早さには驚かされる。日本の例では、

1995年神戸地震後の５年、2004年新潟地震後の４年
で仮設住宅の役割がおわったと言われているか

ら、 川地震の場合は、半分以下の年数で終わって

いる。

2012年１月 10日、地震から３年８が月間後に、
四川省は復興再建が完成と宣言した［15］。予定し
た「三年間」より少し長いが、このような巨大な再

建であるから、驚くほどの早さと言える。

この驚くほど早い復興再建には問題がないわけで

はない。カリフォルニア大学バークレー校建築学科

のMary C. Comerio教授は多くの国の災後復興モー
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写真１ 川地震の震央にあった「 口中学校」は

倒壊したが、地震に強い国作りのため、災害

を忘れないためにそのまま保存している。

（2011年秋：李英民氏撮影）

写真２ 倒壊した「 口中学校」には、中国国内だ

けでなく米国・フランス・日本などから多く

の見学者が訪れている。（2013年５月 12日）

写真３ 川地震で倒壊した「 口中学校」、地震

の怖さを忘れないように、学校の建物は倒壊

したまま保存されている。この写真は丁度５

年後の 2013年５月 12日に撮ったものである

が、倒壊した建物に自然の草木が覆い始めて

いる。あらためて自然の強さを感じる。



ドを比べるうえで、日本と中国は両極にあるといっ

ている。中国の災後復興には「強い国、弱い国民」

というモードが見える。中国としては、大規模の早

い復興を目指すために、被災地の未来をよく考える

時間がなく、被災地住民の望みをよく聞く時間がな

かったかも知れない。しかし、この方法を選んだ理

由は、復興にとって早さが最も重要と考えたからで

ある。この中で、Comerio教授は次の指摘をしてい

る［16］：
「In China, the goal of moving families out of

temporary housing after two winters meant there

was little time to review building codes, little time to

consult impacted residents about their desires or

needs, and little environmental review of site selec-

tion. China’s strong emphasis on expediency may

have compromised overall construction quality and

limited integration with jobs and social services.

Thus, while the central government of China

focused on a massive and speedy rebuilding pro-

gram, they lost opportunities for sustainable devel-

opment and hazards mitigation, as well as the oppor-

tunities to reduce social vulnerability through coor-

dinated efforts in jobs, health care and other servic-

es.」

2.3 資源調達の試み：一対一支援

この早い再建を進めるためには十分な資源がなけ

ればならない。 川地震前の 2007年、四川省の域
内総生産は 10505.3億元［17］。 川地震で四川省の

直接経済損失はおよそ 7715.8億元、前年度域内総生
産の 73.5％である。間接経済損失はさらに多いはず
である。四川省が自らの力で再建しようとすれば、

長い時間をかけてもしばらく復興できないかもしれ

ない。まだ、震災後の復興再建は単純に地震前の状

態へ戻ることではなく、被災地の飛躍的発展を望ま

なければならない。このために、中国中央政府は

「全国の力で復興再建する」との方針を最初から決
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図４　中央政府と各級地方政府の再建期限の例［10］

表４　2009年９月 30日まで「総体計画」の実施状態［11］



めた。

資金は震災後の復興再建に大事な資源であり、中

央政府は復興再建にはおよそ１万億元の資金が必要

と判断した。これは、四川省 2007年の域内総生産
と同じくらい。2008にアメリカから始まった世界金
融危機は中国経済へ大きな影響を与えている。中国

経済をサポートするために、中国政府は４万億元の

投資計画を発表した［９］。そのうち 1/4は 川震

災後の復興再建に使う。１万億元の復興再建資金で、

中央政府はおよそ 2000億元を支出する［18］。一番
大きいな部分は国が持っている銀行からのローン

で、およそ 5000億元である［19］。そして、世界に
も初めての試みの「一対一支援」にもおよそ 1000
億元の資金を用意した。

地震後にすぐ、2008年６月 11日に中国中央政府
が「 川地震災後復興再建一対一支援案」を発布し

た［20］。この案で、中国東部と中部の経済が元気
な 20の省（市）は少なくでも 2008年からの３年間
で年間財政所得の１％を被災地の再建に投入するこ

ととした。原則として、一つの省は被災地の一つの

県を支援する。2008年から 2010年までその 20の省
（市）の財政所得は 86278.55億元である［21］。要す
るに、少なくとも、支援する省（市）から 862.78億
元の資金が被災地へ投入されることになる。実際に

投入された総額はこれより大きいと言われている。

例えば、 川県を支援する広東省はおよそ 82億元

を投入して、「一対一支援案」の下限より 11％程多
い［22］。この例を見て、支援する省（市）から投
入した資金は下限の 862.78億元より大きいことが想
像できる。

震災後の復興再建は資金の問題だけではなく、人

や技術も重要な資源である。「一対一支援」で調達

した資金は中央政府や銀行の資金より少ないが、人

や技術の支援は非常に大事である。図５に支援する

省（市）と被災地の 2007年の一人当たり域内総生
産を比べる。平均的には、支援する省（市）の一人

当たり域内総生産は被災地の 2.4倍くらいになって
いる。特に、一人当たり域内総生産で北京や上海な

どの大都市は先進国レベルであり、甘粛省や陝西省

などの被災地の一人当たり域内総生産は北京や上海

の 1/10程である。中国東部の先進地方には人材が
集中しており、先進的な考え方や技術や設備も持っ

ている。それで、「一対一支援案」によって、支援

する省（市）は資金を出すだけではなく、もっと深

く大きな支援することがあるはずである。例えば、

具体的な再建計画や建築設計をすること、再建に必

要な設備や機械や材料を供給すること、設計者やエ

ンジニアやマネージャーを派遣すること。まだ、単

純な建設ではなく、色々な人材交流や経済協力も行

うことができる。例えば、2010年４月に、広東省
と 川県は「長期提携合意」を締結した。再建がお

わってから３－５年間に、技術やマネージメント支
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図５　一対一支援両方の一人当たり域内総生産（［21］［23］［24］［25］［26］）



援、人材を訓練して育成、産業協力などを決めた。

中国語である言葉は「馬背まで支えて、ある距離ま
で護送する」(Help someone to get on a horse and

escort for a distance)。再建後の長期提携は護送する

ことである（写真４～６）。

３　唯一の異地再建：北川県城

川地震の復興再建はほとんど元の場所で行われ

たが、唯一の例外は北川県である。北川県の全称は

北川チャン族自治県であり、16.1万人口のうち、9.1
万人はチャン族。県境の広さは 2857.83km2、この９

割以上は山地である［27］。 川地震で北川県は

15645人が死亡、1023人が行方不明になっている
［28］。 川地震の死亡と行方不明人数の 1/5である。
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図６　北川県城異地再建の場所（Google Mapからつくった、断層は文献［31］による）

写真４ 川地震の震央地の復興した「映秀鎮」の

町並みと人々（2011年秋：李英民氏撮影）

写真５　３年で復興した 川県映秀鎮の町並み

写真６ 映秀の町の公園に置かれた「正しいレンガ

造の作り方」

このほかに、鉄筋コンクリート構造の柱梁接合部

の配筋、鉄骨構造の接合部などの見本が置かれてい

る。



山の中にある県城も地震や山崩れによって全毀と

なっている。地震後に、全毀した県城を再建するの

は非常に難しいし、無理に同じ地に再建しても二次

災害のリスクが高いため、新県城を別の場所に再建

することを決めた。

最初に考えている新県城の場所は北川県境の中に

ある擂鼓鎮である（案１、図６にＢ点で示す）。し

かし、図６の擂鼓鎮の位置をみると、まだ山の中で

あり、断層もある。地震や山崩れのリスクは北川旧

県城よりそんなに低くないと判断された。隣の安県

にある永安鎮（案２、Ｃ点）や桑棗鎮（案３、Ｄ点）

も候補地として考えたが、断層や山から近いため断

念した。最終的に安県にある安昌鎮の東南の広い場

所に再建することが決めた。ここは旧県城からおよ

そ 23kmである［27］。断層から数 kmほどの距離に
あり、地震リスクは他の候補地に比べ十分に低いと

は言えないが、平原であり、地質災害のリスクは相

当低いと考えられた。これが決定的な要因となり、

この地に決まった。

北川旧県城を 川地震で全毀してから、この元の

地は二回の深刻な被害を受けた。2008年９月 24日
に突然豪雨が降り、地震で緩んでいた山から大規模

な土石流が起こった。北川旧県城の廃墟を埋め尽く

し、仮設住宅も被災し、42人が死亡した［29］（図
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（a）2008年９月 24日土石流　　　　　　　　（b）2013年７月９日豪雨洪水

図７　 川地震後に北川旧県城が受けた被害

 
図８　北川新、旧県城（Google Mapからつくった，2013）



7a）。まだ、2013年７月に豪雨が続けて、９日に 50
年に１回の洪水が旧県城を襲った（図 7b）［30］。も
し同じ場所に新県城を再建したら、この洪水は新県

城に巨大な被害を引き起こすはずだ。

場所が決まり、異地再建工事は 2009年６月に始
めされた［32］。再建は、旧県城のもともとの住民
たちだけに住み場所を作ることではなく、北川県の

もっとおおきい人口を収容しようとして計画され

た。そのため、全体で、８ km2の建設地を用意し、

2020年までの長期計画を作った。そのうち、2010年
に完成した１期は４平方 kmの県城で３万人くらい

の人口を集める。2015年まで県城を拡張して５万人
くらいの人口を集める。2020年まで、県城は７平方
kmとなり、さらに７万人を集める。これは、北川

県県民の 1/3くらいとなる［33］。図８に北川旧県
城と今 2013年の新県城を比べている。今の１期だ
けでも旧県城より十分広い。

３万人が住んでいる県城の建設には、全部で 153.7

億元を投入した。そのうち、一対一支援を担当した

山東省はおよそ 43億元を受け持った［33］。山東省
は技術者やエンジニアや管理者を含んで３万人以上

の支援隊を派遣した。北川新県城はほぼこの３万数

人が作った。2010年９日に、新県城１期が完成して、
北川県に交付した［34］。１年４が月間でゼロから４
平方 kmの新城を建設したのである（写真７、８）。

４　まとめ

2008 年の中国 川地震の震災を簡単に説明し、

「 川地震災後復興再建総体計画」の実施と最も深

刻な被害が受けた北川県の異地再建を中心して、

地震災後復興再建状況を紹介した。色々な問題があ

るかも知れないが、二年間という短い期間で非常に

広い被災地の住民たちが安居でき、三年数が月間で

被災地の再建を完成したことは世界でも驚くべき早

さである。強い中央政府の資金や政策のサポートは

とっても重要だが、新しい一対一支援の方法がこれ

を成し遂げた。不可欠な条件である。
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