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中国・四川大地震（二〇〇八年）

に当たらなければならない。一九九八年、

修

占めた。学校・病院その他非住宅用建物の

建国以来の大洪水が発生した際も、当時の

田中

損失は二〇・四％を占める。このほか、イ

江沢民国家主席は訪日を延期してまで事態

︱︱ その政治・経済政策への影響

ンフラ・道路・橋梁・その他都市インフラ

●四川大地震の発生
①災害規模

の収拾に当たったのである。

本年四月三〇日時点で、内外から受け

ちに四川省に向った。その後も温家宝総理

呼ばれている）発生当日、温家宝総理は直

四川大地震（中国では「汶川大地震」と

の損失は二一・九％を占めた。七〇％以上の

取った支援物資・義捐金は七六七・一二億

はたびたび現地を視察している。胡錦涛総

損失はこの三つである。

二〇〇八年五月一二日午後、中国・四川

三七万四六四三人が負傷、行方不

元である。政府が設立した災害復興基金は、

書記、次期最高指導者候補の李克強副総理

省を中心にマグニチュード八・〇の地震が発

明は一万七九二三人に達した（九

総規模三千億元に達した。

生 し た。 六 万 九 二 二 七 人 が 死 亡 し、

月一八日時点）
。四川省だけでも都

②中央の対応

平政治局常務委員はオリンピック担当で

もう一人の次期最高指導者候補である習近

も温家宝総理に続いて四川省に向かった。

害を受け、うち一五七・七万戸は再

中央政府の地震への対応は表１に示した

市・農村で計五二〇万戸余りが被
建が必要となった。この地震では
となり、四川省の死亡・行方不明

が近づくと地震関連報道は激減した。オリ

北京オリンピック（八月八日～二四日）

メージを低下させたと思われる。これをカ

遅れた。これは習近平に対する国民のイ

り、被害の中心である四川省入りは大幅に

あったため、当初は故郷の陝西省に立ち寄

者は五三三五名に達した。このた

ンピック終了後はいくつかの報道が見られ

バーするかのように、習近平の妻子は積極

とおりである。

め、校舎の手抜き工事がメディア

たが、九月下旬を最後に報道は国際金融危

学校が多く倒壊し、生徒が下敷き

で厳しく批判された。

的に四川省に赴きボランティア活動を行っ
ている。

機に重点が移された。
直接経済損失は八四五一億元で
あり（九月四日公表）
、当然四川が
全体の九一・三％を占め、甘粛は

古来より天災は指導者の徳と関係すると

①指導者の動向

指導は共産党中央軍事委員会（主席は胡錦

なく共産党の私兵である。このため、軍の

なった。中国では、人民解放軍は国軍では

ただ、中国の統治構造の問題も明らかに
五・八％、陝西は二・九％を占めた。

されている。このため、大災害が発生した

涛総書記）が行うが、総理はこのメンバー

●政治への影響

この損失のうち、家屋の損失が

場合には、指導者は直ちに現地に赴き指導

最も深刻であった。四川の損失は

最も大きく、全体の二七・四％を
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表１

中央政府の地震への対応

2008年
５月12日

地震対策総指揮部を設置。総指揮は温家宝総理、副総指揮は李克強副総理・回良玉副総理である。温家宝総理は
直ちに四川省に向かい、陣頭指揮をとった。

５月13日

財政部は中央財政から緊急に8.6億元を支出する旨を決定（のち11.1億元に増）
。

５月16日

胡錦涛総書記四川省入り。

５月18日

李克強副総理四川省入り。

５月19日

習近平政治局常務委員が陝西省を視察。財政部・国家税務総局は被災地域の税の減免を発表。

５月20日

中央財政は、臨時生活救助資金25億元支払いを決定。人民銀行は被災地域の預金準備率を据え置き、貸出支援
を強化。

５月21日

国家発展・改革委員会は、被災地域での違法価格行為の取締りを表明。

５月22日

温家宝総理は再び四川省に入り、地震でできたダム湖を視察。24日の現地記者会見では、①テント不足、②防疫、
③２次災害の防止が重要問題であると表明。

５月25日

呉邦国全人代常務委員長が四川省入り。

５月27日

総指揮部会議で、今後の重点を、①傷病者の救済、②被災者の生活安定、③衛生・防疫活動、④死亡者の処理、
⑤２次災害の防止、⑥生産の組織的回復、⑦社会安定の維持、⑧災害復興前期活動に置くことを決定。

６月３日

総指揮部会議で、生産回復活動に力点を置く旨決定。

６月４日

国務院常務会議で「地震災害復興条例」を決定。これにより、災害復興計画策定に向けた活動が開始された。

６月５日

温家宝総理３度目の四川省入り。規模の大きい唐山堰のダム湖問題を集中的に検討。

６月９日

総指揮部会議で、医療・防疫を検討。「地震災害復興条例」が公布された。

６月11日

地震災害復興対口支援案を決定（公表は18日）
。これにより、東部・中部の19省市が被災の深刻な地域の援助を
１対１で負担することとなった。

６月13日

中央・地方責任者会議で地震対策を総括。オリンピックへの方向転換。

６月16日

総指揮部会議で２次災害発生防止を検討。特に雨季対策に重点がおかれた。

６月20日

温家宝総理が陝西・甘粛省を視察。

６月25日

謝旭人財政部長が、全人代常務委員会に対し700億元の災害復興基金を創設する旨を説明。

６月27日

習近平政治局常務委員が四川省を視察。

６月29日 「地震災害復興を支援する政策措置に関する国務院意見」決定（公表は30日）
。ここでは、財政・税制・就業・金融・
産業・社会保険・食糧等の政策が細かく規定されている。
６月30日

地震対策で優れた成果を挙げた末端党組織・党員の代表座談会開催。胡錦涛総書記が重要講話。

７月３日 「地震災害復興活動に関する国務院指導意見」決定。これは、６月29日の決定が各論であるのに対し、総論的内
容となっている。
７月12日

総指揮部会議で、生活困難な大衆の救助策を検討。

８月５日

総指揮部会議で、災害復興全体計画を討議。

８月31日

温家宝総理四川省視察。冬に向けた対策を指示。

９月４日

地震専門家委員会・史培軍主任記者会見。直接経済損失額を初めて公表。

９月８日

財政部、災害復興関連貸出に対する３年間利息補助の管理弁法を公表。

９月23日

国務院が災害復興全体計画を公表。

2009年
５月12日

四川汶川特大地震１周年記念行事挙行。胡錦涛総書記、李克強副総理が出席。胡錦涛総書記が重要講話。

（出所）筆者作成。
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復興は進んでいるか？―アジアの自然災害

といえよう。このため、温家宝総理は現地

い。これは言わば中国版「統帥権の独立」

ではなく、軍に対し何の権限ももっていな

ている。

済対策でも、民生の改善・保障が重視され

二〇〇八年一一月に打ち出された包括的経

要 性 を 改 め て 裏 付 け る こ と に な っ た。

ント加速させる可能性があるとされた。

もたらすが、災害復興は成長を〇・四ポイ

Ｐ成長に〇・一ポイント前後の減速効果を

●経済政策への影響

入りをしても軍を十分に指揮できず、胡錦
涛総書記の現地入りを待たなければならな

②国際世論の沈静化

算を発表した。これによると、被災地域の

ループは、六月一八日に経済への影響の試

国家情報センター経済分析・予測課題グ

いた。だが、一月に株価が急落し、不動産

政政策と引締め気味の金融政策がとられて

フレ・経済過熱を防止するため、穏健な財

二〇〇八年当初のマクロ経済政策はイン

①マクロ経済政策の転換

二〇〇八年三月に発生したチベット暴動

経済のウエイトは以下のようになっている。

市場も低迷した。また一月中旬には、建国

●経済への影響

と政府の強硬な対応、聖火リレーにおける

①四川省の消費は全国の四・四八％、被

以来の大雪・寒波が南方の大部分と西北地

かったのである。

聖火防衛隊の異様な光景、カルフール不買

方の東部を襲った。
これにより輸送の混乱・

二月に入ると、エコノミストの間からは

害が生じた。

停電が発生し、南方の生産活動に大きな障

災地域の全国に占める割合は〇・三％に満
②四川省の投資は全国の四・一一％、被

たない。

を増し、北京オリンピックにも暗雲が立ち

災地域の全国に占める割合は〇・二八％。

運動に見られるナショナリズムの高揚など

込めていた。しかし、地震発生後、中国政

ただし、災害復興投資は毎年一七〇〇億前

が重なり、中国に対する国際世論は厳しさ

府は直ちに諸外国に救援要請を行い、外国

「中国はインフレではなく、スタグフレー

ションに向かっているのではないか」との

後で三年間見込まれる。
③四川省の輸出は全国の〇・六八％、被

声が出てきた。三月に開催された全人代で

メディアの現地取材を容認した。これは、
サイクロン被害後、頑なに国際的人的救援

災地域の全国に占める割合は〇・一％に満

その直後に発表された国務院二〇〇八年活

を拒んだミャンマー政府と対照的であった。

動要点では、マクロ・コントロールの目標

はマクロ経済政策の目標は維持されたが、
④四川省の輸入は全国の〇・五六％、被

たない。
災地域の全国に占める割合は〇・〇三％よ

されたのである。

として新たに「経済の下降の防止」が追加
⑤四川省のＧＤＰは全国の四・二％、被

りも小さい。

このため、地震を契機に国際世論の中国批
判は急速に鎮静化したのである。
③民生の改善・保障の重視
今回の地震では多くの学校・病院が倒壊

融緩和、財政出動、証券・不動産市場梃入

五月の四川大地震発生をきっかけに、金
⑥全国から見れば、
被災地域の一次産業・

れを求める声が地方から高まった。地震か

災地域の全国に占める割合は〇・三四％。

二〇〇七年の第一七回党大会以降、政権後

二次産業・三次産業の割合は、
それぞれ一％

し、これらの施設の不備が明らかになった。
期に入った胡錦涛指導部は「調和社会」
（経

ら一カ月たった六月一三日、党中央・国務

任者会議」が開催された。議論の中心は四

の主要責任者が集められ、
「中央・地方責

院共催で、省・自治区・直轄市・中央部門

未満、〇・三六％、〇・二六％。

以上から試算すると、地震は全国のＧＤ

合は一・一％。

⑦被災地域の農業生産の全国に占める割

済格差が解消され共同富裕が実現した社
会）の実現に向け、民生の改善・保障（教
育・衛生・医療・社会保障・住宅）を重点
に掲げていたが、今回の地震被害はこの重
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川大地震対策と経済政策の基本方針であっ

て、災害復興は完全に景気対策の一部に組

いくかどうか分からない。共同通信綿陽電

することとしているが、これがスムーズに

の維持と物価の速すぎる上昇の抑制」に改

の目標は、
「経済の平穏で比較的速い発展

た。これらの議論を経て、マクロ経済政策

議・党中央政治局会議が相次いで開催され

形で国務院経済情勢座談会・国務院常務会

指導者が沿海部を視察し、これを総括する

年計画になっており、これが加速すること

る」とされた。災害復興は地震発生から三

一三〇〇億元の災害復興資金を手当てす

施 し、 中 央 財 政 は 二 〇 〇 九 年、 さ ら に

進する。災害復興総体計画を早急に全面実

目で「地震被災地域の災害復興を早急に推

れた「政府活動報告」では、内需拡大の項

二〇〇九年三月の全人代において承認さ

③二〇〇九年度予算

に関する独自調査をしていた地元の環境保

川大地震で倒壊した校舎の手抜き工事問題

信北京電二〇〇九年四月一日によれば、四

外部には全く状況が把握できない。共同通

特に③は報道管制がしかれているため、

たが、遺族への補償問題が解決していない。

③地震で学校が多く倒壊し生徒が死亡し

農地収用の補償金の低さに怒り、三月三日

転事業をめぐり、移転先の農民数千人が、

二〇〇九年五月五日によれば、町ごとの移

み込まれることとなった。

められたのである。

になった。

立っていたのである。七月初めには、最高

た。この頃にはすでに輸出の落ち込みも目

②包括的経済対策の発動

かった。一〇月には、七～九月期のＧＤＰ

月から一〇月にかけて引締めから緩和に向

国際金融危機の発生により、金融政策は九

再建九七・四九億元、産業再建四八億元、

都市・農村住宅再建三八〇億元、インフラ

は六九八・七〇億元であり、主要なものは

なお、二〇〇八年度の地震災害復興支出

もある。

されたとされる。これが中国政治の一面で

成都警察当局に国家政権転覆扇動罪で逮捕

護活動家、譚作人氏が三月二八日、四川省

に綿陽市で暴動を起こしている。

九月のリーマン・ブラザースの破綻及び

実質成長率が九・〇％に落ち込んだことが

防災・減災能力建設二四・三六億元などと

第七項目は「地震被災地域の災害復興のた

これは一〇項目からなっているが、その

ラ建設中心になり、経済効果の少ない生態

①内需拡大にウエイトがかかるとインフ

とになろう。しかし、残された問題はある。

合文化研究科客員教授）

（たなか おさむ／東京大学大学院総

明らかになった。このため、政府は一一月

なっている。

災害復興が内需拡大策の中に組み込まれ

●残る課題

五日、包括的経済対策を発表し、マクロ経
済政策の目標を「経済の平穏で比較的速い
発展の維持」に一本化し、政策手段も「積
極的財政政策と適度に緩和した金融政策」

め の 各 種 施 策 を 加 速 す る 」 で あ り、

環境・被災者の心のケア・孤児や身寄りの

たことにより、今後の復興は順調に進むこ

二〇〇八年は二〇〇九年分の災害復興基金

ない老人対策などに十分な資金が回らない

に変更した。

支出を二〇〇億元前倒しすることになった。

②地震が再度発生しかねない地域につい

可能性がある。
行うことになったが、うち一兆元は災害復

ては、住民を移転させ他の場所に町を再建

また、二〇一〇年末までに四兆元の投資を
興に充てることとされたのである。こうし
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