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2004年10月23日に発生した中越地震の被災の中心は、過疎・高齢化進む豪雪の中山間部であり、震災のはるか以

前から人口減少に歯止めがかからず、地域の存続すら危ぶまれていた。震災は人口流出を加速させ、山古志村では

文字通り人口は半減した。しかし被災者、支援者、行政など多様な関係者による様々な努力によって地域における

復興活動は活発化し、山古志でいえば交流人口は2桁増加し、移住者によって限界集落要件を外れる集落も生まれた。

過疎の進む中山間地の慢性病と言われる依存性、保守性、閉鎖性を乗り越え、主体的に地域を起こそうとする人々

が増え地域が活性化した背景、要因は何か。復興初期の問題意識、その後の復興過程における熟度評価の試みなど

を紹介しつつ、中越地震被災地が模索し続けてきた「復興のモノサシ」について論じていく。 
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１．はじめに 

2004 年に起きた中越地震の被災の中心は、山間部

であった。毎年 2mを優に超える豪雪地帯でもあり、

震災のはるか以前から人口減少に歯止めがかからず、

震災の有無などに関わらず地域の存続すら危ぶまれ

ていた。震災は、人口流出を加速させ、山古志村（現

長岡市）を例にとれば、震災当時 2,000 人を超えて

いた人口は 2019 年 4 月 1 日調査でついに 1,000 人を

切った。 
日本全体が成熟し、人口減少社会に突入する中、

そのトレンドに十から二十年も先んじて人口の急減

少に直面していた地域が、壊滅的被害をもたらした

大震災を経て、いかに復興したらよいのか。そもそ

も復興という目標設定自体に無理があるのではない

か。それ以前の問題として、そもそも「復興とは何」

なのか。その根源的問いに対する答えを模索してき

た 15 年間であった。いまだ「復興とは何か」に対す

る明確な答えは見いだせてはいないが、その模索し

てきたプロセスと、漠然とではあるがカタチになっ

てきた復興概念について以下に述べる。 
 

２．中越地震と被災地の概要 

平成 16 年 10 月 23 日 17 時 56 分、平成 16 年 10
月 23 日 17 時 56 分、新潟県中越地方を震源とする直

下型の地震（マグニチュード M6.8）が発生した。震

源は北魚沼郡川口町（現長岡市、以下旧町名表記）

の北部（北緯 37 度 17.5 分、東経 138 度 52.0 分、深

さ 13km）であり、川口町で震度 7、隣接する小千谷

市および山古志村、小国町（現長岡市、以下旧町村

名表記）で震度 6 強、その周囲の 12 市町村（合併前）

で震度 6 弱を記録した。広範囲で大きな揺れを観測

し甚大な被害が発生したことから、気象庁は「平成

16 年（2004 年）新潟県中越地震」と命名し、地震発

生当日に新潟県内 54 市町村に災害救助法が適用さ

れた。本震直後の 18 時 11 分に M6.0、同 34 分に M6.5
の地震が発生するなど、余震活動が極めて活発で、

避難者はピーク時で 10 万人を超えた。人的被害は死

者 68 名、負傷者 4,895 名、住宅被害は約 12 万 2 千

棟を数え、うち全壊約 3 千棟、半壊が約 1 万 3 千棟

であった 1)。 
被害の中心が比較的地盤が軟弱な中山間地であっ

たため、各地で斜面崩壊や道路寸断が多発し、「地

盤災害」という側面がクローズアップされた。川口

町、山古志村の全域が孤立するなど、7市町村61集
落の1,938世帯が孤立し、陸路での避難が難しいと

判断された山古志村の全14集落と小千谷市の1集落

の2千数百人が自衛隊のヘリコプターで救助された

（自衛隊による空中避難作戦としては過去に例のな

い規模）。 
震度6強以上を記録した長岡市、小千谷市、川口

町、小国町、山古志村の特徴を述べておく。長岡市

は人口28万人で新潟県第2の中核都市であり、機械
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工業等製造業の集積が進んでいるほか、越後平野の

南端にあって農業も盛んであり、温泉を中心とする

観光産業もある。小千谷市は信濃川の河岸段丘に沿

って人口4万人を擁する都市であり、電機産業を中

心とする産業と農業が主要産業である。川口町と小

国町はそれぞれ5千人、7千人（共に合併前）の人口

を有し、農業が主体であるが長岡市、小千谷市のベ

ッドタウンという位置づけにもある。山古志村は震

災当時で約2千人が居住し、山間地にあって「日本の

原風景」と呼ばれる棚田が有名であり錦鯉や闘牛と

いった独自の文化をはぐくんでいた。主要産業は養

鯉業であり、それ以外の農業出荷額はごくわずかで

ある。闘牛に代表される観光業もあったが、数件の

民宿がある程度で主要産業とまでは言えない。豪雪

の山間部にはあるが、整備された道路と行き届いた

除雪のおかげで、冬季でも長岡市中心部まで自動車

で30分程度で行けることから、長岡市街地に勤務す

る兼業農家が多い。周辺地域からの人口流入によっ

て人口微減にとどめている長岡市に対して、その他

の自治体は、人口減少と高齢化の進展が著しく、地

域の存続という課題に震災以前から直面していた2)。 
 

３．復興をデザインする 
2004年10月の発災から1年が経過した2006年2月頃、

復興を考える研究会が必要との機運が高まり、大阪

大学 渥美公秀助教授を中心とする研究会の発足を

模索していた。研究会の名称を考える中で、大阪大

学コミュニケーションデザインセンターの名称にヒ

ントを得て、「復興」を「デザイン」する研究会、

という名称を与えることにした。2006年5月6、7日に

設立総会を企画し、場所は新潟県小国町（現長岡市）

法末地区にある廃校と決めた。パネル討論に居並ぶ

陣容は次の通りであった。室崎益輝（消防大学校消

防研究センター・所長）、山中茂樹（関西学院大学

災害復興制度研究所・教授）、村井雅清（被災地NGO
協働センター・代表）、黒澤司（日本財団ボランテ

ィア支援グループ長）、稲川明雄（故人、郷土史家）、

青木勝（長岡市復興推進室次長）、澤田雅浩（長岡

造形大学・講師）、渥美公秀、稲垣文彦（中越復興

市民会議・事務局長）、上村靖司（長岡技術科学大

学・講師）である（所属・肩書は当時）。2時間半に

およぶ議論の中で、その時点での復興概念を、即興

ではあったが、整理したものが法末宣言である3)。 

 

 
「復興とは何か」という問いに対する客観的で普

遍的な一般解を、この時点で持っていたわけでは決

してない。しかし、あえて意思として「復興を定義

する」ことからスタートしたのである。即興で会議

の最中に起稿し、パネル討論の中でパネリスト全員

の承諾を取り付けて最後に発表したものであるから、

この時点でのこのメンバーの一応の共通認識であっ

たと言ってもよいであろう。 
復興デザイン研究会（以降、デザイン研）では、

発足後、定期的に会合をもって多様な分野から講師

を招いて勉強会を開き、並行して「復興デザイン研

究」というニュースレターを定期的（不定期も含む）

に発行することとした。第1号が発行されたのは、震

災からちょうど2年後の2006年10月23日であった。そ

こに書かれた趣意書が次の通りである。当時の著者

自身の「復興概念に対する違和感」が率直に述べら

れていることから、ほぼ原文で掲載する4)。 

法 末 宣 言 
 

復興とは人々が元気・活力を取り戻すこと 
復興とは過程であり時間がかかるが、目標の共有

も大切 
復興過程は、個人・地域の自己の再認識、多様性

を認め合うこと、から始まる 
復興支援とは、被災者に希望の火を灯し、それが

大きくなるように支えること 
復興の推進力は、地域の力と復興バネと台頭する

人材である 
私たちは、上記の認識をもとに、次のことを宣言

します 
一、中越地震被災地が、都市と農山村との新たな

関係を築くモデルとなることを目指します。 
一、私たちの活動を広く発信し、被災地に限らず、

社会全体の成熟・発展に寄与することを目指し

ます。 
一、私たちは、支援活動を通じ無形の財産を養い、

世界に誇ることのできる復興を目指します。 
平成十八年五月六日 

復興デザイン研究会 
渥美 公秀、上村 靖司、稲垣 文彦 
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そして、研究会の趣旨として次の３つを掲げた。 

【地域再生】地域のアイデンティティを再認識する 
【自然共生】人間・社会が自然と折り合いをつけな

がら暮らす 
【協創恢興】災害を転機として創造的に地域をつく

り人を育む 
この3番目に掲げた「協創恢興」は、デザイン研の

コンセプトを思い悩むなかで生まれた言葉である。

「恢興」は、三島億二郎（米百俵の小林虎三郎と並

び戊辰戦争後の長岡再興の立役者の一人）の偉業に

対し、昭和2年に立てられた碑に刻まれた「長岡ノ今

日アル實ニ翁ノ力ニシテ翁ハ眞ニ長岡恢興ノ恩人ト

謂フベシ」からの引用である。その意味は、「以前

よりももっと良くする」ということだそうだ。「協

創」は阪神大震災以降に広く使わるようになった「協

働」と、「創造」を単に組合せた造語のつもりだっ

たが、ネット検索すると4万件もある。辞書にはない

が、字面と音の響きが良いというであろう。 

創はキズであり、協は一つの想い（忄）を共有し

た多様な力（劦）、恢はひろがりをあらわし、興は

盛んにするさまを言う。すなわち多様な主体が想い

を共有して広がりのある復興を目指すという意味を

込めたのである。 
 

４．成熟期に起きた災害からの復興のゴール 

デザイン（設計）をするには、ゴールを決めてそ

のプロセスを計画しなくてはならない。つまり復興

をデザインするためには、「復興した」といえる状態

を先に決めなくてはならない。復興したという状態

を決めるには、復興を測るモノサシがなくてはなら

ないし、どの目盛まで行ったらゴールか、というこ

とを決めなくてはならない。 
図１のように、経済や人口を縦軸として、災害に

よって一旦下がったものが再び元の水準に戻れば、

復興したと言えるのかもしれない。社会全体が成長

しているトレンドにおいては、そのような測り方で

違和感はないのかもしれないし、新聞紙面等で、「復

興、まだ道半ば」などの見出しの本文を読むと、や

はり人口や経済の回復での論調が多い。 
 

経
済
？
人
口
？

発
災

①元通り

②元々の
トレンド

③トレンドが加速

図１ 成長期と成熟期の復興の評価 

 
一方で、社会全体が成熟期に入り、経済や人口のト

レンドが横ばいか下降している時代にあって、復興

が（概ね）完了したと判断する指標は経済や人口で

良いのか（図中①）。元の水準までの回復が難しい

としても、元のトレンドにまで戻れば復興したと判

断して良いのか（図中②）。 

しかし中越地震で被災した豪雪の中山間地の現実

を見れば、一旦居住地を離れた人々が再び戻ること

は考えにくい。しかも子育て世代などの若手が子供

の将来や教育等を考えて環境や便の良い都市部に流

出するわけだから、地域に残るのは否応なく高齢者

中心となる。すなわち図中③のように人口減少のト

レンドが加速することは容易に予想できた。そうな

『復興を考える会が必要』 
2006 年 5 月 6 日、「復興デザイン研究会」設立記

念フォーラムが、小国町法末（現長岡市）で開か

れた。<中略> 
『でも復興ってなんだろう』 
復興を辞書で引くと「いったん衰えた物事が再

び盛んになること」（国語大辞典）、ネット検索す

ると「震災によって大きな変容を迫られた社会の

中で、被災者が生活の変化にうまく対応するため

の営み」（東京都の定義）とあるが、復興の対象が

「物事」や「被災者」というのに違和感を覚える。

また被災市町村の復興計画は押並べて復旧計画で

ある。それで良いのか。 
『復興の設計図を描きたい』 
専門である機械工学のセンスで復興プロセスを

見直してみた。「復興もデザイン（設計）できるの

ではないだろうか」。素材は地域資源。部品は伝統

文化・価値観。ノウハウは事例蓄積。足りなけれ

ば新たに創造する。復興の手順はものづくりと同

じ。「復興の設計図を描く」という意味を込めて「復

興デザイン研究会」と名づけた。英語名は 
“Revitalization Design Research”。 

そのヒントはハリケーン被害に遭った米国ルイ

ジアナ州の HP から得た。Re-はもう一度、Vatality
は活力。つまり Revitalization はもう一度活力を取

り戻すこと。復興の意味が少し見えてきた。 
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らば中越地震被災地は「もはや復興はできない」と

いう結論に至り、復興に取り組むこと自体がナンセ

ンスということになる。「災害復旧に数百～千億円

を要する」との報道に対して、「都市部に住宅を建

ててやって全員を山から降ろせ」という攻撃的なコ

メントで炎上するWebサイトがあったのも事実であ

る。 

しかし、住民、支援者、行政、それぞれの立場で

復興は必ず成し遂げられると信じていたし、より良

い復興をしようと必死に頑張っていた。明らかな衰

退トレンドにある中山間地が大規模な地震災害で深

刻な被害を受けたとしても、あきらめることなく努

力すれば復興しうるのだと証明するために、経済や

人口ではない新たなモノサシ（縦軸）を模索する必

要に迫られたのである。稲垣が提唱した「軸ずらし」

の概念5)は、人口や経済ではない復興指標を模索する

ことに意義を見出したものである。震災からの10年

目の復興感調査の中に、「復興活動に活動した頻度

と復興感に明確な相関関係が見いだされた」という

報告もあり、地域活動の活発さをもって復興の度合

を測ろうという試みもあった6)し、復興「感」という、

個人の主観において復興の度合を検証しようという

立場もあった（例えば宮本による復興感曲線7））。 

著者自身が震災から10年後には人口が半減してい

た旧山古志村において住民たちに「地震から復興し

たか」と問うたとき、「していない」と答える住民

は私の知る限り一人もいなかった。一方、震災から

の10年目の復興感調査において「復興したことにし

ないとやっていられない」と答えた人も他地域には

いた8)。 

「災害は百の顔を持つ」。おそらく復興も百の顔

を持つ。そう考えると、被災地ごとにその復興を測

るための縦軸は唯一絶対のものである必然性はなく、

しっかりと議論を積み上げ、共通の認識としての「モ

ノサシ」を形成していくプロセスにこそ復興の本質

があるのではないだろうか。 

 
５．復興の進捗を測る 

5.1 地域復興デザイン策定事業 

 中越地震被災地においては、既存制度では対応で

きない様々な復興課題に対応するべく、復興基金が

設置され、その時々の必要に応じて補助メニューを

追加しながら支援がなされた。青田が整理している

ように地域復興を支援する事業が充実してたことが

中越の復興基金の特徴の一つとされる9)。その代表的

なものとして、2007年4月に始まった「地域復興デザ

イン策定支援事業」がある。目的は「中越大震災で

被災した地域の自立的復興のため、地域特性を活か

した復興プラン策定に取り組む集落や地域団体等に

対して、コンサルタント等の導入によるプランのイ

メージングを支援し、住民起業や地域連携への動き

を加速させる」である。つまり、専門家の支援を受

けながら集落単位での復興ビジョンを描くという事

業であり、復興のゴール設定の難しい高齢過疎の中

山間地における支援の目玉ともいえるものであった。

ただし、その対象者は「地域コミュニティの復興熟

度が高く、かつ市町村と協働で地域復興に取り組み、

市町村長が推薦する集落及び地域団体等」に制限さ

れた。すなわち復興活動に対する準備・体制が整っ

ていない（熟度が高くない）コミュニティは対象と

しないことを明確に謳ったのである。 

復興熟度。言葉としては明瞭だが、コミュニティ

の復興の熟度というのは如何にして測定しうるのか。 

5.2 サンタクルーズにおける物語復興 

2007年2月に長岡市で開催された「地域復興交流会

議」において、室崎益輝先生の講演の中で紹介され

た「物語復興」の話10)に感化された復興デザイン研

究会メンバーは、その勉強のために同年4月に米国サ

ンタクルーズ市に赴いた。調査結果の詳細は「復興

デザイン研究第4号」11)を参照して頂きたいが、実に

刺激的で示唆に富む視察となった。1989年10月に起

きたロマ・プリータ地震からの復興における当時の

関係者へのヒアリングから、あくまで著者の私見な

がら、好ましい復興プロセスに繋がる要件を次の6

項目に整理した。 

 

（1）つよい想い： 危機感・焦燥感 

（2）対等な関係： 36人の円卓会議 

（3）未来の意識： Vision Santa Cruz 

（4）自由な発想： 300回を越えるWS 

（5）明快な理念： Civic Living Room 

（6）プロの支援：専門家による講義・セミナー 

 

サンタクルーズ市の中心商店街の被害であったこと

から、一日も早く店を再開したいという強い焦燥

感・危機感が商店主達にはあった(1)。行政選出18

名、民間選出18名、合計36名という多様なステーク

ホルダー（利害関係者）の不健全な議論展開を、健

全化するための会議の円卓配置が、建設的議論への

転機となった(2)。Vision（将来展望）、Restore（復

旧）、Partnership（協働）の3つの候補からVision

が復興計画の名称として選ばれたことが、未来への
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意識付けとなった(3)。300回を越える様々なワーク

ショップは、多数の住民を復興プロセスに関与させ

る機会を与え、住民自身に復興の主体であることを

自覚させた(4)。回数を重ねたワークショップの整

理から、コンサルタントと大学研究者によって明快

な理念「Civic Living Room（中心市街地を市民の居

間に！）」が生み出された(5)。その後は、多様な専

門家を招いての講義やセミナーが繰り返され、震災

を契機とする新たなまちづくりの実践が進んでいっ

た(6)。 

5.3 復興熟度レーダーチャート 

2008年から中越地域の大学の若手研究者と現場で

の支援活動に取り組む中越防災安全推進機構の職員

を中心に、新たに復興プロセス研究会（プロセス研）

が立上げられた。上で紹介したデザイン研は、復興

に関する勉強会という色合いが強かったが、プロセ

ス研は支援者と学識者がペアになって支援活動に取

り組み、ほぼ毎月会合をもって現場の課題とその意

味づけを徹底的に議論するという実践指向の研究会

であった。そして上記の復興デザイン策定事業にお

ける「復興熟度評価」という難題も、プロセス研の

宿題の一つになった。 

サンタクルーズにおける復興調査の分析結果と、

プロセス研で積み重ねた議論に立脚し、著者を中心

に提案したのが、図2に示す復興熟度レーダーチャー

トである12)。 
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図 2 復興熟度レーダーチャート 

 
その意味付けを解説するまえに、わき道にそれる

が、この当時認識されていた中山間地の慢性病につ

いて触れておかなければならない。過疎の進む中山

間地域の地域振興を考えるうえで、慢性病ともいえ

る「過度の依存性と保守性・閉鎖性」が大きな障害

として根底に横たわっており、その打破なくして地

域振興はなしえないという指摘がなされていた13)。

中越地震被災地は、まさに過疎の進む中山間地であ

り、全国の同様の地域と類似の問題を抱えており、

震災復興に向き合うということは、この慢性病に向

き合うということでもあったのである。 

議論を復興熟度レーダーチャートに戻す。下向き

の軸として「こう在りたいの共有」を置いた。意志

決定をする上での判断の「よりどころ」が共有でき

ているか、と言うことである。地域のアイデンティ

ティが自覚され共有されているか、と言っても良い。

「主体性・自立心」は「依存心」の裏返しである。 

同様に「やれるという自信」は「あきらめ感」の

裏返しである。「自由で活発な発想・議論の雰囲気」

は「自由な発想」と「対等な関係」であり、老若男

女、多様な主体が対等な立場で会合に集まり、そし

て自由な雰囲気の中で活発な議論ができているかど

うかを表しており、「保守性」の裏返しでもある。 

中越復興に関わってきた多くの支援者達の共通の

意識として、「友好的な外部者の存在」は、地域の

好ましい変化に対して非常に大きかったとの認識に

立っている。復興熟度という観点で見るならば、い

まの時点でいわゆるヨソ者を受け入れているかでは

なく、それができる雰囲気があるかが、その観点と

なる。これは地域の「閉鎖性」の裏返しでもある。

最終的に「こう成りたい（将来ビジョン）」の共有

がなされれば、復興熟度という点では、十分に準備

段階は終わっているとみなして良いだろうと考えた。 

5.4 復興熟度評価の実践 

地域復興デザイン策定事業に申請するコミュニテ

ィと、その作業を受注するコンサルタントに対して、

よい良いデザインの策定をしてもらえるよう、2009

年5月から発表会を始めた。入口（申請時）、中間、

最終の3段階で、10分程度のプレゼンをしてもらう。

2名程度の専門家による助言や意見交換とともに、デ

ザイン策定に取組むコミュニティ同士の相互刺激も

狙った。発表者に対しては、復興熟度レーダーチャ

ートの6つの評価軸とその意味を解説した文書を事

前に配布しておいた。 

デザイン策定発表会において、発表会終了後に、

学識者2名、地域に密着する支援者2～3名、基金事務

局担当者が集まり、発表会の内容、地域における活

動の様子、事業申請時のやりとりなどの情報を共有

しながら、6項目を5段階で採点し、結果にコメント

をつけて各集落へとフィードバックした。個々の評

価はあくまで主観だが、多数の多様な主観のすり合
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わせによる客観評価とした。 
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図 3 復興熟度の評価例 

 

図3はある集落の計画時、中間評価時、最終評価時

の熟度評価の結果を示している（図2から左上と右下

の指標が入れ替わっていることに注意。種々の議論

を経て入れ替えられた）14)。助言を受けて弱い指標

の強化が徐々に進んでいることがわかる。自分たち

の活動に対する通信簿を付けられるのにはやはり抵

抗があったようだが、それでも地域の皆さんは、客

観的に数値化された地域の弱み強みを自覚し、次回

にはより評価を高めようと努力していた。有効なイ

ンセンティブとなったようである。 

5.5 複雑適応系としてみた復興プロセス 

 人々の集団の挙動には、いわば無数の細胞で構成

された生命体の挙動との相似が見られることがある。

複雑系と呼ばれる自然現象の中で、自然発生的に生

じる自己組織化（創発現象）は、時として信じられ

ないようなある種の「秩序」を生み出すことが知ら

れている（複雑適応系と呼ばれる）。 

このような自然の摂理という視点で、復興熟度レ

ーダーチャートを再考したものが、図4である。６つ

の指標を対角にある2つずつの組にして三つの軸に

整理した。それは（a）物語軸、（b）関係性軸、（c）

帰還軸である。（a）物語軸は（a-1）文化・伝統と

（a-2）ビジョン・夢、（b）関係性軸は（b-1）内部

の関係性と（b-1）外部との関係性、（c）帰還軸は

（c-1）規範（負帰還）と（c-2）発展・挑戦（正帰

還）を含む。詳細は文献４）を参照して頂きたいが、

下半分にある文化・伝統、地域内の関係、規範の３

つが集落の安定性を支え、上半分にあるビジョン、

外部者、挑戦が、未来づくりに向かうということを

表している。 
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図 4 創発を生み出す健全性として整理し直した 

復興熟度レーダーチャート 
 

物語軸（A軸）は、アイデンティティ（A1）とビジ

ョン（A1）をつなぐ軸である。物語というのは、概

ね古今東西慣れ親しんだストーリーのパターンがあ

る。冒険物語、探偵物語、ロマンスなど、お馴染み

の規則に従いつつも、見知らぬ驚きが組み合わされ

て初めて魅力的な物語となる。前者が強すぎればあ

りきたりで、後者が強すぎれば違和感だけが強くな

る。復興でいうならばアイデンティティとビジョン

のせめぎ合いとバランスによって復興物語が成立す

ることを示している。ビジョンは少々違和感のある、

そして驚きをもって迎えられるものであり、きっと

関わる人々もワクワクさせる力も、不安にもさせる

力もある。これを共有するためには、粘り強い対話

が不可欠となる。 

相互作用軸（B軸）は、内部の相互作用（B1）と外

部との相互作用（B2）をつなぐ軸である。御近所（コ

ミュニティ内部）の多数回の相互作用が創発のため

には不可欠である。中越地震被災地において｢地域

復興デザイン策定事業｣に取組んだ関係者へのイン

タビューからしばしば聞かれるのは、｢デザイン策

定をするためにコミュニティ内の話合いが活発化し、

当初懐疑的であった住民にも明らかに意識の変化が

起こった｣ということである。この内部の相互作用

の活性化を誘発したのは、デザイン策定という外部

的な刺激であり、そこには地域復興支援員という外

部者の関与が効果的に寄与したという声も多い。内

部の相互作用の活性化、と外部や外的刺激に対する

接合部（interface）の両方がコミュニティの創発性

に寄与していると考える。 

帰還軸（C軸）は、負のフィードバック（C1）と正
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のフィードバック（C2）をつなぐ軸である。処理系

からの出力が再び入力として入る操作を帰還

（Feedback）と呼び、電気工学や制御工学で必須の

概念であり、生命や経済などの分野でも良く出てく

る。数学的な計算式のように入力が処理されて出力

が出て終わりという単純な入力－出力系は、自然界

においてはむしろ不自然であり、出力された結果が

次の入力となるというのは極めて自然な現象である。

復興プロセスに置き換えて見れば、正の帰還は、コ

ミュニティ・グループの活性化に極めて重要な要素

である。しかし次から次へと展開し活発化する結果

として、いわば｢イベント疲れ｣を生み、極端な場合

には破綻に至る怖れもある。破綻させることなく着

実な展開をするためには、負の帰還（健全な保守性）

とのセットであることが必須と言えるだろう。 

 
６．10年目の復興状況とそこに至るプロセス 

6.1 10年目の復興状況 

2004年の発災からすでに15年以上が経過し、いま

や「中越地震からの復興」という文脈で地域の課題

や活動が語られることはごくまれである。そこで時

計の針を戻して10年目のころの復興状況を振り返っ

てみる。 
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図 5 長岡市山古志地区の人口と高齢化率の推移 

 

繰り返しになるが、もともとが過疎化・高齢化の

進展する山間豪雪地域である。全村避難によって3

年余りの期間、村を離れての生活を余儀なくされた

山古志地区では、「帰ろう山古志」の掛け声は皆に

浸透し、その雰囲気もできあがっていたはずだった

が、やはり人口流出のトレンドには抗いきれず、震

災が住民の転出を加速させ、人口は半減した（図5）。

高齢化率も以前からのトレンドのとおりに高まって、

現在は50%を超えている。すなわち過疎化・高齢化と

いう復興計画で設定した課題の解決には成功してい

ないし、見ようによっては明らかな失敗にも見える。

ならば中越の復興は失敗だったと断じて良いのか。 

住民が帰れる生活基盤が復旧し、３年余の避難生

活から帰還した住民たちに対し、地域振興のための

ソフト事業も多数展開された。その結果、農家レス

トランや民宿が新たに生まれ、交流人口は２桁増え

た。「中越地震で有名になった山古志」だが、いま

では「アルパカのいる山古志」として広く知られる

ようになった。 

2004年に中越地震を経験し、その復興計画が県と

被災市町村でそれぞれ作られたが、どこにも「アル

パカ」とは書かれていない。しかし、アルパカ村と

して交流人口を急増させた背景に地震は強く影響し

ている。震災の惨状を見た米国の牧場主からたまた

ま寄贈されたアルパカだが、闘牛という伝統文化の

土台があるため飼育に問題はなく、震災で人口流出

と高齢化が加速した地域の復興の起爆剤となりうる

と直感した地域リーダーが、そこにはいた。 

計画され予定されている通りの結果をOutputとい

うのに対し、必ずしも想定されていなかった結果を

Outcomeという。アルパカはまさにOutcomeの典型だ。

偶然・幸運と言ってしまえばそれまでだが、たまた

まの機会を掴み取った素地があってこそのOutcome

だったのだと思う。周回遅れでできたメモリアル施

設（おらたる）は、他施設を追い抜いて来館者数を

伸ばし続けている。住んでいる住民たちは「復興は

成し遂げた」と胸を張って答えるし、事実、残って

いる人々は震災前とは比べ物にならないくらい主体

的に地域活動に参加している。 

中越地震で被災した他の地域を見ても、アルパカ

のようなOutcomeに満ち溢れていることに気付かさ

れる。例えば「奇跡の集落」（限界集落とされた十

日町市池谷地区に震災を契機に移住者が増え限界集

落要件から外れるまでになった事例）16)に象徴され

る移住・定住の萌芽も各地で見られてるようになっ

た。これらの中越での事例と取組は、その後の被災

地に対して、ある意味で災害復興のお手本としてに

好ましい刺激を与え続きているように思うし、その

ような評価も各所から頂いている。 

岡田17)は「人口（人の数）」と「人効（主体的に

生きる人の数）」という言葉でこのことを見事に説

明している。人口は半減した。しかし地域の問題に

主体的に向き合ってその解決のために行動する人々

は間違いなく増えた。その結果として、依存性、保

守性、閉鎖性という過疎地の慢性病を乗り越え、前

向きに主体的に地域を起こそうとする雰囲気は間違

いなく醸成されてきた。「人効」は、人口や経済で
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は推し量れない復興を計測するための、有効な一つ

のモノサシと言えるのではないだろうか。 

6.2 課題解決と主体形成18) 

災害の被災地に限らず、世の中を見渡すと「課題

解決」という言葉が飛び交っている。そこにある課

題の解決策を探索し実行し克服していく。良い解決

策はモデル化され仕組み化されて波及する。実に合

理的で効率的で社会の成熟プロセスの重要なアプロ

ーチである。これを図示したものが図6の左側で、

「課題解決サイクル」と呼ぶことにする。 

顕在化した課題(A)を出発点として、その解決策

を模索・実行し成果が上がったとする(B)。成功事

例ができるとそれがモデルとなり一般化され仕組み

化される(C)。想定外の事象が起きたり、対象が適

合しない事例が生じ、有効だった（はずの）対策が

陳腐化すると(D)、次なる課題設定がなされる。こ

ういった仕組みは、特に緊急時では極めて有効に機

能するし、災害を経験するたびにサイクルが回って

成熟していく。 

次に図6の右側の主体形成サイクルを見ていく。

課題の顕在化(A)は同じであるが、次の段階ではま

ず「課題の自分ごと化(B)」の段階になる。過疎化・

高齢化・人口流出による地域の衰退といった、唯一

の正解がなくかつ主体が住民である課題に対しては、

他人事でなく自分事であるという認識がない限り、

なかなか前には進まない。ある被災者から聞いた

「俺達はゆでガエルだった」という言葉からわかる

ように、震災を経験して「自分ごとスイッチ」がON

になったという人も多い。 

次なる段階は「課題の本質の理解(C)」である。果

たして人口が減ることが本当の問題なのか。衰退し

ていく地域の現実に目をつぶり、問題が起きれば他

人事のように役所に陳情してきた。地域を持続して

いくんだという覚悟はなく、行動を起こすこともな

かった。自分の生まれ育った地域に誇りをもてず、

こんな不便な地域に未来はないと自虐的に自らを語

っていた。本当の問題はそこにあったのではないか。

(C)の段階を乗り越え、(D)では支援者による支援を

得たり、復興基金に代表される予算を活用したり、

他地域に学んだりしながら、「地域の存続」という

本質的課題に向き合ってきた。その結果がポジティ

ブな復興感の形成につながったのではないか。 

ここで注目すべきことは、本論の冒頭から述べてい

る通り、震災によって顕在化した地域の本質的課題

は「人口の急減」だったはずで、主体形成サイクル

が振り出しに戻ってもそれ自体は何一つ解決も改善

もされていないという事実である。しかし種々の復

興の実践活動を通じて、成果は着実に上がった。こ

れは「課題が解決された」でなく「課題に向き合え

る主体が形成された」ということではないだろうか。

「課題解決サイクル」と「主体形成サイクル」を比

較して、一巡りしてもとに戻った時、好ましい状態

を獲得したのはどちらと言えるだろうか。 

課題の
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課題の
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対策の
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対策の
仕組化
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図６ 課題解決サイクルと主体形成サイクル 

 

中越復興の現場において、支援者が実践してきた

のは「主体形成サイクル」である。丁寧な議論と寄

り添いを積み重ねながら主体形成サイクルの「自分

ごと化」と「本質の理解」にアプローチしてきた。

一方で、行政主導のアプローチでは課題解決サイク

ルのみが遂行されがちである。主体形成サイクルの

左半分は、予算に相当する期間成果が全く見えてこ

ないし、予算付けする根拠も説明しにくい。そして

右半分に移っても、当初計画したOutputが出てこな

い可能性もある。Outputの無い計画は全く評価され

ないし、予算の無駄遣いと社会から批判を浴びるか

もしれない。しかし、Outcomeが顕在化して目に見

えるようになると（メディアで取り上げられるなど）、

後づけで「良い取り組み」として評価されるように

なる。 

 
７．「復興」にまつわる問いに対する考察 

冒頭述べたとおり、抗いようのない過疎化、高齢

化、人口減少のトレンドの中で、地震災害からの復

興については、当初わからないことだらけであった。

当時を振り返り、思い当たる疑問だけでも以下のよ

うになる。 
 
(1) 復興の主語は何か。 
(2) 復興のゴールはどこか。 
(3) 復興とは主観か客観か。 
(4) 復興の進捗はいかに測るか。 
(5) 復興は復旧と何が違うのか。 
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(6) 良い復興とはどのようなものか。 
(7) 良い復興をするには何をすべきか。 

 
「復興」は名詞か、それとも「復興する」という

動詞なのかという問題もあるが、ここでは「復興す

る」という動詞と捉える。そうなると主語が必要で

ある。壊れたモノを直すのは復旧であって、復興す

るのはヒトであるはずで、法末宣言に記述した通り

中越では「人」ではなく「人々」という複数形とし

た。そして、ある種の文化や価値観を共有するコミ

ュニティを復興の主体と捉え、「地域復興」という表

現を使った。 
地方の農村部においてはコミュニティが強固で、

構成員の入れ替わりも少ないため、地域の存続は震

災以前からの共有課題である。災害からの復興とい

うよりも、災害を契機とした地域再生という意味合

いもあった。加えて「被災地」という表現に対する

地域住民の抵抗感（いつまでも被災地呼ばわりされ

ることを嫌う声が現に多数聞かれた）を鑑み、「被災

地復興」ではなく「地域復興」という表現を選んだ。

結果として、復興活動に取り組む集落同士の交流や

相互刺激の場として開催された「地域復興交流会議」、

復興基金事業の「地域復興デザイン策定事業」、「地

域復興デザイン先導事業」、「地域復興支援員設置支

援」、「地域復興人材育成支援」など様々な場面で「地

域復興」という表現が大いに活用された。 
次の、復興のゴールについて、その答えは正直未

だによくわからない。ただ目指すべきゴールをビジ

ョンと呼び、そのビジョンを共有することで活動の

ベクトルを揃えることはできた。幸いなことに県が

策定した「中越大震災復興ビジョン」において、「目

指すべき未来」と「避けるべき未来」の 2 つのシナ

リオが見事に描かれたことから、被災地全体として

大きなビジョンは共有できていた。端的に言えば「地

域の存続」が目指すべきビジョンとなった。そして

いつだったかとは明確には言えないが、復興は既に

終わったという認識は被災地全体でそして一人一人

が共有しているように思う。 
仮に復興プロセスにゴールがあるとするならば、

それは客観的指標に基づいて終わったと判定するも

のではなく、意志として「ここで復興は一区切り」

と決めることはできるものだと考えている。写真１

は、震源のある川口町で 10 年目の 2014 年 10 月 23
日に震央（震源直上の地上部）にて、近くの木沢集

落の住民と川口中学校の全生徒が震央の標柱（木製

のオリジナルと金属製のレプリカ）の前で撮影した

ものである。震災から 1 年目に標柱を担いで震源を

探索したハイキングを再現したイベントでの写真で

ある。この時、参加者全員の賛同を得て「復興の卒

業」を宣言した。例えていうなら、ケガや病気で入

院し、ある程度の回復をして退院するのと同じであ

る。完治したわけではないし、慢性病と向き合って

いくために退院後の生活習慣の改善も必要だが、入

院という状態から一区切りをつけて、新たな日常に

切り替えるということである。災害からの復興とい

うのも「終わる」ものではなく「区切る」ものだろ

うと考えたからである。 

 

写真１ 10年目の震央ハイキング 

 
復興は主観か客観かといえば、あくまで基本は主

観だと思う。一人一人の復興感が同じであるはずな

く、違って当然である。ただ、コミュニティという

人々の「主観の集合体としての客観」はあり得ると

も思う。「共通認識」と言い換えても良い。それはお

互いの主観の違いを尊重しつつ、ていねいな対話に

よるすり合わせによって、納得感のある客観的な主

観を形成しうると考えるからである。「復興卒業宣

言」も納得感をもって共有した主観であった。 
復興した、していない、途上である、など、それ

を決めるために何かしらの客観的指標に基づく軸を

設定して、共通の土台で議論を積み重ねることは極

めて重要なことである。しかしもっと重要なのは、

被災者一人一人が「復興を実感できること」であっ

て、それをなおざりにしての復興は意味をなさない

のではないだろうか。 
復旧と復興、安全と安心、損失と喪失、似て非な

る言葉の対がある。わかったようなつもりで日常的

にも使っているが、大きな違いがある。それは言葉

の語尾に「～感」をつけてみれば明確にわかる。復

旧感、安全感、損失感とは言わないが、復興感、安

心感、喪失感はしっくりとくる。つまり、復興とは

あくまで個人の主観に基づくものということである。

ならば「地域復興」とは誰の主観なのか。個人個人

として見れば、安心感や喪失感など、復興に影響を
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与える様々な事象が個別に違う以上、ひとくくりに

議論するのはやはり乱暴である。とはいえ、コミュ

ニティ、という利害を共有する人々の集団に対して、

やはり共有できる「復興感」というのは確実に存在

する。そして地域の復興感は、個人の復興感にも大

きな影響を及ぼす。 
 

８．おわりにかえて 

復興の「興」の字は、神輿を意味する。複数の人

が同じものを担いで、力を合わせて同じ方向に向か

っている様子を表している。そして担ぎ手を変えな

がら神輿を担ぐ祭りの文化は受け継がれていく。 

震災から10年目の震央ハイキングにおいて、中学

生全員が、輪切りにした丸太に「10年後の川口への

メッセージ」を書いてくれた。その一つが写真２で

ある。これを見たときに、参加した多くの大人たち

が涙した。10年間、もがき悩む続けてきたことへの

答えがここにあった。 

 

写真１ 10年目の震央ハイキングにて 

 

 震災当時4歳か5歳だった幼児が、中学生になった。

様々な事情があって、家族は山を下りおじいちゃん

とおばあちゃんだけが山に残った。中学生なりに山

を離れたことに対する想いがあったようだ。私たち

にとって中越の復興が、そして目指してきたことが

この一枚の木の板に書き込まれていた。「復興とは

何か」という問いに対する答えは、次の世代にどん

なバトンを手渡していくのということなのだろうと

思う。 
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