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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：イラン 案件名：地震後 72 時間緊急対応計画構築プロジェクト 

分野：防災 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 防災第一課 協力金額（評価時点）：約 3.3 億円 

先方関係機関：テヘラン市災害管理局（TDMMO） 

日本側協力機関：株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

OYO インターナショナル株式会社 協力期間 

(R/D):2006 年 10 月 

～2010 年 3月 

 

他の関連協力： 「大テヘラン圏地震マイクロゾーニング計画調査」

 「大テヘラン圏総合地震防災及び管理計画調査」 

１-１ 協力の背景と概要 

イラン国（面積 164.8 万 km2、人口約 7042.3 万人（2006 年 10 月）、一人あたり GNP2,802 ドル（2005 年暫

定値、IMF））1の首都テヘラン市（面積 686km2、人口約 1,100 万人、2006 年）は、世界でも屈指の地震多発

地帯に位置しており、約 150 年周期で大地震に見舞われている。1830 年以来テヘラン市を直撃した大地震

は発生していないが、20 世紀以降急激に都市化が進んでおり、ひとたび地震が発生すれば未曾有の大惨事

になると想定される。かかる状況のもと、我が国は同国政府の要請を受けて、1998 年から 2000 年にかけて

「大テヘラン圏地震マイクロゾーニング計画調査」を実施した。同調査では、テヘラン市全 22 区及び周辺

の緩衝地帯を含む「大テヘラン圏」を対象として、GIS（地理情報システム）を活用した自然・社会条件の

データベース化、地盤調査、地震シナリオの設定、被害想定等を行い、地震防災計画作成の基本情報にあた

るマイクロゾーニングマップを策定した。 

地震被害想定結果に基づき、平常時→地震発生直後→復旧・復興期と系統立てた地震防災計画をまとめる

必要があり、イラン政府は 2000 年 8 月、大テヘラン圏を対象とした地震防災計画のフレームワーク策定を

目的とする開発調査の実施を日本政府に要請してきた。これを受け、JICA は 2002 年 8 月～2004 年 8 月にか

けて「大テヘラン圏総合地震防災及び管理計画調査」を実施し、テヘラン市全 22 区及び周辺の緩衝地帯に

おける地震災害の予防、緊急対応、復旧･復興の 3 つのフェーズごとのフレームワーク策定およびプロジェ

クトの提案を行った。調査実施中の 2003 年 12 月、ケルマン州バム市において M6.3 の大規模地震が発生し

4万人を超える住民が犠牲になったことを受け、震災直後の緊急対応体制整備の必要性が強く認識されるこ

ととなった。 

このような状況において、イラン政府は、開発調査で策定した 3つのフェーズごとのフレームワークのう

ち、緊急対応にかかるフレームワークに基づき、独自に「緊急対応計画」を策定した。しかし、この緊急対

応計画は 20 の活動分野2を網羅的に盛り込んではいるものの、具体的な活動計画が含まれていないため、実

効性が低い。このような背景から、具体性と実効性を伴う緊急対応計画への改訂と、改訂された計画に基づ

く緊急対応体制整備のための技術協力プロジェクトが、イラン政府より我が国に要請された。我が国は、本

件要請に対し、2006 年 4 月から 5月にかけて事前調査を実施し、2006 年 8 月に「地震後 72 時間緊急対応計

画構築プロジェクト」に係る R/D を締結した。 

ステージⅠとして 2006 年 11 月～2007 年 3 月までの 4 ヶ月間に基礎情報の収集と分析、それを踏まえた

技術移転計画の策定を行い、2007 年 7 月より 2010 年 3 月までの 2年 8ヶ月に亘る本格的な技術移転を実施

するステージⅡが開始された。本プロジェクトは本邦民間コンサルタントに委託している業務委託型技術協

力プロジェクトであり、短期専門家を年間複数回派遣しながらテヘラン市災害管理局（TDMMO）に技術移転

を行っている。 

2008 年 2 月、先方の事情によりステージⅡ開始時点から進展の見られなかったアウトプット 1 について

協議するため運営指導調査団を派遣し、①アウトプット 1はプロジェクトの根幹部分であり、変更もしくは

                                                        
1 外務省 HP（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/iran/data.html） 
2 テヘラン市が現行の緊急対応計画に盛り込んでいる 20 の活動分野は、以下のとおり。 
救急救助、トリアージ・避難誘導、医療処置、消防、瓦礫処理、リソース分配、遺体処理、メンタルヘルス、ライフ

ライン、情報通信、燃料供給、交通規制、物流、仮設住宅、警報、後方支援調整、法・裁判、安全確保、早期被害推

計、住民活動の促進 
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PDM上から削除することは適当ではないためイラン側が中心に活動を行うという整理のもとでPDMにそのま

ま残す、②イラン側にてほとんどの活動については対応可能であるが、日本側の協力が必要な部分について

は TDMMO が日本側に協力を依頼する、③中間レビュー評価、終了時評価時に合同評価ミッションにて成果を

確認するという 3点について合意をした。 

2008 年 11 月、プロジェクト期間の約半分を過ぎた時点で中間レビューを実施した。レビュー結果（概要）

は別添 4のとおり、イランが独自に実施することになっていたアウトプット 1の活動について、未実施ある

いは実施されていても詳細情報が日本側に提供されなかったため、有効性とインパクトの評価ができていな

い。中間レビューの結果を受け、2009 年 3 月に PDM を再度改訂し、イラン国側と合意した。 

今般、2010 年 3 月にプロジェクトの終了を迎えるにあたり、これまでの活動実績に対する評価を行い、

残りのプロジェクト期間の活動の確認と提言、類似案件への教訓等を取りまとめるべく、2010 年 1 月に終

了時評価調査団を派遣した。 

 

１-２ 協力内容 

(1) 上位目標 

テヘラン市の地震後 72 時間における緊急対応能力が継続的に向上する。 

(2) プロジェクト目標 

テヘラン市において地震後 72 時間の緊急対応計画が改定され、優先活動に係る能力が向上する。 

(3) 成果 

【ステージ I】 

0. ステージ II に向けて PDM、PO が見直され、PDM 及び PO の 終版が策定される。 

【ステージ II】 

1. 緊急対応指令システムが改善される。 

2. 早期被害推計（QD&LE）システムが開発され運用される。 

3. 緊急時の避難計画が策定され能力が向上する。 

(4) 活動 

【ステージ I】 

0-1. 国家レベル及びテヘラン市において、関連法規、計画、実施体制、活動、役割・責任などを含む

地震後 72 時間以内の緊急対応システムの現状を再調査し、コメントする。 

0-2. 日本において関連研修を実施する。 

0-3. 緊急対応システムの優先活動を選定する（迅速な被害・損失推定に加え、その他の活動はステー

ジ Iの終了までに選定される。） 

0-4. 0-3 で選定された優先活動の詳細を立案する。 

0-5. ステージ II の活動にかかる部分につき PDM と PO の見直しと修正を行なう。 

 

【ステージ II】 

1-1. 日本の経験の適用を通じて緊急対応時の初動計画策定の促進を図る 

1-2. 日本の経験の適用を通じて緊急時の警報、召集、コミュニケーションにかかる方策の開発促進を

図る。 

1-3. 日本で使われている緊急時対応指令システムにかかるセミナーを TDMMO 職員に対して開催する 

1-4. 日本で用いられている平時、緊急時の ERCC 運用ガイドラインを参考とし、これらガイドライン策

定にかかる知識の向上を図る。 

1-5. 緊急時対応指令システムにかかる研修を TDMMO 職員に対して実施する。 

2-1. データベース、情報システム、被害者・被害損失推計、必要な対応推定などを含む QD&LE システ

ムを設計する。 

2-2. 関連データベースの更新を行なう。 

2-3. パイロット地域に必要な資機材の準備と配備を行なう。 

2-4. QD&LE ソフトウェアの開発を行なう。 

2-5. QD&LE システム運用ガイドラインを開発する。 

2-6. QD&LE 運用に向けた研修を実施する。 

2-7. QD&LE システムを稼動させる。 
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3-1. 地震後の避難責任、権限、管理責任を明確にする。 

3-2. 避難訓練を実施するパイロット地域の選定を行なう。 

3-3. 一時的かつ地域避難場所において相互関係醸成のためにパイロット地域における避難地図や住

民への指示を作成する。 

3-4. 既存の状況に合わせた避難ガイドラインを作成する。 

3-5. TDMMO 職員に対しガイドラインに基づく研修を実施する。 

3-6. 地域住民の参加を得て、パイロット地域での避難訓練を実施する。 

 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

短期専門家派遣 14 名（64.6 人月）   機材供与 27,632 千円 

ローカルコスト負担 約 16,578 千円   研修員受入 10 名 

イラン側： 

カウンターパート配置 24 名   

ローカルコスト負担 約 2,101 千米ドル 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名 職位） 

１．団長／総括：須藤和男 JICA 国際協力専門員 事業管理アドバイザー 

２．協力評価：田中真美子 JICA 地球環境部水資源・防災グループ防災第一課 

３．協力企画：早川輝   JICA 地球環境部水資源・防災グループ防災第二課 

４．評価分析：山本佳恵  グローバルリンク・マネジメント株式会社 

調査期間  2010 年 1月 14 日〜2010 年 2 月 1日 評価種類：終了時評価 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標の達成状況 

終了時評価の行なわれた時点において、プロジェクト目標は概ね達成されつつあると言える。3つの指標

のうち 2つは既に達成されており、残りの 1つについては、今後イラン側の独自実施によってプロジェクト

終了後に達成が見込まれている。 

（２）成果の達成状況 

・成果 0「ステージ II に向けて PDM 及び事業実施計画（PO）が策定される」は既に計画の 2007 年 3 月から

遅れること 5 ヶ月で PDM 終版（PDM 1 バージョン 2）が策定され、承認されたため、既に達成されてい

る。 

・成果 1「緊急対応指令システムが改善される」は、イラン側での独自実施ということでプロジェクトの活

動が 2009 年 2 月になるまで事実上停止していたが、その後日本側からの情報共有や研修事業の実施とい

った投入を受けて、イラン側が中心となって活動を継続･発展させることになった。終了時評価時点での

達成度は低く、また緊急対応指令システムの構築が漸く緒についたばかりであることが確認された。 

・成果 2「早期被害推計（QD&LE）システムが開発され、運用される」は、地震計の調達・設置が計画より

も 1年 2ヶ月以上の遅延があったためにシステム操作の習熟度を十分に高められていないこと、データの

信頼性を高めるためのデータ更新が一部完了していないことから達成度については達成度は限定的であ

った。 

・成果 3「緊急避難計画が策定され、能力が向上される」は、当初計画以上のマハレにおいて避難地図の作

成及び避難訓練も実施されていることから、非常に高い指標の達成が既に果たされていることが確認され

た。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

妥当性は極めて高い。イラン国は、世界屈指の地震多発地帯に位置し、近年では 2003 年のバム地震（犠

牲者 2.6 万人）を始め、十数年毎に数万人単位の犠牲者を出す地震が続いている。首都テヘランでは、約

150 年周期で大地震が発生しており、 悪の場合 38 万人規模の犠牲者が想定されていることから、緊急時

のテヘラン市の防災体制の確立、地震後 72 時間の緊急対応計画の改定と緊急時対応の能力の向上を図ると

いう本プロジェクト上位目標、プロジェクト目標は、防災政策の文書を確認することはできなかったものの
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イラン国やテヘラン市のニーズに合致していたと言える。また、能力向上を図った技術分野については、テ

ヘラン市の防災行政を担う TDMMO にとってその組織的命題であり、向上が強く求められる点であったこと等

から、ターゲット・グループである TDMMO やテヘラン市 22 区の防災職員のニーズとの整合が確認された。

さらに、プロジェクト目標・上位目標は、日本政府のイラン国に対する援助方針にも合致していた。 

 

（２）有効性 

終了時評価調査時点において、プロジェクト目標は「テヘラン市において地震後 72 時間の緊急対応計画

が改定され優先活動にかかる能力が向上される」は、概ね達成されつつあり、有効性は高いと判断された。

設定された 3つの成果のうち、成果 2と成果 3についてはプロジェクト目標達成への貢献が認められ、特に

成果 3 の達成度は非常に高いと認められた。一方で、イラン側が中心となって活動を継続･発展させること

としていたアウトプット 1については、現時点での達成度は低く、また緊急対応指令システムの構築が漸く

緒についたばかりとあって、プロジェクト目標達成への貢献という意味においては低い。また、成果 2につ

いては、地震計の設置の遅れによりシステムの習熟度を十分に高められていないこと、データの信頼性を高

めるためのデータ更新の一部が終了していないこと、さらに、終了時評価調査実施時点においては本格的な

救急対応指令システム訓練が実施されてはいなかったため、成果 2のプロジェクト目標への貢献度もそれほ

ど高いとは認められなかった。今後、本プロジェクト目標が十分に達成されるためには、イラン側が成果 1

と成果 2の活動を継続し、その達成度を高めていくことが必要である。 

 

（３）効率性 

プロジェクトの効率性については概ね高いと判断される。日本およびイラン両国による投入は、期待され

るアウトプットを産出するために概ね必要かつ十分なものであったが、日本側とイラン側の双方で以下のよ

うな改善の余地があったと判断される。イラン側については、十分な予算措置が行われたことを高く評価す

る一方で、①能力や経験のあるカウンターパートの配置や外部人材の登用がされたことで活動自体の効率性

は高められた一方、入れ替わりが激しく引継ぎが十分なされなかったため、同じ内容の技術移転を繰り返す

必要が生じたこと、②地震計ネットワークのバックアップ回線として計画された衛星通信回線の利用が政治

的理由から認められていないこと、③イラン側のプロジェクト管理者が週 3回半日の出勤のため意思決定が

遅れることがあったこと等の課題があった。日本側については、①成果 1にかかる活動がプロジェクト開始

直後から PDM2 の合意に至るまで実質的に停止状態となり、再開後もイラン側が中心的に活動を行うとして

関与や情報共有が非常に限定されたものとなったことを受け、専門家派遣についてはより柔軟な配置工夫が

必要であったこと、②地震計 10 台の調達・設置について、イラン国への地震計輸出にかかる検討に時間を

要したこと、また、さらにイラン側で無関税通関に時間がかかったことから工程に約 1年 3ヶ月の遅れが生

じ、QD&LE システムの稼動の安定化をプロジェクト期間内に見届けられなくなったこと等が課題として指摘

された。 

 

（４）インパクト 

プロジェクトの正のインパクトは以下の通り非常に高い。長期的なプラスのインパクトの発現といえる上

位目標を測る 4つの指標のうち、指標 1「20 の緊急対応優先分野のうち、TDMMO が管掌する分野それぞれの

緊急対応計画の枠組みが作成される」については、イラン側からの情報共有が今後とも難しく、日本側が達

成度を確認することができない可能性が高いものの、その他の 3つの指標（①TDMMO が緊急対応指令センタ

ーを完全稼動させる、②プロジェクト期間中に実施した 2つのマハレ以外の少なくとも 5つのマハレにおい

て緊急避難図が作成され、住民に配布される、③TDMMO が QD&LE システムの維持・更新を行う）については、

既にその実現に向けた活動実績が確認されており、上位目標の達成の見込みは高いと言える。また、当初計

画時には意図していなかったプラスのインパクトとして、①TDMMO とハージ・ナシール大学や IIEES 等の学

術研究機関との協力体制の構築と強化が図られたこと、②プロジェクト活動を通じて得た経験や知見が①の

関係者を通じて当該学術研究機関で防災を学ぶ大学生等の教材としても用いられていること、③パイロット

地区を越えて TDMMO が住民啓発活動の積極的な展開を行っていることの 3点が挙げられる。尚、負のインパ

クトについては特に認められなかった。 

 

（５）自立発展性 

地震防災・緊急対応にかかる TDMMO のコミットメントは高く、プロジェクトの実施にかかる人材雇用、設

置工事、QD&LE システムの設計・開発委託業務などについても、事務手続きに時間はかかるものの、着実な

予算措置実績が確認されており、財政面での自立発展性は高い。また、本プロジェクトの成果 2と 3で行っ
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た QD&LE システムの構築や避難地図等の作成については、緊急対応を管轄する TDMMO にとって通常業務を実

施する上で必要とされる技術・知見であり技術的な受容性は高い。一方で、プロジェクト・マネージャーの

アミニ氏を始め、カウンターパートの多くが TDMMO 外部の研究機関等からの契約職員であり、活動が終了し

たアウトプット3のカウンターパートの中にも既に数人が契約満了となりTDMMOを離れるなどしていること

から、移転された技術が TDMMO 内において組織的なナレッジとして蓄積し、継続的な活用と普及が図られる

ためには内部研修の充実や引継ぎの徹底など、いくつかの課題があると認められた。また、プロジェクト・

ディレクターである TDMMO 総裁のホセイニ氏がテヘラン副市長に就任し、新総裁が近々任命される。総裁の

交代に伴って TDMMO 内の上部職員の交代や組織体制の方針転換の可能性も示唆されており、この人事交代が

TDMMO の組織的な自立発展性にもたらす影響については今後とも動向を把握する必要がある。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

本プロジェクトの前に実施された 2つの開発調査の経験を活かし、イラン側カウンターパートと日本側専

門家の間に協働体制が敷かれるとともに、イラン側において日本の緊急対応計画体制・技術レベルへの信頼

感があったこと。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

①TDMMO 総裁の高いリーダーシップ、②イラン側の潤沢な予算措置、③外部人材や臨時職員の雇用を含め、

必要な時期に必要なカウンターパートが配置されたこと、④TDMMO 総裁とプロジェクト・マネージャーであ

るアミニ氏が共に地震工学･土木工学の専門家であったためプロジェクトへの理解が深かったこと、⑤カウ

ンターパートが新しい知識･技能の吸収に熱心かつ能力の高い職能集団であったこと等が挙げられる。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

地震後 72 時間の緊急対応体制を構築するプロジェクト目標に向けて、緊急対応指令システムの改善を図

るアウトプット 1は本プロジェクトの核となる位置づけであった。しかし、本格実施（ステージⅡ）開始時

点よりアウトプット 1にかかる活動はイラン側独自で実施することとなり、プロジェクト活動としての協働

体制は事実上の停止状態となった。停止理由についてのイラン側の説明としては、新防災法により新たに規

定される TDMMO の管掌業務が明らかとなるまで活動開始を延期するというものであったが、緊急対応には、

内務省、革命防衛隊、赤新月社、警察、消防など国家の安全保障を担う中枢機関も多数関わることから、各

機関の関係性や詳細な活動内容について外国人に情報提供ができないという理由もあったことが推察され

る。その後、2008 年 11 月の中間レビュー時にイラン側より活動再開の協力要請があり、2009 年 3 月に活動

が再開されたものの、実態としては依然、日本人専門家の関与できる範囲は限定的なままであり、日本側の

支援は本邦カウンターパート研修や緊急対応計画策定の参考情報の提供といった側面支援にとどまった。ま

た、プロジェクト関係者の間で活動の達成レベルに対する認識差が生じるなど相互理解の醸成が十分にでき

ていない面があった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

イラン側のプロジェクト・マネージャーのアミニ氏が 1週間に 3回、半日程度の TDMMO への出勤形態であ

ったため、プロジェクトの重要な意思決定が遅れるなどの影響があったことが指摘される。 

 

３-５ 結論 

評価 5項目の観点からは、プロジェクトの妥当性とインパクトは非常に高いものの、効率性、有効性、自

立発展性については、概ね高いと判断された。イラン国側において実施することとしていたアウトプット 1

の活動のうちの一部が、プロジェクト期間終了までには完了することが難しいことが判明したものの、当該

活動については日本人専門家による活動は既に終了しており、今後は日本人専門家からの指導内容を受け

て、イラン国側で独自に継続実施をしていく方針が確認されたところ、本プロジェクトは予定通り 2010 年

3 月をもって終了することとする。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

プロジェクト終了まで及び終了後に実施されるべき提言としては、下記の 5つが挙げられた。 

1）ERCC の初動体制の確立について 
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迅速かつ機動的な初動体制の確立のため、TDMMO と関係機関によって緊急時の役割分担と運用体制が明

確化され、具体的な判断基準や行動パターンについて十分な検討がされるべきである。 

2）TDMMO と関係機関との共同体制について 

実際に大規模な震災が起きた際には、行政各機関のみならず赤新月社や地元 NGO、消防や病院、ライフ

ライン関連企業（電気、水道、ガス等）等との綿密且つ円滑な連携が必要となる。これらの関係者に対

して、TDMMO は ERCC を通じた迅速な情報共有と円滑な初動体制を構築することが求められており、平常

時よりこうした関係機関との連携体制を強化することが必要である。 

3）QD&LE システムの継続的な更新 

TDMMO は IIEES との契約のもと、建物データの更新による QD&LE システムの被害推計精度のさらなる向

上に努めるべきである。また、被害推計の精度維持のためには、定期的にデータベースを更新すること

が必要である。 

4）地震計データ送信のバックアップ回線について 

現在使われている一般電話回線は、大規模な震災時には不通となる可能性が高い。TDMMO は、無線や衛

星通信回線などによるバックアップ回線を至急検討し、できる限り迅速に整備するべきである。 

5）地震計ネットワークと QD&LE システムの維持管理について 

現在設置されている 10 箇所の地震計及び QD&LE システムのソフトウェアについては、TDMMO によって適

切な維持管理がなされるとともに、定期的な更新が行われるべきである。そのためには、TDMMO と各業

者・関連大学等との間で機材の維持管理・ソフトウェアの更新等にかかる契約を締結することが必要で

あり、これらはイラン国年度末（2010 年 3 月 20 日）までに行われることが望ましい。 

 

以 上




