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事業事前評価表 

 

国際協力機構地球環境部防災第二課 

１．案件名                                                 

 国 名： トルクメニスタン国 

 案件名：和名「アシガバット市地域における地震リスク評価のためのモニタリング改

善プロジェクト」 

英名「The Project for Improvement of the Earthquake Monitoring System in 

and around the Ashgabat City」 

  

２．事業の背景と必要性                                       

（1）トルクメニスタン国における地震防災セクターの現状と課題 

対象地域であるトルクメニスタン国（以下、トルクメニスタン）の首都アシガバット市

とその周辺地域は、トルクメニスタンの政治経済の中心地であり、近年は人口増加が

激しく、1999 年に約 60 万人（トルクメニスタンによる調査）であった人口が、2009 年に

は約 100 万人に達しているとの報告もある。これに伴い、建築物も増加している。 

トルクメニスタンは造山運動の影響を受ける地震リスクの高い地域であり、過去に

は、1895 年、1929 年、1948 年と度々大地震を経験している。特に、1948 年の大地震

では、アシガバット周辺は壊滅的な被害を受け、10 万人以上の犠牲者が出たとの報

告もある。今後、再度アシガバット周辺で大規模な地震が発生した場合、多数の死傷

者や家屋、ライフラインの被災など、莫大な人的・社会的・経済的損失が生じると予測

される。 

しかしながら、トルクメニスタンの地震防災セクターにおいては、地震防災の一連の

流れ、すなわち、①地震観測（正確な震度の計測と震源位置･地震の規模の迅速な

把握）⇒②地震ハザード評価（想定される地震に対する対象地域の地盤の揺れの評

価）⇒③地震リスク評価（対象地域の建築物個々の特性等を踏まえた、地震により生

じる損失の評価）⇒④地震防災計画の策定 の各段階において、それぞれ課題を抱

えている。 

地震防災の基礎となる「地震観測」においては、観測のための現有施設・機材の大

半は、ソ連時代から更新されていないアナログ式であり、迅速で精度の高い地震情

報の取得が困難である。このことから、適切な地震情報が得られないため、「地震ハ

ザード評価」も不十分となっている。また、トルクメニスタンにおいて、アシガバット市な

どの都市の「地震リスク評価」の方法についての規定は存在しない。｢地震防災計画｣

については、民間防衛法の規定に従った総合的な防災計画が策定されているが、ア

シガバット市では避難場所の指定が行われておらず、支援部隊の投入計画や支援物

資の備蓄･供給計画などの具体的な地震防災計画は策定されていない。 

上記のとおり、トルクメニスタンでは地震防災セクターの各段階で課題を抱えてい

るが、セクター全体の能力の向上のためには、まずその基礎となる地震観測能力の

向上及び地震ハザード評価に関する能力の向上が、より優先度の高い課題であると

考えられる。 

 

 

技プロ用 
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（2）トルクメニスタン国における地震防災セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

トルクメニスタンでは、1991 年にソ連から独立して以来、ニヤゾフ大統領による独

裁的な政治体制の下、閉鎖的な政策が続けられていたが、2007 年にベルディムハメ

ドフ大統領が就任し、政治改革の推進、教育の重視、インターネットの普及等、各種

改革が進められている。その一環として、科学技術の重要性も見直され、前政権によ

って閉鎖されていた科学アカデミー（本プロジェクトの責任機関）が大統領令により復

活するとともに、大統領が主導する「科学振興発展国家プログラム」の中で「地震学・

耐震」分野について述べられ、地震防災の基礎となる地震学をはじめとする科学の

振興が重視されるようになった。 

また、トルクメニスタン議会において、非常事態に備えた効果的で近代的な対応計

画の必要性が議論され、国の防災を統括する組織として、内閣府付国家非常事態委

員会が設立されるとともに、国防省から民間防衛・非常事態部門を分離して、非常事

態省を設立することが決定されており、自然災害を対象とした防災部門の強化を図っ

ている。このように、防災に対する取組みを促進する方向性が認められ、地震防災を

今後国家として重視していくと考えられ、2009 年に我が国に対し、地震防災に関する

技術協力を要請した。 

 

（3）地震防災セクター及びトルクメニスタン国に対する我が国及び JICA の援助方針 

トルクメニスタンは、アフガニスタン、イランに隣接する地政学的に重要な位置を占

めており、これらの国々を含む地域の平和と安定のためにもトルクメニスタンの安定

は重要である。わが国は、2004 年 8 月に｢中央アジア+日本｣対話を立上げ、わが国と

中央アジア各国との関係ならびに域内協力の促進を図っている。 

トルクメニスタンの前政権は、豊富な天然ガス資源等を背景にした閉鎖的な政策を

とり、外国からの ODA 受入に慎重な姿勢をとっていたが、現政権発足後は、周辺国と

の関係強化に努めており、わが国からの ODA への期待も高めている。 

特に、トルクメニスタンはわが国と同じ地震国でありながら、旧ソ連時代の技術をそ

のまま使用している現状から、地震防災セクターに多くの知見を持つわが国からの当

該セクターにおける支援への期待は大きい。 

このような背景の下、2009 年 12 月、ベルディムハメドフ大統領が我が国を訪問した

際、鳩山首相（当時）と会談し、両国首脳間で共同声明が発表され、その中で我が国

は本技術協力プロジェクトの実施の可能性に向けた検討を開始することを表明してい

る。 

一方、我が国は、2003 年 8 月の ODA 大綱改定時に、｢災害｣について国際社会が

直ちに協調して対応を強化すべき問題の一つとして重点課題に盛込み、2005 年 2 月

にまとめられた ODA 中期政策で、今後 ODA を活用して災害への取組を進めていくこ

とを明確にしている。また、我が国が展開する「復興外交」1において、地震や津波を

始めとする防災対策や緊急援助隊を含む災害対策のノウハウを伝えるための支援

拡充が謳われている。 

                                                  
1 外務省 HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/pdfs/23_jyuten.pdf)内、「平成 23 年度国

際協力重点方針」重点①「津波対策の世界との共有」の具体的内容に該当 
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（4）他の援助機関の対応 

赤新月社が防災分野におけるコミュニティ支援活動を実施している。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的 

本事業は、アシガバット市及びその周辺地域において、地震観測・強震観測システ

ムの整備、震度・震源・地震の規模の迅速な決定及びパイロット地区における震度の

推定のためのシステム構築を通じ、地震観測及び地震ハザード評価に関する能力向

上を図り、もって、地震観測データと地震ハザード評価の結果を適用した地震リスク

評価の実施及び地震防災計画の策定に寄与するものである。 

 アシガバット市及びその周辺地域の住民が、策定された地震防災計画に沿った行

動をとることにより、地震発生時の被害が軽減されることが見込まれる。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

アシガバット市及びその周辺地域 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

地震学研究所、国家地震局、建設省耐震建設研究所の研究職（75名）及び技術職

（190 名） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 3 月～2015 年 6 月を予定（計 40 ヶ月間） 

（現在、技協協定締結交渉が両政府間で継続しており、技協協定後、RD 署名、プ

ロジェクト開始の予定） 

 

（5）総事業費（日本側） 

 約 4.6 億円（予定） 

 

（6）相手国側実施機関 

責任機関：科学アカデミー 

実施機関：科学アカデミー地震学研究所、科学アカデミー国家地震局 

関係機関：建設省耐震建設研究所、国防省民間防衛・非常事態総局、 

アシガバット市、内閣府付国家非常事態委員会 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

【プロジェクト専門家派遣】（想定される分野） 

① チーフアドバイザー 

② 地震観測 

③ 地震波形データ解析 

④ 強震観測 

⑤ 地質･地盤調査 
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⑥ 強震動解析 

⑦ データ通信・処理システム 

⑧ 業務調整 

その他専門家は、必要に応じて派遣。 

 

【機材供与】 

① デジタル広帯域速度計 3 台 

② デジタル強震速度計 7 台 

③ デジタル強震加速度計 10 台、8 箇所(2 箇所は建物の強震観測用) 

④ 通信設備 必要数 

⑤ 時刻較正設備 必要数 

⑥ 電源設備 必要数 

⑦ 計測震度計算装置（PC、ソフトウェア）及び強震記録解析装置（PC、ソフトウェア）

一式 

⑧ 地盤 S 波速度の探査技術用機材（高精度表面波探査）、PS 検層機材及び解析ソ

フト 一式 

⑨ 機材運搬用･観測所維持管理車両(4WD) 

その他機材は、必要に応じて供与。 

 

【研修】 

① 課題別研修（グローバル地震観測研修） 

② 課題別研修（地震工学通年研修地震学コース、および、同地震工学コース） 

③ 国別研修（上級管理職を対象とした研修を想定） 

 

【現地業務費】 

 現地調査費（PS 検層およびボーリング費用を含む） 

 

2）トルクメニスタン国側 

① 予算配分 

1) カウンターパート人件費(必要な給与、手当等) 

2) 日本側が供与する機材に関する関税免除、保管及び国内輸送のための諸費

用 

3) 日本側から供与される施設及び機材の運営･維持管理費用 

② 人員配置 

1) プロジェクトに対し、地震学研究所及び国家地震局から、効果的なプロジェクト

実施のため、能力ある人員を適切な人数配置 

③ プロジェクトオフィスの提供 

1) 専門家の執務スペースと必要なオフィス家具等 

④ 必要事項 

1) 機材設置に必要な土地の確保 

2) 地震観測ステーション及び強震観測点へのエアコン付き観測小屋の建設 

3) 震源及び地震の規模決定のためのデータ処理システムの導入 
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4) 強震観測点及びその付近の地盤情報の収集 

5) 地震観測データの継続的な通信のために必要な周波数の配分 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類 C 

②カテゴリ分類の根拠 

   本プロジェクトは、観測システムの構築等による地震観測及び地震ハザード評

価にかかる能力向上を目指すプロジェクトであり、地震観測機材設置予定地もすで

に確保されており、環境社会面で負の影響を及ぼす恐れは少ない。 

2） ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

 特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

特になし 

2）他ドナー等の援助活動 

赤新月社が防災分野でコミュニティに対する支援を行い、その中で、防災活動に

関する市民啓発や防災計画の見直しを行っている。本プロジェクトは、地震防災の

上流部分である地震観測及びハザード評価に関する能力の向上を目指すもので

あるが、これらの能力の向上は、広範な防災分野の中で基礎的な能力であり、適

切な防災計画の策定能力の向上に繋がるものである。本プロジェクトと赤新月社

のプロジェクトの間で、情報を共有し連携することにより、トルクメニスタンの防災セ

クターの向上に資する補完関係が築けるものと期待できる。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

プロジェクト対象地域において、地震観測データと地震ハザード評価の結果を適

用した地震リスク評価と地震防災計画の策定が行われる。 

指標： 対象地域において、地震リスクマップが作成される。 

     対象地域における地震防災計画が策定される。 

2）プロジェクト目標： 

プロジェクト対象地域における地震観測及び地震ハザード評価にかかる能力が

向上する。 

指標： デジタル化された地震観測データが収集、処理、蓄積され、防災関係機関

に提供されるようになる。 

     有感地震発生時、地震の情報（計測震度、震源の位置・規模）を必要な関

係機関と 15 分以内に共有できるようになる。 

     有感地震発生時、カウンターパートにより精度の向上したレポートが作成さ

れるようになる。 

 



 6

3）成果及び活動 

成果 1： デジタル化されたリアルタイム地震観測システムが運用される。 

指標： 1-1 7 箇所の地震観測点を整備して、リアルタイム地震観測システムが

稼動するようになる。 

1-2 地震観測点の運用、維持管理にかかる SOP（標準手順書）が整備さ

れる。 

1-3 5 人以上のカウンターパートが、上記 SOP に基づき、地震観測点の

オペレーション及び維持管理ができるようになる。 

1-4  関係機関との情報共有のため、地震観測システムの活用に関する

セミナーが 2 回以上開催される。 

活動： 1-1  デジタル地震観測点導入にかかる計画を策定する。 

1-2  デジタル地震観測点導入に必要な機材を調達する。 

1-3  デジタル地震観測点の運用にかかる訓練を行う。 

1-4  デジタル地震観測システムの活用に関するセミナーを行う。 

1-5  デジタル地震観測データを提供する。 

 

成果 2： デジタル化されたリアルタイム強震観測システムが運用される。 

指標： 2-1  市内 8 箇所にデジタル強震計が配備される。 

2-2 強震観測点及びシステムの運用、維持管理にかかる SOP（標準手順

書）が整備される。 

2-3 5 人以上のカウンターパートがデジタル化強震観測システムのオペレ

ーションができるようになる。 

2-4  関係機関との情報共有のため、強震記録の活用に関するセミナーが

2 回以上開催される。 

活動： 2-1 デジタル強震観測システム導入にかかる計画を策定する。 

2-2 デジタル強震観測システム導入に必要な機材を調達する。 

2-3 デジタル強震観測システムの運用にかかる訓練を行う。 

2-4 デジタル強震観測システムの活用に関するセミナーを行う。 

2-5 デジタル強震観測データを提供する。 
 

成果 3： 計測震度、震源の位置及び地震の規模が迅速に決定できるようになる。 

指標： 3-1  デジタル化された地震観測及び強震観測システムを用いた計測震

度、震源の位置及び地震の規模の決定方法を 5 人以上のカウンター

パートが習得する。 

3-2 15 分以内に計測震度及び精度のよい震源の位置及び規模が決定で

きるようになる。 

活動： 3-1 計測震度、震源の位置及び地震の規模決定のマニュアルを作成す

る。 

3-2 マニュアルに沿って訓練を行う。 

 

成果 4： 最新の技術により、パイロットプロジェクト地区での震度が面的に推定で

きるようになる。 
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指標：4-1 3人以上のカウンターパートが、地表からの地盤S波速度の探査技術を

習得する。 

4-2 2 人以上のカウンターパートが、最新の応答計算･地震動予測技術を

習得する。 

4-3 パイロットプロジェクト地区での想定地震による震度が面的に計算でき

るようになる。 

活動： 4-1 必要な機材の仕様を決定する。 

4-2 機材を調達し、設置する。 

4-3 強震観測点において PS 検層を行う。 

4-4 地盤の S 波速度構造の推定を行う。 

4-5 パイロットプロジェクト地区において想定地震による震度の面的な計算

を行う。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

パイロットプロジェクト地区の選定については、高層ビルの建設を含む新規開発が

進んでおり、想定される震源域にも近い、アシガバット市の南部を想定する。 

 

（2）その他インパクト 

本事業の実施により、アシガバット市地域において、地震防災の基礎部分といえる

地震観測及びハザード評価に関する能力の向上が期待される。また、本プロジェクト

で得られるようになった地震観測データ及び地震ハザード評価の結果を適用した地

震リスク評価を使用した地震防災計画が策定されることにより、トルクメニスタンの重

視する地震防災の取り組みに寄与することが期待できる。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）事業実施のための前提 

トルクメニスタン政府によりプロジェクト登録が行われる。 

（2）成果達成のための外部条件 

 プロジェクト期間中に、地震学研究所及び国家地震局のキーパーソン（所長、局長、

主要ポストの人材等）が適切な人材で維持され、実施体制に大きな変更が生じない。 

 研修受講者が習得した技術を適用する。 

(3)プロジェクト目標達成のための外部条件 

 地震防災関連機関と地震学研究所及び国家地震局とのネットワークが維持され

る。 

(4)上位目標達成のための外部条件 

 防災への取り組みを促進するトルクメニスタンの政策が継続し、カウンターパートに

対する予算が継続的に確保される。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、トルクメニスタンの地震防災にかかる政策、開発ニーズ、日本の援助政

策と十分に合致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高

い。 
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７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

トルクメニスタンと同じ中央アジアに位置するカザフスタンで実施した「アルマティ市

における地震防災及び地震リスク評価に関するモニタリング向上プロジェクト」は類似

点が多いため、機器の設置や機材供与と技術移転とを効果的に組み合わせることな

ど、当該プロジェクトの終了時評価の結果を考慮して、本プロジェクトの設計を行って

いる。これらの教訓は、本プロジェクトの実施においても活用できる。 

さらに、トルクメニスタンの実施機関とカザフスタンのプロジェクトのカウンターパー

トはすでに交流があることからも、本プロジェクトの実施中もカザフスタンのプロジェク

トの教訓を活用することができると考えられる。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


