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事業事前評価表（地球規模課題対応国際科学技術協力） 

作成日：平成 25 年 1 月 21 日 

担当部・課：地球環境部 防災第二課 

１． 案件名 マルマラ地域における地震・津波防災及び防災教育プロジェクト 

Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in The Marmara Region and Disaster 

Education in Turkey 

２． 事業の背景と必要性 

（１） 当該国における防災セクター/マルマラ海沿岸地域の現状と課題 

トルコ共和国（以下「トルコ」）は、人口約 7,370 万人（2010 年、トルコ国家統計庁推定）、

面積 78 万 km2（日本の約 2 倍）を有し、1 人当たりの GDP は 10,079 ドル（2010 年、国家統

計庁）である。国土大部分を占めるアナトリア半島は、北側のユーラシアプレート、南側の

アフリカプレート及びアラビアプレートの境界部に位置し、その他にもマイクロプレートが

複数存在しており、世界有数の地震頻発国として知られている。 

国土の東西 1,000km にわたって走っている北アナトリア断層付近では 20 世紀中に 10 回の

中規模から大規模の地震（M7.0-7.8、以下マグニチュードは M）が発生している。北アナト

リア断層上にはイズミットやエルズィンジャンなどの主要都市が形成されているだけでな

く、最大都市であるイスタンブールも同断層から 20km 程度しか離れていない場所に位置し

ている。1999 年にはイズミット地震が同断層上で発生し、1900 年代半ばから、震源地は同断

層上を西へと移動し続けている。 

イスタンブールに近いマルマラ海の下の破壊域はここ数百年にわたり大きな地震を発生さ

せておらず、将来のリスクが非常に高い空白域として、今後の地震活動に注目が集まってい

る。さらに、マルマラ海地域における地震で懸念される点として、過去発生した巨大地震に

おいて海底土砂の地滑りに伴って津波が発生したことがある。1509 年、1766 年のマルマラ地

震ではイスタンブール市内、マルマラ海南岸で津波による大きな被害が出たと言われている。

1999 年コジャエリ地震でも平均 2.5m の津波が到来した他、地盤の液状化による被害も報告

されている。 

このように地震災害リスクが高いにも関わらず、最近の約 100 年の間に死者 100 人を超え

た 35 回の地震のうち、9 回が M6.4 以下で、（日本ではほとんど死者の出ない規模）であり、

過去の震災経験をその後の対策に反映する体制が不十分であったこと、災害リスク予測・評

価が不十分であり、国民の災害リスクに対する意識が改善されていないことが課題として認

識されている。また、建築物の耐震化についても取り組みを進め、1997 年、2007 年に改正さ

れた耐震基準では日本の新耐震設計法と同等ないしそれ以上の耐震性能を設定したものの、

ヴァン地震においては、耐震基準に満たない構造物や構造部材の強度不足等を原因とする構

造物崩壊による被害が多く出ている。数百年にわたり地震が発生していないイスタンブール

とその周辺県には歴史的建造物や耐震基準を満たさない古い家屋が建っており、都市部の再

開発や建築物の耐震補強が急務となっている。さらには、津波や液状化現象については地震

よりもリスクの研究がなされておらず、これらを想定した防災・減災対策は進んでいないの

が現状である。マルマラ地域が抱えるこれらの災害リスクに対し、災害予測体制の確立に資

する研究と研究結果に基づくリスク評価と対策の実施が求められている。 
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高い災害リスクに対応するため、災害発生時の緊急救援団体との調整、一時的な避難所の

確保、災害救援の実行・整理、地震リスクの低減・地震に関する研究、地震関連の文書や地

図の管理、耐震構造基準・規則の決定などを担当する災害総局（公共事業省内に 1964 年に設

置）、あらゆる危険・危機への対応と救助活動を担当する民間防衛局（総務省内に 1958 年に

設置）、災害発生時の緊急救援団体との調整、一時的な避難所の確保、災害救援の実行・整理

などを担当する防災管理局（首相府内に 1985 年に設置）が組織化された。これら機関による

活動及び緊急管理体制は、比較的小規模の地震災害に対しては対応できていたが、1999 年の

イズミット地震（死傷者約 60,000 人）及びデュズジェ地震（死傷者約 6,000 人）では、十分

に対応することができなかった。組織体系が煩雑であり、各機関の責任体制が不明確であっ

たことが大きな原因の一つとして挙げられている。 

これらの背景から、防災対策を国家の主要課題に掲げ、「第 9 次国家開発計画（2007-2013）」

において上述の課題に対応するため「地域開発や都市計画における防災管理の確保」、「公

共サービスとしての防災管理を行う新しい組織の設置」を掲げ、防災への取り組みを進めて

いる。また、これまでの地震防災対策の抜本的な見直しを行い、法律、規制、計画の改正や、

災害対策オペレーションに関連するシステムの刷新が行われ、2009 年には上述の 3 つの政府

組織が首相府防災危機管理庁（Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Office of 

Prime Minister Disaster and Emergency Management Presidency of Turkey：AFAD）として再構築

され、災害前から災害後までを一貫して対応する体制となった。しかしながら、組織の歴史

が浅く関係機関との調整も不十分なため、組織強化と関係機関と連携した災害リスク管理の

強化が急務となっている。また、上述の課題に対する効果的な災害リスク管理のためには、

観測データに基づく災害予測とリスク評価、及び評価結果に対する国民の正しい認識を促進

するためのツール開発が不可欠であり、トルコ国内で地震の基盤観測網を所有するボアジチ

大学と AFAD による地震観測の精度向上と効果的な災害削減計画の強化が求められている。

（２） 当該国における防災セクター/マルマラ海沿岸地域の開発政策と本事業の位置付け 

前述のとおりトルコでは第 9 次国家開発計画及び国家地震戦略及び行動計画において、防

災対策は主要課題のひとつとされており、政府及び研究機関ともに、多くの関連研究が進め

られている。本研究プロジェクトの対象地域となるマルマラ地方は、トルコで最も工業化及

び開発された地域であり、トルコの面積の 8.5%ながらも、総人口の 33％を占め、産業生産

額では 60％、中小企業の数では 34％を占めており、経済発展の中心地となっている。これら

の指標からも、この地域の地震災害リスクを低減させることはトルコの社会経済を支える上

で重要である。本プロジェクトの研究成果活用により、防災対策が効果的かつ効率的に実施

されることが期待できる。 

（３） 防災セクター/マルマラ海沿岸地域に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

トルコは今後持続的な経済発展を進める必要があり、それを後退させる一つの要因として

災害の発生が考えられる。外務省が策定する国別援助方針では、重点分野「持続的経済発展

の支援」の一つの開発課題として「防災・災害対策能力の向上」を位置付けており、本案件

はそこに該当する。過去の防災分野での協力成果を集約し、日本に優位性の高い当該分野に

対し、日本の経験を活用することを考えている。 

関連事業は下記のとおり。 
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 地震防災研究センタープロジェクト（1993-2000、公共事業住宅省・イスタンブー

ル工科大学）：同センター設立・運営を通じ、強震観測技術等の能力開発の実施。

フォローアップ協力を 2003、2004 年度に実施。 

 イスタンブール地震防災計画基本調査（2001-2002、イスタンブール市）：マイクロ

ゾーニングを用いた同市の減災計画/都市計画の策定 

 イスタンブール長大橋耐震強化事業（2002-2012）：第 1 及び第 2 ボスポラス橋等長

大橋に対し耐震補強工事の実施 

 地震観測能力強化プロジェクト（2009-2012、内務省）：ボアジチ大学と首相府が行

う地震観測結果の即時解析にかかる能力開発（本邦研修） 

 防災教育プロジェクト（2010-2013、国民教育省/マルマラ地域 8 県）：公式カリキ

ュラムの策定と教員研修制度を通じ、防災教育の実施体制構築及び能力向上 

 効果的な災害リスク管理のための能力開発プロジェクト（2013 予定）：災害リスク

評価の実施に向け首相府の管理能力の向上及び対策実施に向けた行政の役割の検

討 

（４） 他の援助機関の対応 

① 米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID） 

マルマラ地域 5 県を中心に、防災教材開発、防災教育トレーナー訓練、一般向けの啓発

活動などを実施した。 

アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agency of the United 

States：FEMA）との共同プロジェクトによってイスタンブール工科大学（ITU）に災害管

理センター（Disaster Management Center）を設立し、中央政府、県、市の職員、そして民

間企業を対象とした防災研修を実施している。 

② 世界銀行（World Bank：WB） 

イスタンブールで将来発生すると予想されている地震による社会的・経済的影響を削減

することを目的とした ISMEP（Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness）

プロジェクト（総額 4 億ユーロ）を実施中。 

ISMEP プロジェクトによる被害想定調査結果に基づき、EIB（European Investment Bank）

とイスラム開発銀行が 12 億ユーロを投入し、1000 の耐震性を有するビルを建設予定であ

る（学校、病院、シェルター等）。 

AFAD からは、ISMEP プロジェクトの他地域への普及・展開が要請されており、他の地

域への展開方法について協議中。事業概要は災害危険県において地震アセスメントを行い、

それに基づくプライオリティに従って建築物への投資を行う、というものとなる見込み。

③ 欧州連合（European Union：EU） 

2011 年 10 月 23 日に発生したヴァン地震の時には、EU 諸国とトルコとの二国間協力の

コーディネーターの役割を果たし、AFAD と一緒に地震 3 日後に現地の災害アセスメント

を行った。2012 年 11 月からマルマラ海周辺の地震に関する調査研究プロジェクト

MARSITE（New Directions in Seismic Hazard Assessment through focused Earth Observation in 

the Marmara Supersite）を実施している。 
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３． 事業概要 

（１） 事業目的 

本事業はマルマラ地域における地震・津波の被害リスクの科学的分析と防災教育教材の

開発を行うことにより、地震・津波の早期予想能力と防災意識の向上を図り、早期警報シ

ステムと防災政策の改善を図るものである。 

（２） 事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 3 月～2018 年 2 月（60 ヶ月） 

（３） 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

マルマラ地域沿岸の 8 県の住民（人口約 22 百万人） 

（４） 総事業費（日本側） 

4.5 億円 

（５） 相手国側実施機関 

【代表機関】 ボアジチ大学 カンデリ地震観測研究所（KOERI） 

【協力機関】 ボアジチ大学 カンデリ地震観測研究所 国立地震モニタリングセンター、

サカリヤ大学、首相府緊急災害管理庁（AFAD）、イスタンブール大学、 

トルコ科学技術研究評議会、中東工科大学、イスタンブール工科大学、 

東地中海海洋陸水学センター 

（６） 国内協力機関 

独立行政法人 海洋研究開発機構 

（７） 投入（インプット） 

① 日本側 

研究員派遣（地震周期シミュレーション、強震動シミュレーション、津波シミュレーシ

ョン、地震早期警報システム、防災教育、他） 

長期専門家/業務調整員 

機材供与（海底地震計、海底 GPS、トレンチ調査、常時微動観測機他） 

研修員受け入れ、その他 

② トルコ側 

プロジェクトスーパーバイザー（1 名）、プロジェクトマネージャー（1 名）、合同調整

委員会、共同研究者にかかる予算の確保、関連データの提供、執務スペース、その他 

（８） 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

 環境カテゴリ Ｃ 

 環境・貧困・ジェンダー等への配慮 

本事業は観測とデータシミュレーションによる調査活動が中心であり、環境へ

の影響等はない。 

防災教育、市民コミュニティとの共同の際には、コミュニティ及びジェンダー

特性に配慮されるべき。 

（９） 関連する援助活動 

① 我が国の援助活動 

 防災教育プロジェクト 
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ブルサ県内のパイロット校を活用し、本プロジェクトで策定される減災計画と

学校防災計画の連携及び促進を図る。 

 リスク評価に基づく効果的な災害リスク管理のための能力開発プロジェクト 

災害リスク評価のためのガイドライン作成及びそれに基づく防災/減災計画の

立案と実施を図るとともに、担当組織の能力向上を目指す。 

 地震観測能力強化プロジェクト 

同プロジェクトで行われた研修によって習得された知識･技術を本プロジェク

トへ活用し、AFAD の技術力向上を図る。 

② 他ドナー等の援助活動 

EU 

EU が支援する MARSITE プロジェクトと本プロジェクトは研究エリアが重なってお

り、関係性が深い。トルコ側研究者にも共通メンバーがいることから、研究成果の共有

や連携は可能である。MARSITE プロジェクトは 2015 年までの予定であり、同プロジェ

クトの成果を本プロジェクト内で活用することが求められる。 

WB 

2012～2015 年の国別援助方針である「Country Partnership Strategy（CPS）」において、

イスタンブール市域の公共建築物の耐震化（最低でも 155 棟以上）が、“Deepened 

Sustainable Development － Improved sustainability of Turkish cities”の枠組みの中で計画

されている。 

 

４． 協力の枠組み 

（１） 協力概要 

① プロジェクト目標 

地震・津波の早期予測能力が改善され、防災意識の向上を促進する。 

② 成果及び活動 

成果 1）海底観測に基づく想定マルマラ地震の震源モデルが構築される。 

（指標）震源３D モデルによって解析された地震震源の数 

活動 1-1) 海底地震の長期観測を行う 

1-2) 海底下の電磁気観測を行う 

1-3) 海底 GPS 観測を行う 

1-4) 分岐断層の総合調査を行う 

成果 2）想定マルマラ地震の連動性評価と津波の予測がなされる。 

（指標）セットされた地震被害シナリオの数 

活動 2-1) 地震サイクルの大規模数値シミュレーションを行う 

2-2) 津波警戒地域の即時予測を行う 

2-3) 海底観測データを取り入れたマルマラ海における津波データベースの確立

2-4) 早期検知能力を改善する 

成果 3）想定マルマラ地震による構造物の振動・倒壊危険性予測がなされる。 

（指標）視覚化された災害／被害予測図の数 
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活動 3-1) 詳細な地盤構造を推定しモデルを作成する 

3-2) 地盤振動の理論的予測を行う 

3-3) 既存構造物の振動予測とハザードマップの高度化を図る 

成果 4）防災教育を含む地震災害の情報発信と対応策が共同立案される。 

（指標）作成された防災教育コンテンツの数 

活動 4-1) 防災教育プログラムが改善される 

4-2) 情報発信におけるメディアの有効活用体制を検討する 

4-3) 地域防災コミュニティを通じた防災対策の改善 

③ プロジェクト実施上の留意点 

（ア）JICA 関連事業との連携 

これまで防災分野においては 1997 年以降多くの協力活動が行われており、3.（９）

で記述したとおり、関連プロジェクトも実施中である。実施中の両プロジェクトは本プ

ロジェクトの成果の社会実装に深く関係しており、両プロジェクトとの成果の共有など

密接な連携が重要である。特に「災害リスク評価に基づく効果的な災害リスク管理のた

めの能力開発プロジェクト」はブルサ県をパイロット地域としており、連携をとること

が必要である。 

（イ）既存研究・調査の整理 

マルマラ海周辺においては、地震活動にかかわるトレンドに加え、被災規模に関する

リスクの高さもあり、トルコ内外の研究者の注目度が高い。そのような背景も相俟って、

これまでに多彩な研究が実施されている。しかし、それらの研究を有機的に集約するよ

うな包括的データベースは整理されていない。防災対策を実施する上で、研究機関と行

政組織との連携（情報共有体制等）が必ずしも効率的な体制が構築できていない。本事

業は最終的には科学的なデータが行政による防災対策に活用されることを目標として

おり、プロジェクトを通して研究機関と行政との関係強化を図る必要がある。 

（ウ）防災教育のターゲット 

マルマラ海周辺地域においてはコミュニティ向けや学校向け防災教育は盛んに行わ

れている。イスタンブール消防局では災害時の母親の役割果たす役割を考え、女性を対

象とした研修プログラムを実施した事例を持っている。 

活動のアウトプットとしてどの層に変化をもたらしたいと想定するかによって、防災

教育活動の対象は変わることになる。対象の設定については様々な要素を考慮に入れた

上で決定されるべきであり、また対象に応じて、重点的に連携を取るべき対象機関・プ

ロジェクトが変わってくるため、本プロジェクトでの対象に関係する機関を正確に把握

しておくことが重要である。 

（エ）プロジェクト目標及び成果の指標について 

プロジェクト目標及び成果の指標については現時点の研究計画予定に基づくもので

あるので、プロジェクト期間における詳細な調査計画が確定した段階で、見直すことと

する。 

（２） その他インパクト 

特になし。 
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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 

特になし。 

（２） 成果達成のための外部条件 

特になし。 

（３） プロジェクト目標達成のための外部条件 

防災行政及び研究組織の体制が変更されない。 

６． 評価結果 

本事業は、トルコの防災･減災政策、防災･減災ニーズ、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。 

７． 過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

 トルコでは、防災セクターにおいて、研究機関と行政機関の連携が十分でなかったとい

う事実がある。そんな中、本プロジェクトは研究に主眼を置いた内容ではあるが、行政

機関もワーキンググループに取り入れており、これまでの課題を打破できる可能性があ

る。 

 過去の災害事例より導き出された教訓として、災害リスク、被災パターン、被害内容、

被災後の影響等は、男女間（及びコミュニティ内の構成員間）で異なることが多く、防

災におけるジェンダー視点の重要性が認識されている。本プロジェクトでは成果 4 にか

かる部分において、防災教育や地域防災コミュニティの強化支援を行う予定である。こ

うした活動の際に貧困･ジェンダー等へ配慮するよう注意が必要。 

８． 今後の評価計画 

（１） 今後の評価に用いる主な指標 

「4．（１）協力概要②成果及び活動のとおり。但し「③プロジェクト実施上の留意点（エ）」

のとおり、プロジェクト開始後に見直すものとする。 

（２） 今後の評価計画 

 中間レビュー  2015 年 10 月頃 

 終了時評価   2017 年 8 月頃 

 


