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終了時評価調査結果要約表 

１ 案件の概要 

国名：トルコ共和国 案件名：イスタンブール市歴史地区交通需要管理

プロジェクト 

分野：都市開発・地域開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA経済基盤開発部 協力金額（評価時点）：3.12 億円 

協力相手先機関：イスタンブール市交通局 

協力期間： 

2011 年 7 月～2013 年 12 月 

日本側協力機関：国土交通省、広島大学、東京大

学 

１－１ 協力の背景と概要 

トルコ共和国（以下、「トルコ」と記す）は国土面積 783,562km2、人口約 7,260 万人、1 人当

たりGDPが 8,723 米ドル（2009 年時点）であり、欧州と中東の間に位置し、アンカラを首都と

する共和制国家である。イスタンブール（5,343km2）は、ボスポラス海峡を挟んで欧州大陸と

アジア大陸にまたがっており、トルコの全GDPの 22％を生み出すトルコ経済の中心であると同

時に、世界遺産に登録された歴史地区を有する文化・観光都市でもある。 

近年、イスタンブールでは人口が急速に増加しており、1980 年の 615 万人から 2012 年には

約 1,400 万人を数え、人口増大と経済成長に伴い、乗用車台数は 300 万台に近づいている。こ

の急速なモータリゼーションの進展に交通施設整備は追いつかず、慢性的な渋滞、交通事故の

多発、排気ガス排気量の増加などの都市問題が年を追うごとに深刻化している。さらに、イス

タンブール首都圏への一極集中により、2023 年には人口が 1,600 万人を超えると予測されてい

る。 

このような状況の下で、めざすべき将来の交通ネットワークを策定し、イスタンブール市の

都市交通問題の改善を図るため、同国政府の要請を受けて、JICAは 2007～2009 年に「イスタ

ンブール市都市交通マスタープラン（M/P）調査」を実施した。同調査で策定されたM/Pは、

①公共交通インフラの整備、②民間資金導入のための基金（イスタンブール西部地区都市開発

公団、軌道系開発促進基金）の設立、③適切な交通管理の実施、の 3 つのコンポーネントから

構成される。 

このうち③について、歴史文化財と調和した都市環境保全の観点から、イスタンブール歴史

地区（人口約 45 万人、面積約 17km2）の交通現況の改善が緊急課題として提言された。イスタ

ンブール歴史地区はユネスコの世界遺産に指定され、歴史的建造物が数多く存在しているが、

都市部に位置するために、深刻な交通渋滞とそれに伴う大気汚染などにより貴重な歴史的建造

物が損傷されつつある。M/Pでは、歴史地区における交通政策は乗り入れ規制だけではなく、

さまざまな交通政策を複合的に実施する必要があることが指摘されており、それを担うイスタ

ンブール市交通局職員の交通需要管理（Traffic Demand Management：TDM）施策実施能力の強

化が緊急に必要とされている。同提言に基づき要請されたイスタンブール市歴史地区交通需要

管理プロジェクト（以下、「本プロジェクト」と記す）では、M/P調査と同様にイスタンブール

市交通局をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、歴史地区における混雑緩和のた

めのTDM施策導入のため、社会実験の実施プロセス（課題特定→計画立案→実施→評価・分析）

を通じたC/P機関のTDM施策実施能力強化を目的として、2011 年 6 月から 2013 年 12 月までの
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予定で実施されている。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

快適な都市環境を実現するため、イスタンブール市歴史地区において適切な交通需要管

理（TDM）施策が実施される。 

（2）プロジェクト目標 

イスタンブール市交通局の歴史地区におけるTDM施策実施能力が強化される。 

（3）成果（アウトプット） 

1）イスタンブール市歴史地区の交通特性が特定され、交通計画上の課題が抽出される。

2）TDM施策の社会実験における計画立案から実施、評価・分析に至る一連のプロセスが、

イスタンブール市交通局職員によって試行される。 

3）社会実験の経験がガイドライン・研修教材などとして取りまとめられて、イスタンブ

ール市関係部局に共有される。 

 

（4）投入（2011 年 7 月～終了時評価時点） 

1）日本側 

・日本人専門家：専門家 10 名（合計 57.44 人/月） 

・本邦研修：合計 13 名 

・供与機材：2,300 万円（約 23 万米ドル） 

・プロジェクト運営費：6,530 万円（約 67 万米ドル） 

2）トルコ側 

・プロジェクト要員：合計 17 名 

・プロジェクト施設：プロジェクト事務所スペース 

・プロジェクト運営費：50 万トルコリラ（約 2,550 万円） 

 

２ 終了時評価調査団の概要 

 担当分野 氏 名 所  属 

調査者 

総括 垣下 禎裕 JICA経済基盤開発部参事役 

協力企画 福原 さおり JICA経済基盤開発部平和構築・都市・地域開発第一課

評価分析 津曲 真樹 有限会社アイエムジー 

調査期間：2013 年 9 月 1 日～9 月 14 日 評価種類：終了時評価 

３ 調査結果の概要 

３－１ 調査結果の要約 

（1）成果の達成状況 

成果 1 の活動はプロジェクト開始以降順序立てて実施され、成果 1 の達成へと導いた。

成果 2 は、第 2 回社会実験の実施を除いて達成されたと評価できる。第 2 回社会実験は、

C/P機関（イスタンブール市役所交通局）の裁量を超える要因によって、2014 年 3 月に選
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挙が終わるまで延期されることになった。しかし、歴史地区でこの実験を行う目的、価値、

固有プロセスの概略は報告書にまとめられている。また、選挙に伴う想定外の延期がなけ

れば、成果のこの部分も予定どおり産出されるはずであった。終了時評価の段階では、成

果 2 の下で行われた社会実験の結果と、現在取り組まれている、分析から引き出されたガ

イドラインの完成と普及によって、プロジェクト期間の終了までに、成果 3 は指標を達成

することが予測される。 

 

（2）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクトの目標は、質問票調査、インタビュー、関連資料など、複数の角度からの

レビューに基づいて、おおむね達成されていることが確認された。他方で、第 1 回社会実

験（スマート・パーキング・システム：SPS）を通じて獲得したスキルを確かなものとす

るための第 2 回社会実験（トラフィック・セル・システム）、という期待をC/Pのだれもが

もっていたことがうかがわれた。それにより、TDMを更に推進する準備を万全に整えるこ

とが可能となる、という理解からである。その意図は、社会実験の技術的な側面のみでな

く、実験の実施にあたって必要である、イスタンブール市役所の行政システムとどのよう

に対峙し、関係者を巻き込んでいくか、という課題への対処を含むものである。このよう

な背景から、プロジェクトがその機会を提供して構築途上にある、TDM施策にかかわる能

力を確実にするために、あと 1 回の実験を行うことが交通局職員にとって有益であろう。

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：おおむね高い 

プロジェクトは、日本の対トルコ援助政策の枠組みに包含されている、JICA支援による

「イスタンブール市都市交通マスタープラン（M/P）調査」に基づいて構築されたもので

あり、トルコの国家開発計画である「第 9 次開発計画（2007～2013 年）」に沿って計画、

実施された。プロジェクトはまた、イスタンブール市役所の「イスタンブール都市圏戦略

計画（2010～2014 年）」に直接的に呼応した事例の 1 つでもあり、イスタンブール歴史地

区に対する、ユネスコの世界遺産としての認定を維持するための管理について定めた、「イ

スタンブール歴史的半島地域管理計画（2011 年）」を順守している。これらの整合性にか

んがみ、プロジェクトの妥当性はおおむね高いと評価できる。 

 

（2）有効性：高い 

プロジェクトの有効性は高いと評価される。プロジェクトの目標は、質問票調査、イン

タビュー、関連資料など、複数の角度からのレビューに基づいて、指標を満たすレベルで

達成されていることが確認された。産出された成果のプロジェクト目標達成に係る重要性

は、明らかであり、プロジェクト目標と産出された成果の間には、明確な関連性が認めら

れる。かくも密集した都市の中心におけるTDMへの実態的なニーズは、プロジェクト期間

中においても、時間の経過とともに拡大の一途であったといえる。2013 年 10 月 29 日のイ

ェニカプ駅開業を控え、鉄道、道路（バスと歩行者）、海上（フェリー）のスムーズな乗

り継ぎを可能にする交通結節点の開発、というイスタンブール市役所にとっての喫緊の課

題への対応として、2013 年 12 月のプロジェクト終了が迫るなかで、TDMは有効な手段と
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してより注目を得ると予想される。 

 

（3）効率性：中程度 

プロジェクトが結果を導くにあたって行った投入、成果との関連性から検討した結果、

その効率性は中程度であるといえる。プロジェクトの活動は入念な計画と準備を経て実施

されたが、初期には遅延が発生した。活動実施のためにステークホルダーから理解と技術

的支援を得るにあたって、プロジェクト実施の円滑化に影響を与える困難にも直面した。

しかし、プロジェクト関係者は、1 つ 1 つの課題に戸惑いながらも、真摯な姿勢とプロ意

識を失わずに努力と協力を継続し、障害を克服して獲得したC/Pの自己資源（官僚システ

ムのなかで物事を進めるために必要であった人的リソースを含む）をも投入のうえで、成

果を導いた。 

 

（4）インパクト：中程度 

プロジェクト期間を通じて、C/Pはプロジェクト活動としてのTDM施策の計画と実施に

真摯に取り組み、組織レベルでその経験が蓄積されるための努力を行った。第 2 回社会実

験が延期に至った経緯は、担当職員レベルがコントロールできる権限の範囲を超えたもの

であり、一方で、彼らの、管轄対象地域がより良い条件の交通環境を得るために努力する、

という目標をくじくことではなかった。折しもイスタンブール市役所では、複数の交通手

段が交差するイェニカプ駅周辺で、2013 年 10 月に交通ハブの開通が迫っていることを皮

切りに、この地域の交通結節点開発への対応を喫緊の課題としており、プロジェクトにお

けるTDMの経験はこのシステムを構築するための核として、市の取り組みが進むなかで、

その関連性の高さから注目されると期待できる。よって、更なるTDM施策の実施を通じて

上位目標を達成する見込みが高く、プロジェクトのインパクトは中程度と考えられる。 

 

（5）持続性：高い 

C/Pは与えられた役割だけでなく、組織内での各人の役割と責任もよく認識している。

プロジェクトは、技術及び職務責任を考慮して選ばれた職員から成るワーキンググループ

を設定して、交通局の既存の組織的枠組みのなかで機能した。かくして、プロジェクトの

終了が活動の推進に悪影響を与えることはないと考えられる。しかし、これら選ばれた職

員は計画課所属の者が大半であり、施策の計画及び試行の職責を担っても、施策の大規模

な実施を司るわけではなく、施策の広範な適用には、以下の 2 点が重要になる。すなわち、

①プロジェクト期間が終了する前に、綿密かつ有益なガイドライン（成果 3）が完成し、

②施策の更なる展開にかかわる他部局に働きかけることである。実施機関の方向性を左右

する政治環境の変化は、プロジェクトがもたらしたTDM施策を更に推し進める規模とタイ

ミングに、今後も影響を与え続ける。しかしTDM は、イスタンブール市役所が管轄する

交通問題を打開するための根幹ともいえるものであり、混雑緩和が目に見えるレベルにな

るまで、その優先順位は高いものであり続けると思われる。そのため、プロジェクトがも

たらした結果の持続性は高いと考えられる。 
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３－３ 結論 

交通局の中核職員のTDM施策関連能力の強化に関して、プロジェクトは明確な成果を産み出

した。その妥当性は、①トルコ政府の政策、②イスタンブール市役所の戦略計画、③交通局の

ニーズ、④ユネスコ世界遺産委員会の要請、⑤日本のODA政策、という5つの要素との整合性

の高さに現れている。プロジェクトの目標は、質問票調査、インタビュー、関連資料など、複

数の角度からのレビューに基づいて、指標を満たすレベルで達成されていることが確認され、

目標達成と産出された成果の間に明確な関連性が認められることから、その妥当性は高い。投

入と成果の関係の観点からも、投入が成果の妥当な産出を導いていることが以下の側面から認

められたことから、プロジェクトの効率性も満足のレベルを満たしたといえる。それらは、①

遅延という障害を、資金を獲得するプロセスを経験、会得する機会として活用、②成果レベル

の重要な前提条件、③日本による投入、④イスタンブール市役所による投入、である。TDMの

更なる実施を通じた上位目標達成の見通しは高く、プロジェクトのインパクトは大きなものと

考えられ、プロジェクトが達成した成果が持続する可能性も高いという評価に値する。 

 

３－４ 提言 

（1）C/Pのプロジェクトにおける担当業務を再確認し、その役目を時間軸に沿って明確化する

自治体の有能な技術系職員に共通しているように、担当のC/Pは部局のなかで日々遂行

する通常業務をもっており、勤務時間の 100％をプロジェクトのために費やすことはでき

ない。このような制約を踏まえて、プロジェクトは毎週金曜日のワーキンググループミー

ティングなどの手はずを整え、管理運営に工夫を凝らした。この関連で、質問票調査とそ

の後のインタビューから顕在化したのは、「どの段階で何が達成されているために、だれ

がいつまでに何を行うか」を再度確認し、自己が求められている遂行業務に関して、プロ

ジェクト内部で全員が共通の理解を構築することが、更なる時間の効率化をもたらすであ

ろう、という点である。よって、プロジェクトの終了に向けて、それぞれのC/Pが現在取

り組んでいるプロジェクト関連業務がPDMやPOが規定したものに即しているかについて、

改めて確認することが有用であろう。 

 

（2）プロジェクトにて向上したTDM能力を更に強化するための、イェニカプ開発への短期的

な技術支援の検討 

第 2 回社会実験（成果 2）を延期するイスタンブール市役所上層部の決定の後、市役所

にとって緊急性の高いニーズとして浮上した、イェニカプ駅周辺の交通結節点開発に係る

対応への技術的な相談などに、C/Pは迅速に呼応している。イェニカプ駅周辺は、市の最

も重要な交通の要所となることが見込まれている。C/Pによるこのような対応は、TDM適

用の枠組みのなかに位置づけられるものであり、プロジェクトを通じてTDM施策に携わっ

た職員の適用能力を示す機会を提供する。 

イェニカプ開発への取り組みはイスタンブール市役所にとって緊急性が高く、プロジェ

クトを半年の範囲内で延長し、緊急対応のアクションプラン策定を通じてこの開発に対す

る技術支援をプロジェクトの正式な活動として行う意義は、検討に値する。具体的な対応

についてはJCCとの協議によって決定されることになるが、活動の性質はプロジェクトの

成果 1 のなかで展開されるものであり、その重要点は成果 3 でまとめられる、プロジェク
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トガイドラインの補足として文書化されることが推奨される。 

 

（3）延期となった第 2 回社会実験の、適切な時期の実現 

プロジェクトは第 2 回社会実験のためにあらゆる準備を整え、特にC/Pはその準備に奔

走したこともあり、この実験が実施されないことは、大きな機会損失であると考えている。

プロジェクト期間内の実現の可能性は難しくとも、交通局の予定に引き続き含め、適切な

時期に優先的に実施することが、プロジェクト目標の達成と、上位目標の達成への道筋を

確かにするための重要なステップである。 

 

（4）プロジェクトの成果に係る情報提供を通じての、イスタンブール市役所用地管理担当局

との緊密な連携 

イスタンブール歴史地区に対する、ユネスコの世界遺産としての認定を維持するための

管理について定めた、「イスタンブール歴史的半島地域管理計画（2011 年）」をプロジェク

トは順守し、また、TDMは同管理計画の執行を支援する活動として認識されていることが、

本終了時評価のなかで、イスタンブール市役所でユネスコとの連携を担当する用地管理担

当局によって確認された。歴史地区の保全という観点から、同用地管理担当局とは共通の

アジェンダを抱えており、密な連携を行うことによって、TDM施策を核とするプロジェク

トの意義をより広く認知させることが可能になると考えられる。特には、同管理計画が現

在改定の途上であることから、プロジェクトが関連データを同局に提供することで、歴史

地区へのプロジェクトの貢献が改訂版の管理計画に正式に加えられることで、プロジェク

トによる歴史地区のTDM施策に正当性を与えるツールとなる。 

 

（5）TDM施策の適用拡大を視野に入れた、C/P以外の人々への働きかけの開始 

プロジェクトは、技術及び職務責任を考慮して選ばれた職員から成るワーキンググルー

プを設定して、交通局の既存の組織的枠組みのなかで機能した。かくして、プロジェクト

の終了が活動の推進に悪影響を与えることはないと考えられる。しかし、これら選ばれた

職員は計画課所属の者が大半であり、施策の計画及び試行の職責を担っても、施策の大規

模な実施を司るわけではなく、施策の広範な適用には、以下の 2 点が重要になる。すなわ

ち、①プロジェクト期間が終了する前に、綿密かつ有益なガイドライン（成果 3）が完成

し、②施策にかかわる更なる展開にかかわる他部局に働きかけることである。プロジェク

トは現在、ガイドライン作成の活動を進めているが、C/Pがワーキンググループを越えた

関係者とのかかわりの布陣をつくるためには、ガイドラインの質を確保しつつ、普及の方

法をしっかりと固めることが重要である。 

 

４ 教訓 

（1）ステークホルダーを巻き込むことの重要性 

プロジェクトは、毎週金曜日に行われるワーキンググループ（プロジェクト活動の中核

グループ）ミーティングを通じて、専門家とC/Pの間に良好なコミュニケーションチャン

ネルが確立された。交通局のその他の関連部局も、業務の内容によってコミュニケーショ

ンチャンネル並びに共同作業に加わった。一方で、流動的に物事が動く、巨大な行政シス
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テムのなかで、過密スケジュールの上層部をどのように巻き込んでプロジェクト活動を進

めるかについては苦労が絶えず、プロジェクトは、その点では反省すべきことも多いと自

覚している。また、一般市民を巻き込むプロジェクトのアウトリーチの努力が社会実験の

実行にあたって十分でなかったことも、プロジェクトは反省事項としている。 

上層部へのアクセスに制約がある点については、その後も状況は変わっていないが、プ

ロジェクトは、官僚機構のなかで必要な決裁を得るためにはどのような対応・準備が必要

かについて、経験を生かしてより効率的な動きをとるようになっている。そして、上層部

からの決裁を仰ぐにあたっては、決裁者が躊躇なく判断を下せるよう、先を見据えた準備

と思考を巡らせて対応していることが確認された。 

こういった最終目標に向けた発想は、あらゆる組織における普遍的な財産であるが、公

務員の基本原則としてとりわけ肝要なものであり、定着することが期待される。行政体内

外での合意形成、並びに一般市民へのアウトリーチの重要性は、TDM施策の計画と実行の

成功にとって不可欠な要素であると考えられ、その対応が重要である。 

 

（2）技術担当者にも必要な、技術面以外の能力 

プロジェクトのPDMで定められた対象グループは、イスタンブール市役所の交通局であ

る。ワーキンググループに参画している職員（C/P）は、高いレベルの技術的専門性を備

えてプロジェクト活動に従事していることから、彼らのプロジェクトへの参加の利点は、

狭義の技術能力開発というよりは、TDM施策をどのように構成し、実施するかにかかわる

運営管理面の能力向上という色が強かった。特に、プロジェクトはC/Pに、巨大な地方自

治体の行政機構のなかで自局の技術的なアジェンダに関して上層部を説得し、他部局と協

調し、内外のステークホルダーと協同するかなど、物事の動かし方を実践する機会を提供

した。そのため、既に交通管理分野での技術能力を備えるC/Pにとって、「ニーズ」が必ず

しも強く感じられていたわけではないが、プロジェクトは彼らに、常に状況が変わり、予

測が難しい市の行政システムのなかでTDM施策を実現するために必要な、戦略的な思考や

行動を考えさせる機会となった。 

 

（3）JICA専門家の投入パターン 

日本人専門家の投入は、JICAとの契約にのっとって行われた。プロジェクトが必要とす

る日本側の投入の大きな部分が、プロジェクトの進展を支えるさまざまな手続き面での取

り組みへのサポートであり、そのためには、専門家が現地に常駐し、必要に応じて間断な

くアドバイスを仰げるという距離感が、C/Pにとっては非常に重要な要因となる。この点

について、C/Pの多くから、日本側の予算措置として必要であれば専門家の数を減らして

でも、多くが断続的に出入りするのではなく、常勤に近い体制でプロジェクトに従事して

ほしい、という意見が寄せられた。この問題は本プロジェクトに特有のものではなく、プ

ロジェクト計画における効果的な実施の観点から、JICAによる検討が求められる性質のも

のである。 

 

（4）最良の理想像ではない例から得られる教訓の価値 

中核となるC/Pは全員が日本での研修機会を得て、日本のTDMにふれて比較の視点から
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理解を確立した。日本の技術がトルコのそれに勝るものではない、という既成概念をもち

ながら研修に参加したC/Pもいるが、このような比較を含め、C/Pは公共機関が実施する

TDMの適用場面に接することで、今後、自分の職務のなかでどのようにTDMを扱うかにつ

いて、より明確な考えをもてるようになった点に意義がある。この例は、たとえ個別技術

の優位性が高くない事例からも、比較の視点を促す価値があることを示唆する。 

 




