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第１次現地調査 スケジュール 
日程 訪問機関 収集・確認した資料・情報 

11/10 火  （移動；成田－ﾀｼｹﾝﾄ） （09:50-21:00、OZ 572） 

10:00-11:30 JICA ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ事務所 （表敬、IC/R の説明）、「ト」国一般情報・安全情報 
11/11 水 

 （移動；ﾀｼｹﾝﾄ－ｱｼｶﾞﾊﾞｯﾄ） （15:00-17:10、HY 771） 

10:00-10:45 日本大使館 （表敬、調査内容説明）、「ト」国一般情報・安全情報 

11:00-12:15 外務省 （表敬、調査内容説明）、調査全体スケジュール 
11/12 木 

15:00-18:00
科学アカデミー、 

地震学研究所 

国家地震局 

（表敬、調査内容説明） 

科学アカデミーの概要、地震学研究所の概要、調査詳細スケジ

ュール、調査対象機関 

11/13 金 
9:00-12:00 
15:00-17:00

地震学研究所 
国家地震局 

政策・法制度、国家計画、ドナー支援活動、地図類の収集 
地震研、地震局の活動概要、IC/R の内容確認 

11/14 土 9:00-15:00 
地震観測所 

国家地震局 

観測機材、観測網の状況 

観測状況、維持・管理体制、能力 

11/15 日  （休日） （市内視察） 

11/16 月 
9:00-13:30 

16:00-17:00
国家地震局 

地震観測機材の仕様など 

地震局の組織・要員・課題など 

10:30-11:00 地震学研究所 CTBTO 機材の輸入手続き、設置状況、今後の予定 

11:30-12:00 国家国境警備隊 制限地域に入境する際の手続き等 

15:30-17:00 国家関税局 関税手続き、関連規則、申請フォームなど 
11/17 火 

17:30-19:30 アシガバッド市 地震防災対応、建設基準、都市計画に係わる現状 

9:00-10:30 建設省 組織概要、建設基準の入手方法、課題、耐震研への期待など 

10:50-12:30 国家設計院 科学産業連合 設計院の組織、業務の概要、都市計画マスタープラン 11/18 水 

14:00-17:30 耐震建設研究所 耐震研の組織・業務概要、建設基準、地震リスク評価 

11/19 木 10:00-17:00 耐震建設研究所、市内建物視察 試験室の機材・試験実施状況、市内の建物視察 

11/20 金 9:00-17:00 予知・観測エリア 水準測量、磁気計測、電気探査、地下水観測、測距の状況等 

11/21 土 8:00-17:00 地震観測所（ゲルマップ） デジタル地震観測所の施設・機材 

11/22 日 15:30-16:30 ドイツ中央アジア地震防災セミナー ドイツ実施の中央アジア防災支援の概要 

11:45-13:00 教育省 教育システム、地震教育、防災教育、教育省組織等 
11/23 月 

16:00-17:00 国家設計院 科学産業連合 組織概要、都市計画マスタープラン、震度分布図 

10:00-10:50 国防省第 5企業 地図の整備状況・入手方法、販売・作製価格 

11:00-12:30 国防省民間防衛・非常事態総局 
組織、防災に係わる役割、被害想定や防災教育の実施状況、他
の関係機関との連携、課題など 

14:00-15:00 内閣府付 非常事態委員会 組織・役割、活動、課題 

15:00-16:00 内務省 消防安全局 組織・役割、防災教育、関連機関・ドナーとの連携 

11/24 火 

16:00-16:30 保健・医療産業省 緊急医療センター 機能、設備、訓練、連携の状況 

10:00-11:15 赤新月社 
活動概要、実施中のプログラム、他ドナーとの連携、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

登録、活動資金など 

11:30-12:00 TICA（トルコ国際協力開発庁） 活動概要、地震防災、実施ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、機材の輸入など 

14:00-15:00 WB（世界銀行） 活動概要、日本の支援への期待・留意点など 

15:00-16:00 UNDP（国連開発プログラム） 活動概要、防災関連懸念事項、実施予定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

11/25 水 

16:30-17:30 EBRD（欧州開発銀行） 活動概要、実施ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、中期戦略、防災分野での連携など 

10:00-11:00 法務省 
支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施や機材供与に関する手続きや法令、防災や
地震学に関する法律や大統領令 

11:30-15:00 科学アカデミー付属中央図書館 地震、地質に関する資料 
11/26 木 

16:15-17:30 伊藤忠商事 資機材の輸送・通関、観測所の建設に関する情報 

10:25-11:25 建設資材産業省 建物耐震化の現状、建材の品質確保、建設省との関係 

11:30-12:00 経済開発省 役割、プロジェクト登録、活動、組織、経済基盤整備計画 

14:10-14:35 建設資材産業省 組織、役割、職員の概要 

15:00-16:00 通信省 無線周波数帯の使用、アンテナの配置、住民への啓発 
11/27 金 

17:00-18:30 地震学研究所、国家地震局 
要請内容の検討（地震計の配置、観測所、機材、強震計、予算
規模） 

11/28 土 
 

14:00-15:00

（収集資料の整理） 

国際展示場 

 

アシガバット市の都市計画模型の視察 

11/29 日 
10:00-13:00
 

コバタ視察 
（調査結果まとめ） 

 

11/30 月 
12:00-14:00 地震学研究所 

（調査結果まとめ） 

防災用語の確認 

 

12/1 火  （調査結果まとめ）  

10:00-10:45 日本大使館 調査結果報告 

14:10-14:50 耐震建設研究所 地震ハザードマップの作成結果・方法 

15:00-15:45 外務省 調査結果報告 
12/2 水 

17:00-17:30 地震学研究所、国家地震局 強震計設置希望地点の確認、震度分布図の作成方法 

12/3 木  （移動；ｱｼｶﾞﾊﾞｯﾄ－ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ） （7:35-8:45 by TK 1365, 17:50-） 

12/4 金  （移動；ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ－成田） （-12:25 by TK 050） 
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第２次現地調査 スケジュール 
日程 訪問機関 収集・確認する資料・情報 

1/17 日  （移動；成田-ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ-ｱｼｶﾞﾊﾞｯﾄ）（14:25-20:05;TK051、21:25-04:00+;TK1362） 

12:00- 日本大使館 （表敬、第２次現地調査内容説明）、留意点 

15:00- 
科学アカデミー 

地震学研究所 
国家地震局 

（表敬、第２次現地調査内容説明）、留意点、 

調査詳細スケジュール、調査対象機関 1/18 月 

16:00- 外務省 
（表敬、第２次現地調査内容説明）、 

調査詳細スケジュール、調査対象機関 

1/19 火 9:00- 
地震学研究所 

国家地震局 

整備すべき観測網の基本構想案の確認、将来導入すべき施

設・機材の確認 

10:00- 建設省 建物データ、非常事態省設立動向 
1/20 水 

14:00- 法務省 提供を依頼した法令や大統領令 

9:00- 
アシガバッド市（建築担当部署、お

よび、都市計画担当部署） 

提供を依頼した図など、建物の設計や施工に関わる品質管

理の実情、 1/21 木 

14:00- 耐震建設研究所 設計や施工中の品質管理の実情、問題点・改善目標 

9:00- 石油ガス産業天然資源省 既往の地質調査資料の管理状況、ﾃﾞﾙﾀｹﾞｵﾝによる観測状

況・そのデータ管理、国家地震局との連携 
1/22 金 

14:00- 
国営企業「ﾄﾙｸﾒｹﾞｵﾛｷﾞｰ」および「ﾄ

ﾙｸﾒﾝｹﾞｵﾌｨｼﾞｶ」第 26部隊（ﾃﾞﾙﾀゲ
オンによる地震観測担当部隊） 

既往の地質調査資料、およびそれらの保管状況 

1/23 土 9:00- 
地震学研究所 

国家地震局 

将来導入すべき施設や機材の詳細、施設・機材の導入に関

わる技術支援の確認 

1/24 日  （休日）  

10:00- 国防省民間防衛・非常事態総局 提供を依頼した基準、地震災害リスクの軽減対策 
1/25 月 

15:00- 国家設計院 科学産業連合 設計や施工中の品質管理に関わる手続きなど 

10:00- 内閣府付 国家非常事態委員会 
提供を依頼した図など、将来の地震観測データの利用構
想、地震防災施策の重点項目 1/26 火 

14:30- 内務省 消防安全局 提供を依頼した文書、地震災害時の対応準備 

1/27 水 9:00- 
地震学研究所 
国家地震局 

日本に求める支援内容、および、独自で行う施設や機材の
整備内容の確認 

12:30- 
アシガバッド市（建築担当部署、お

よび、都市計画担当部署） 
建物の設計や施工に関わる品質管理の実情 

1/28 木 

15:00- 
地震学研究所 
国家地震局 

日本に求める支援内容、および、独自で行う施設や機材の
整備内容の確認 

10:00- 日本大使館 調査結果報告 

11:30- 外務省 調査結果報告 

13:00- 
アシガバッド市（建築担当部署、お
よび、都市計画担当部署） 

2050年を目標としたアシガバットの都市計画 MP概要 1/29 金 

15:00- 
地震学研究所 

国家地震局 
調査結果全般の確認 

1/30 土  （移動；ｱｼｶﾞﾊﾞｯﾄ－ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ） （5:25-6:35;TK1363, 18:40-;TK050） 

1/31 日  （移動；－成田） （-13:05;TK 050） 
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トルクメニスタン国側 

氏名 役職 Ф.И.О Должность 
外務省 
1 バトゥール・ユスーボフ 外務省 アジア太平洋局  

局長 

ЮСУБОВ Батур  Начальник 
Азиатско-тихоокеанского 
управления Министерства 
иностранных дел 

2 セルダル・シャヒーエフ 外務省 アジア太平洋局  
担当官 

ШЕХИЕВ Сердар Атташе 
Азиатско-тихоокеанского 
управления Министерства 
иностранных дел 

3 ルスラン・ラズィヴァー

エフ 
外務省 職員 РУСЛАН 

Лазываев 
 

4 グリ・ジャン 外務省 職員   
科学アカデミー 
5 メジーロフ・クルバンム

ラッド・アマングリェブ

ィチ 

科学アカデミー 総裁 МЕЗИЛОВ 
Курбанмурад 
Амангулыевич 

Президент Академии Наук 
Туркменистана 

6 オラズマメッド・ヴァソ

フ 
科学アカデミー 国際関係
部 部長 

ВАСОВ 
Оразмамед  

Начальник Департамента 
международного отношения 
Академии Наук 

地震学研究所 
7 ムラッド・チャリーエフ 地震学研究所 所長 ЧАРЫЕВ Мурад  Директор Института сейсмологии 

Академии Наук 
8 スベトラーナ・アヒメド

ヴァ 
地震学研究所 学術書記 АХМЕДОВА 

Светлана  
Ученый секреталь Института 
сейсмологии АН 

9 アレクサンドル・クルバ

ノヴィチ・アターエフ 
地震学研究所 地球物理モ
ニタリング研究室 室長 

АТАЕВ Александр 
Курбанович 

Заведующий лабораторий 
Геофизического 
монитарингаИнститута 
сейсмологии АН 

10 ミハイル・エフェンディ
ーエフ 

地震学研究所 地球物理モ
ニタリング研究室 主席研
究員 

ЭФЕНДИЕВ 
Михаил  

Ведущий научный сотрудник лаб. 
Геофизического мониторинга 
Института сейсмологии АН 

11 ナタリヤ・ペトロヴァ 地震学研究所 広域地震研
究室 室長 

ПЕТРОВА 
Наталия  

Заведующий лаб. Региональной 
сейсмичности АН 

12 S. イジューモフ 地震研究所 近代地球ダイ
ナミクス研究室 主任研究
員 

ИЗЮМОВ С. Ведущий научный сотрудник лаб. 
современной геодинамики 
Института сейсмологии АН 

13. ジョマン・ガラゴーゾフ 
 

地震学研究所 主席研究員 ГАРАГОЗОВ 
Джомман 

Ведущий научный сотрудник 
Института сейсмологии АН 

国家地震局 
14 グリジェマル・サリーエ

ヴァ 
国家地震局 局長 САРЫЕВА 

Гульджемал  
Начальник Государственной 
службы АН 

15 エヴゲーニー・ベズメロ
フ 

国家地震局 機械整備チー
ム チーム長 

БЕЗМЕЛОВ 
Евгений  

Начальник отряда наладки 
аппаратурыГосударственной 
службы АН 

16 アレクサンドル・クラチ
コフ 

国家地震局 総合データ処
理チーム 主席専門家 

КЛОЧКОВ 
Александр  

Ведущий специалист отряда 
сводной обработки гос. службы АН

17 カルリ・アジモフ 国家地震局 チーフエンジ
ニア 

АЗИМОВ Карли  Главный инженер гос. службы АН 

18 セルゲイ・カリャーキン 国家地震局 強震観測チー
ム チーム長 

КАРЯКИН Сергей Начальник отряда сильных 
движений грунта гос. службы АН 

19 ムラドフ・ウラジーミル 国家地震局 主席エンジニ
ア・IRIS観測所 所長 

МУРАДОВ 
Владимир 

Ведущий инженер и зав. Станцией 
АВКТ гос. службы АН 
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氏名 役職 Ф.И.О Должность 
アシガバット市役所 
20 バイラム・シャムラード

フ 
アシガバッド市役所 主任
建築家 

ШАМУРАДОВ 
Байрам 

Главный архитектор города 
Ашхабада 

21 アルトゥィ・オラーゾフ アシガバッド市役所 対外
経済課 課長 

ОРАЗОВ Алты. Начальник отдела 
внешнеэкономических связей 
хякимлика г.Ашхабада 

22 オラズムラッド・シィフ
クリーエフ 

アシガバッド市役所 法律
コンサルタント 

ШИХКУРИЕВ 
Оразмурад 

Юрист-консультант хякимлика г. 
Ашхабада 

23 ウラジーミル・フィリプ
チェンコ 

アシガバッド市役所 主任
建築家補佐 

ФИЛИПЧЕНКО 
Владимир 

Замиститель главного архитектора 
города Ашхабада 

24 タチムハメッド・ババー
エフ 

アシガバッド市役所  測
地・不動産台帳課 第Ⅰカテ
ゴリー専門家 

БАБАЕВ 
Тачмухаммед 

Специалист 1-ой категории отдела 
геодезии и кадастра хякимлика г. 
Ашхабада 

25 アルスラン・アナセイー
ロフ 

アシガバッド市役所 ライ
フライン課 第Ⅰカテゴリ
ー専門家 

АННАСЕИРОВ 
Арслан 

Специалист 1-ой категории отдела 
инженерных сетей хякимлика г. 
Ашхабада 

26 バイラン・バイリェーヴ
ィチ・シェルネペソフ 

設計研究所 所長 ШЕРНЕПЕСОВ 
Байран Баилевич 

Представитель проектного 
института 

27 ヤグムル・アルトゥィコ
フ 

生産合同企業体

TURKUMENDEMIRBETO
NOMEGRI 

АРТЫКОВ Ягмур Производственное объединение 
«ТРУКМЕНДЕМИРБЕТОНОМЕГР
И» 

内閣府付国家非常事態委員会 
28 メレ・グルバンドゥルデ

ィエフ 
内閣府付国家非常事態委員

会 主任専門家 

ГУРБАНДУРДЫЕ
В Меле 

Главный специалист отдела 
гокомиссии по ЧС кабинета 
министров Туркменистана 

29 ゲンナーディ・ザエフス
キー 

内閣府付国家非常事態委員

会 顧問 

ЗАЕВСКИЙ 
Геннадий 

Консультант отдела гокомиссии по 
ЧС кабинета министров 
Туркменистана 

建設省 
30 シャムハムメット・ドゥ

ルディリーエフ 
建設省 大臣 ДУРДЫЛИЕВ 

Шамухаммет 
Министор строительства 
Туркменистана 

31 チャリー・アターエフ 
 

建設省 次官 АТАУЕВ Чали Заместитель министора 
строительства Туркменистана 

32 シャムハムメット・アマ
ーノフ 

建設省 基盤整備・投資局 
局長 

АМАНОВ 
Шамухаммет 

Начальник упарвления 
капитального строительства и 
инвестиций министерства 
строительства Туркменистана 

33 マスカット・レイモフ 建設省 マーケティング・対
外経済関係局 局長 

РЕЙМОВ Маскат Начальник управления маркетинга 
и внешнеэконимических связей 
министерства строительства 
Туркменистана 

34 ペルハットムハメッ
ト・ニヤズクリーエフ 

建設省 国家方法論・価格形
成局・適正予算設定局 局長

НИЯЗКУЛИЕВ 
Перхатмухаммет 

Начальник государственного 
управления методологии, 
ценообразования и сметного 
нормирования министерства 
строительства Туркменистана 

耐震建設研究所 
35 アンダリブ・イリヤーソ

フ 
耐震建設研究所 所長 ИЛЯСОВ Андалиб Директор НИИ сейсмостойкого 

строительства министерства 
строительства Туркменистана 

36 クルバイ・イラマーノフ 耐震建設研究所 学術担当
副所長 

ИЛАМАНОВ 
Курбай 

Заместитель директора по науке 
НИИ сейсмостойкого 
строительства 

37 イリーナ・アフメヂャー
ロヴァ 

耐震建設研究所 情報・品質
管理研究室 室長 

АХМЕДЯРОВА 
Ирина 

Зав. лаб. Информации и контроля 
качества НИИ сейсмостойкого 
строительства 
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38 ジェマル・レヴェーシュ
ナ 

耐震建設研究所 建設資材
特性物理・化学方法論的研

究室 室長 

ЛЕВЕШНА 
Джемал 

Зав.лаб.физико-химических 
методов исследований свойств 
строительных материаллов НИИ 
сейсмостойкого строительства 

39 タマーラ・ダフマット 耐震建設研究所 建物防食
研究室 室長 

ДОВМАТ Тамара Зав. лаб.защиты зданий и 
сооружений от коррозии НИИ 
сейсмостойкого строительства 

40 イリーナ・グリゴリエフ
スカヤ 

耐震建設研究所 コンクリ
ート・構造防食研究室 室長
代理 

ГРИГОРЬЕВСКА
Я Ирина 

Временный и.о.зав.лаб. бетона и 
защиты конструкций от коррозии 
НИИ сейсмостойкого 
строительства 

41 エミーリ・エセンノフ 耐震建設研究所 地震工学
研究室 室長 

ЭСЕНОВ Эмиль Зав. лаб. инженерной сейсмологии 
НИИ сейсмостойкого 
строительства 

42 ラリサ・クズネツォーヴ
ァ 

耐震建設研究所 地震工学
研究室 主席エンジニア 

КУЗНЕЦОВА 
Лариса 

Ведущий инженер лаб. инженерной 
сейсмологии  НИИ 
сейсмостойкого строительства 

43 マラル・メレドーヴァ 耐震建設研究所 地震工学
研究室 研究員 

МЕРЕДОВА 
Марал 

Научный сотрудник лаб. 
инженерной сейсмологии НИИ 
сейсмостойкого строительства 

44 ムラッド・チョレクリー
エフ 

耐震建設研究所 実験チー
ム チーム長・主席エンジニ
ア 

ЧОРЕКЛИЕВ 
Мурад 

Ведущий инженер и руководитель 
группы пытно-экспериментальных 
работ НИИ сейсмостойкого 
строительства 

45 ムハメッド・バドレフ 
 

耐震建設研究所 アスファ
ルト素材研究室 室長 

БАДЛЕВ Мухамед Зав. лаб. асфальтовых материаллов 
НИИ сейсмостойкого 
строительства 

46 トイリ・バイローモフ 耐震建設研究所 建物耐震
研究室 第Ⅰカテゴリーエ
ンジニア 

БАЙРОМОВ 
Тойли 

Инженер 1-ой категории лаб. 
сейсмостойкости зданий и 
сооружений НИИ сейсмостойкого 
строительства 

47 ムハメッド・ババーエフ 
 

耐震建設研究所 建物耐震
研究室 室長 

БАБАЕВ 
Мухаммед 

Зав. лаб. Сейсмостойкости зданий 
и сооружений НИИ 
сейсмостойкого строительства 

48 フェリクス・ファインヴ
ェルグ 

耐震建設研究所 主任専門
家 

ФАЙНВЕРГ 
Феликс 

Главный специалист НИИ 
сейсмостойкого строительства 

国家設計院科学産業連合 
49 ヤズティラット・オラー

ゾフ 
国家設計科学産業連合「ト

ゥルクメダフレットタスラ

マ」 ジェネラルダイレクタ
ー 

ОРАЗОВ Язтырат Генеральный директор 
государственного проектного 
научно-производственного 
объединения 
«Туркмендовлеттослата» 

50 ドヴレト・メシュレポヴ
ィチ・シャムィラドフ 

国家設計科学産業連合「ト

ゥルクメダフレットタスラ

マ」 副所長 

ШАМЫРАДОВ 
Довлет 
Мешрепович 

Заместитель 
директрагосударственного 
проектного научно- 
производственного объединения 
«Туркмендовлеттослата» 

経済開発省 
51 アマディサン・アマーエ

フ 
経済開発省 対外活動局  
局長代理 

АМАЕВ Амадисан И.о. управления внешней 
деятельности Министерства 
экономики и развития 
Туркменистана 

52 エレーナ・ニキーティエ
ンコ 

経済開発省 対外活動局  
専門家 

НИКИТЕНКО 
Елена 

Специалист управления внешней 
деятельности Министерства 
экономики и развития 
Туркменистана 

53 セリヴィ・シィソーエヴ
ァ 

経済開発省 社会保障・労務
関係局 局長 

СЫСОЕВА Сельви Заместитель начальника 
управления социального 
обеспечения и трудовых 
отношений Министерства 
экономики и развития 
Туркменистана 
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国防省 
54 ムハメット・アタバエフ 国防省 副大臣 民間防衛救

助活動総局 局長 少将 

АТАБАЕВ 
Мухаммет 

Заместитель 
Мин.Обор.Турем.,Начальник 
Главного управления ГО и 
Спасателных работ 

55 ムラッド・テカエフ 国防省 情報対外通信局局
長 大佐 

ТЕКАЕВ Мурад Начальник управления 
Информации и внешных связей 
Мин.Обор.Турем. 

56 アナムラット・ヤグシュ
ロフ 

国防省 上級中尉 ЯГШУРОВ 
Аннамурад 

Старший лейтенант 
Мин.Обор.Турем. 

57 A.ザヒーロフ 国防省 民間防衛・非常事態
総局 課長 大佐 

ЗАХЫРОВ А. Начальник отдела главного 
управления ГО и ЧС министерства 
обороны Туркменистана 
Мин.Обор.Турем. 

58 R・アガシャゾフ 国防省 課長 大佐 Р.АГАШЯЗОВ Начальник управления 
Мин.Обор.Турем. 

59 ペナ・イリヤソフ 国防省 課長 大佐 ИЛЬЯСОВ Пена Начальник управления 
Мин.Обор.Турем. 

60 ヤグリィル・カブヤエフ 国防省 第 5企業 副社長 КАБЯЕВ Яглыр Заместитель начальника 
предприятия №5 Министерства 
Обор.Турем. 

内務省 
61 ババムラート・チャリー

ェヴィチ・ハムラエフ 
内務省 消防安全局 火災実
験センター センター長 

ХАМРАЕВ 
Бабамурат 
Чарыевич 

Начальник испытательного 
пожарного центра УПД МВД 
Туркменистана 

62 ウラジーミル・ドスティ
エフ 

内務省 消防安全局 研修所
教官 

ДОСТИЕВ 
Владимир 

Преподаватель учебного пункта 
упаравления пожарной 
безопасности Министерства 
внутренных дел Туркменистана 

63 アザト・タガンゲルディ
エフ 

内務省 消防安全局 消火当
直課 実働当直 

ТАГАНГЕРДИЕВ 
Азат  

Оператичный дежурный дежурного 
службы пожаротушения УПБ МВД 
Туркменистана 

64 イーゴリ・バグダノヴィ
チ・マルティン 

内務省 消防安全局 消火準
備課 上級エンジニア 

МАРТЫН Игорь 
Богданович 

Старший инженер отдела службы 
подготовки и пожаротушение УПБ 
МВД Туркменистана 

65 アマンゲルディ・ケイリ
モヴィチ・ナザロフ 

内務省 消防安全局 消火当
直課 実働当直 

НАЗАРОВ 
Амангелди 
Керимович 

Оператичный дежурный дежурного 
службы пожаротушения УПБ МВД 
Туркменистана 

66 シィフナゾル・ヘムラエ
ヴィチ・オラゾフ 

内務省 消防安全局 通信課 
課長 

ОРАЗОВ 
Шыхназар 
Хемраевич 

Начальник связи УПБ МВД 
Туркменистана 

石油ガス産業鉱物資源省 
67 ネジロフ・バイラムゲル

ディ 
石油ガス産業鉱物資源省 
大臣 

НЕДИРОВ 
Баирамгерды 

Министр Министерство нефти и 
шгазоывой промышленности и 
минеральных ресурсов 
Туркмекнстан 

68 セルダル・ペリーィエフ 石油ガス産業鉱物資源省 
石油ガス天然鉱物分析展望

局 副局長 

ПЕРЫЕВ Сердар Зам.начальник управления анализа 
и перспектива развития нефти,  
газа и минеральных ресурсов 
Министерство нефти и шгазоывой 
промышленности и минеральных 
ресурсов Туркмекнстан 

国家企業体 トルクメンゲオロギー 
69 トレ・アクィエヴィチ・

ヤグシムィラドフ 
国家企業体 トルクメンゲ
オロギー 代表 

ЯГШЫМУРАДОВ
Торе Акыевич 

Представитель Государственной 
корпорации «Туркменгеология» 

70 オリガ・ヴァクメナ 国家企業体 トルクメンゲ
オロギー 経済企画局 局長

ВАКУМЕНА 
Ольга 

Начальник планов – 
экономического отдела 

71 バザール・チョパノフ 国家企業体 トルクメンゲ
オロギー 地質データセン
ター センター長 

ЧОПАНОВ Базар Начальник Геологического 
информационного 
центраГосударственной 
корпорации «Туркменгеология» 



 
添付 2 面談者リスト 

日本工営(株) 
 2-5

氏名 役職 Ф.И.О Должность 

72 リュドミーラ・ドイシュ
ナ 

国家企業体 トルクメンゲ
オロギー 経理課課長兼主
任経理 

ДОЙШНА 
Людмира 

Начальник отдела бухгартерского 
учета, главный бухгартер 

73 ババムラート・ムラドフ 国家企業体 トルクメンゲ
オロギー 主任地質専門員 

МУРАДОВ 
Бабамурад 

Главный геолог«Туркменгеология»

74 ババムラート・フダイベ
ルディエフ 
 

国家企業体 トルクメンゲ
オロギー 代表補佐 

ХУДАЙБЕРДЫЕВ
Бабамурад 

Помошник представителя 
Государственной корпорации 
«Туркменгеология» 

国家企業体 トルクメンゲオフィズィカ 
75 フダイベルディ・アンナ

ゲリディェフ 
国家企業体 トルクメンゲ
オフィズィカ 局長 

АННАГЕЛЬДЫЕВ 
Худайберг 

Начальник управления 
Государственная 
корпорация«Туркменгозлеггеофизи
ка» 

76 ビャシム・サパロフ 国家企業体 トルクメンゲ
オフィズィカ 主任地質専
門家 

САПАРОВ Бяшым Государственная 
корпорация«Туркменгозлеггеофизи
ка» Главный геолог 

77 グルバン・アルルィコフ 国家企業体 トルクメンゲ
オフィズィカ 主任エンジ
ニア 

АРРЫКОВ Гурбан Государственная 
корпорация«Туркменгозлеггеофизи
ка» Главный инженер 

法務省 
78 クミーシュ・グルバンヤ

ーゾヴァ 
法務省 国際法律関係・社会
団体登録局 局長 

ГУРБАНЯЗОВА 
Кумыш 

Начальник управления 
международно-правовых 
отношений и регистрации 
общественных объединений 
Министерства Адалат (юстиции) 
Туркменистана 

79 スヴェトラーナ・マリー
ツェヴァ 

法務省 国際法律関係・社会
団体登録局 主任コンサル
タント 

МАЛЬЦЕВА 
Светлана 

Главный консультант управления 
международно-правовых 
отношений и регистрации 
общественных объединений 
Министерства Адалат (юстиции) 
Туркменистана 

教育省 
80 ヌルサハット・バイラー

モフ 
教育省 国際協力課 課長 БАЙРАМОВ 

Нурсахат 
Начальник отдела международного 
сотрудничества Министерства 
образования 

81 サリ・サリーエフ 
 

教育省 大学・専門学校教育
課 課長 

САРЫЕВ Сары Начальник отдела высшего и 
среднего профессионального 
образования Министерства 
образования 

保健・医療産業省 
82 ダフラン・サパーロフ 保健、医療産業省 トルクメ

ニスタン緊急医療センター 
センター長 

САПАРОВ Довран Начальник центра экстремальной 
медицины Туркменистана при 
Министерстве здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

建設資材産業省 
83 ヤズムラット・ノマドフ 建設資材産業省 大臣 НОММАДОВ 

Язмурат 
Министр Министерства 
промышленности строительных 
материалов 

84 ウラジーミル・シュメイ
コ 

建設資材産業省 非鉱石・採
鉱局 局長 

ШУМЕЙКО 
Владимир 

Начальник управления нерудных 
материалов и горной работы 
Министерства промышленности 
строительных материалов 

通信省 
85 グルバンドゥルディ・タ

ガーノフ 
 

通信省 テレビ・ラジオ通信
および対外関係局 局長 

ТАГАНОВ 
Гурбандурды 

Начальник управления 
теле-радиосвязей и внешних 
отношений Министерства связи 
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国家国境警備隊 
86 チャリムラッド・サリー

エフ 
国家国境警備隊 司令部  
将校 

САРИЕВ 
Чаримурад  

Офицер штаба Государственной 
пограничной службы 
Туркменистана 

87 G.ベグリエフ 国家国境警備隊 国際課  
将校 

БЕГЛИЕВ Г.  Офицер международного отдела 
Государственной пограничной 
службы Туркменистана 

88 W.オラーゾフ 国家国境警備隊 国境警備
将校 

ОРАЗОВ В.  Офицер охраны границы 
Государственной пограничной 
службы Туркменистана 

国家関税局 
89 マクサット・カカリーエ

フ 
国家関税局 法律・国際関係
課 課長 

КАКАЛИЕВ 
Максат 

Начальник отдела права и 
международных отнощений 
Государственной таможенной 
службы Туркменистана 

90 アゴイリ・ニヤゾフ 国家関税局 関税納付課  
主任検査官 

НИЯЗОВ Агойлы Старший инспектор отдела 
таможенных платежей 
Государственной таможенной 
службы Туркменистана 

91 ヴァイラムゲルディ・ア
マクリーエフ 

国家関税局 通関検査課  
副課長 

АМАКУЛИЕВ 
Вайрамгелди 

Заместитель начальника отдела 
таможенного контроля 
Государственной таможенной 
службы Туркменистана 
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ドナー 

氏名 役職 Ф.И.О Должность 
ドイツ 
92 セルゲイ・チャグーノ

フ 
防災・リスク削減技術セン

ター(Center for Disaster 
Management and Risk 
Reduction Technology  

ТЯГУНОВ Сергей Центр управления риском бедствий 
и технологии по сокрашению риска 
бедствий 

赤新月社 
93 メルダン・ケンジャエ

フ 
赤新月社 「赤新月社キャパ
シティ・デイベロップメン

ト」プログラム マネージャ
ー 

КЕМЖАЕВ 
Мердан 

Менеджер по программе 
«построения потенциала НОКПТ» 
национального обшества красного 
полумесяца Туркменистана 

94 イルキン・アガシエフ 赤新月社 「赤新月社キャパ
シティ・デイベロップメン

ト」プログラム非常事態プ

ロジェクト コーディネー
ター 

АГАСИЕВ Илкин Координатор проекта ЧС по 
программе «построения 
потенциала НОКПТ» 
национального обшества красного 
полумесяца Туркменистана 

95 グリシャット・アルテ

ィコーヴァ 
赤新月社 DIPECHO プロジ
ェクト 財務アシスタント 

АРТЫКОВА 
Гульшат 

Финансовый ассистент проекта 
DIPECHO национального обшества 
красного полумесяца 
Туркменистана 

96 ジュマ・エリーエフ 赤新月社 防災プログラム 
コーディネーター 

ЕЛЛИЕВ Жума Координатор программе по 
готовности и реагированию 
стихийных бедствий  
национального обшества красного 
полумесяца Туркменистана 

トルコ国際協力開発機構（TICA） 
97 ブラク・サルタルラ トルコ国際協力開発機構

（TICA）トルクメニスタン
事務所 副所長 

САРУТАРЛА 
Бурак 

Заместитель директора 
представительства в 
Туркменистане Управления 
развития международного 
сотрудничества Турции 

世界銀行（WB） 
98 セルダル・ジェプバロ

フ 
世界銀行 トルクメニスタ
ン事務所 事業担当 

ДЖЕПБАРОВ 
Сердар 

Ответственный за операции 
представительства в 
Туркменистане Всемирного банка 

国連開発計画（UNDP） 
99 ナリーネ・サアキャン UNDP トルクメニスタン駐

在副代表 

СААКЯН Нарине Заместитель постоянного 
представителя в Туркменистане 
Программы развития ООН 

100 ラフシェン・ヌルムハ

メドフ 
UNDP 環境保全・エネルギ
ープログラム・マネージャ

ー 

НУРМУХАМЕДОВ 
Ровшен 

Руководитель программы ПРООН 
по охране окружающей среды и 
энегетике 

欧州復興開発銀行（EBRD） 
101 サンジャール・ウスマ

ノフ 
欧州復興開発銀行 シニア
アナリスト 

УСМАНОВ 
Санджар 

Старший аналитик Европейского 
банка реконструкции и развития 

包括的核実験禁止条約機関準備委員会（CTBTO） 
102 ユリ・スタロヴォイト CTBTO 国際監視制度局 

プロジェクトマネージャー

СТАРОВОИТ 
Юри 

Менеджер проекта  
Отдел системы международного 
мониторинга CTBTO 

103 エミール・ファルカズ CTBTO 国際監視制度局 
地震官 

ФАРКАС Емил Специалист сейсмики 
Отдел системы международного 
мониторинга CTBTO 

104 ドミトリー・ボブロフ CTBTO 国際データセンタ
ー局 地震音響官 

БОБРОВ 
Димитрий 

Специалист сейсмики и акустики  
Отдел международного центра 
данных CTBTO 
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日本国側 

氏名 役職 Ф.И.О Должность 
日野 耕治 在トルクメニスタン日本大

使館 臨時代理大使 

Коджи ХИНО Временный поверенный в делах Японии 
Посольства японии в Туркменистане 

地田 徹朗 在トルクメニスタン日本大

使館 専門調査員 

Тецуро ЧИДА Атташе Посольства японии в Туркменистане 

江尻 幸彦 JICAウズベキスタン事務  
所長 

Юкихико ЭЖИРИ Глава представительства в Узбекистане 
Японского Агентства Международного 
Сотрудничества 

飯尾 彰敏 JICAウズベキスタン事務所 
中央アジア地域資金協力プ

ロジェクト・アドバイザー 

Акитоши ИИО Советник по проектам Финансовой помощи в 
Центральной Азии 
представительства в Узбекистане Японского 
Агентства Международного Сотрудничества 

佐藤 淳 JICA物流調査団 団長 Ацуси САТО Руководитель исследовательской группы по 
логистической системе в Туркменистане 

永井 正 JICA物流調査団 団員 Тадаси НАГАИ Специалист исследовательской группы по 
логистической системе в Туркменистане 

角野 隆 JICA物流調査団 団員 Такаси КАДОНО Специалист исследовательской группы по 
логистической системе в Туркменистане 

北本 勝美 伊藤忠株式会社 アシガバッ
ト事務所 所長 

Кацуми КИТАМОТО Генеральный менаджер представительства в 
Ашгабаде ИТОЧУ Корполашион 
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(1) トルコ「地震防災センタープロジェクト」 

1. プロジェクト概要 

日本政府の技術協力の一環として、1993 年 3 月から 2000 年 3 月にトルコ公共事業

住宅省災害総局（GDDA）とイスタンブール工科大学をカウンターパートとして地震

防災研究センタープロジェクトが実施された。同プロジェクトは，トルコの国家防

災行政を支援するための強震観測網実験サブセンター(EDCVE)をアンカラの GDDA 地

震研究部に設置し、EDCVE では、強震記録の収集と被災規模の推定のための強震観

測網システムが整備され、1997 年から稼働している。また、耐震設計や動土質を試

験する学術支援を目的とした地震工学実験サブセンター(EER)をイスタンブール工

科大学に行った。 

1993 年から 1998 年の 5 カ年のプロジェクト期間を通じて長期専門家としてリーダ

ー1 名、業務調整員 1 名の派遣、EDCVE には 1994 年以降、1 名の長期専門家、のべ

44 名の短期専門家が派遣された。EER には長期専門家が 1996 年に 1 名、1997 年以

降には 2名、短期専門家のべ 13 名が派遣された。 

カウンターパートは EDCVE、EERともそれぞれ8名が配置された。機材供与額は EDCVE

に 1 億 9954万 1000円、EERに 2 億 918 万 8000円である。 

2. 強震観測体制 

トルコ中北部の北アナトリア断層近傍を含む黒海沿岸のサムソンからアンカラ近郊

までの地域に 9 点の観測点を設置し、地震発生と同時にアンカラ中央センターとサ

ムソン地域センターにおいて観測記録の一括受信、地震パラメータの算定，被災規

模の推定を自動的に行うパイロットシステムである。EDCVE サブ・センターのプロ

ジェクト目標は、以下の項目である。 

a) 地震パラメータを把握するとともに、地震直後に人的被害と構造物被害について

直後予測を実施する。 

b) コンピュータ・ネットワークを用いて主要地域のセンターの間で、信頼できるデ

ータ伝送を提供する。 

c) 観測結果を処理して、20 分以内に転送し、集中管理体制とする。 
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図１ 全国地震危険度マップ（1997，公共事業住宅省）および既知の活断層 

3. 強震観測システム 

EDCVE システムの各観測点では、センサーに VSE-355JE（東京測振），記録装置に

SAMTAC-16X（東京測振）を利用している。収集された強震記録は、Web サイトで公

開している。 

観測機材の内訳は、アナログタイプ 67 台、デジタルタイプ 59 台である。地震多発

地帯であるトルコ東部には、デジタルタイプの強震計が優先的に設置されている。

これは、モデムを利用した定期的な状態確認による良好な観測態勢の維持と素早い

記録の収集を行うことを目的としたも

のである。 

観測機材一覧 

 

 

 

 

 

4. 実験装置  

地震工学実験サブセンター(EER)に供与

された実験装置を以下に示す。 

・ 常時微動計 

・ アクチュエーター装置 

・ 油圧ジャッキ 

・ 計測装置 

・ 動土質実験装置 

・ 原位置土質試験装置 
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(2) カザフスタン「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」 

1. プロジェクト概要 

JICA 技術協力プロジェクト「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」が、2000 年 3 月から 2003 年 2 月までの 3 ヶ年実施され

た。相手国側実施機関は、国立地震研究所である。 

本プロジェクトにより、アルマティ地域の既存観測所の強震観測、高感度地震観測

の設備が更新され、新たに GPS 観測機材が整備された。本プロジェクトが対象とし

たアルマティ地域への供与機材の数量ばかりでなく、供与機材の品目や仕様、投入

のタイミングのいずれもが適切であったため、現在ほぼすべての機材が定常稼働し

ている。 

3 年間のプロジェクト実施中に、2名の長期専門家の派遣と 9名の短期専門家の派遣

が実施され、専門家 1 名につき、1 名のカウンターパートが配置された。日本への

研修生は 9名であり、機材供与負担は 116,790,792 円であった。 

2. 供与機材 

強震観測、高感度地震観測、GPS 観測の全分野において、日本側が供与した機材は

すべて良好に稼働している。強震観測、高感度観測、GPS 観測とも供与機材の運用、

維持管理、データの収集に関する技術はカウンターパートに定着した。同研究所は、

本プロジェクト終了後も現有の先進的設備により、地震データの収集を継続的に行

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 アルマティ市地震観測網
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図 2 強震観測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 高感度地震計観測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 GPS 観測装置
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3. 強震観測 

強震観測分野担当の地震研究所スタッフは、供与機材を使用する技術・知識・経験

を既に習得し、現在は先進的研究のために得られたデジタルデータを運用している。

以前用いられていた感光フィルムによる記録システムと比較して、デジタル式記録

システムにより、強震記録の分解能力と精度は格段に向上した。 

アルマティ市内の観測点からの人力によるデジタルデータの収集は、通常は月に 1

回～2 回実施されている。有感地震の場合は、担当者が即時にデータの収集を開始

する。技術スタッフは記録システムの故障箇所を修理することができる。 

担当研究職員は収集されたデジタルデータと導入されたソフトウェアを使って先進

的な方法で初期解析を行うことができる。それらの解析のなかには、アナログ式記

録方式では困難であった応答スペクトルやフーリエスペクトルが含まれる。 

4. 高感度地震観測 

高感度地震観測機材の設置により、遠くで起きた地震に関して、同研究所の観測能

力は顕著に改善された。地震検知能力が改善されたうえ、デジタルの地震波形が得

られるようになったため、地震波の相の識別、到達時間、振幅の読み取り精度が向

上した。さらに、電子計算機を用いた震源計算プログラムが使えるようになったた

め、データ処理能力が改善され、震源の決定精度が向上した。地震の発震機構解を

求めることは、アルマティ周辺の地殻テクトニクスを知るうえで不可欠であるが、

プログラムの習得が進んでいる。ただし、問題として、発震機構を決めるには、す

べての方位にまんべんなく分布した観測点の読み取りが必要であり、アルマティ周

辺での現在の活動レベルでは、発震機構が決められるほどの規模をもつ地震の発生

が少なく、効果が現れるまでにしばらく時間が必要である。 

5. GPS 観測 

野外観測について地震研究所職員は独自に GPS 野外観測を実施できる。現在、GPS

受信機の操作、データの取得は自立的に行える。既にアルマティ周辺に地域的観測

網を設置して観測を行う計画が作成されている。観測計画立案についての経験は不

足しているが、キルギスタンとの共同観測で拾得した観測手順を用いて観測を行う

ことが可能である。 

GPS 観測分野において、カザフスタン側で GPS データ解析が未経験であり OS にも不

慣れであったため、習得が進まず、そのソフトが利用されていないという問題があ

ったが、2002 年の専門家派遣により解消された。カウンターパートへのインタビュ

ーによれば、強震観測、高感度地震観測については、日本からの技術移転は定着し

たので、供与機材により、本プロジェクト終了後も地震データの収集・分析を十分

自分たちだけで行えるとの回答があった。 
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(3) ルーマニア「地震災害軽減計画プロジェクト」 

1. プロジェクト概要 

JICA 技術協力プロジェクト「ルーマニア地震災害軽減計画」が、2002 年 10 月から

2007 年 9 月までの 5ヶ年実施された。プロジェクトは、ルーマニアの運輸建設観光

省（MTCT）の下に新設された地震災害軽減センター（NCSRR）を中心に、（独）建築

研究所と国総研が「耐震構造」、「強震観測」、「土質調査」および「市民啓発」の４

分野に分かれて活動を行っている。NCSRR のカウンターパート（C/P）は、ブカレス

ト建設技術大学（UTCB）の教員との兼任も含めて 18名で、それぞれの分野で研究・

開発活動を担当している。 

5 カ年の JICA プロジェクトにおいて、ルーマニアの大学および研究機関を中心とし

た 29 名の研究員の日本への受け入れ、7名の長期専門家の派遣、37 名の短期専門家

の派遣を実施しした。耐震設計基準、耐震診断・補強基準を日本のマニュアルに基

づき、独自ものを作成し、教育を実施した。構造実験、強震計設置、土質試験関連

の総額は 260,000,000 円である。JICA プロジェクトとしての総計は 827,000,000 円

である。 

2. 耐震補強・耐震設計  

2.1 構造実験装置 

水平ジャッキ（圧縮・引張 1MN）2台と、軸力用ジャッキ（圧縮 2MN）１台からなる

構造実験システムが供与され、実験研究に利用されている（図 1）。耐震補強の方法

として鉄板補強、RC 補強および炭素繊維シート補強による RC 造柱の実験を行い、

効果的な補強性能を確認している。反力フレームは、加力ビームを水平に保持する

建研式加力装置となっており、柱や梁の試験体から耐震壁試験体まで多様なサイズ、

加力条件に対応できるように設計されている。実験対象となった試験体を表 1 に示

す。また、RC 壁及び RC 造架構にレンガ造壁を組み込んだ試験体の実験も実施され

ている（図 2参照）。 
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図 1 加力能力 図 2 加力実験システム 

図 3 RC 壁及び RC造架構にレンガ造壁を組み込んだ試験体の実験 

表 1 実験対象となった試験体
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2.2 集合住宅建物の耐震補強設計 

1940 年以前、および 1960 年以降に設計・施工された耐震性の低い集合住宅建物 2

棟を選定して、上記耐震診断・耐震補強規準案に準拠した耐震補強設計を実施して

いる。本作業は、耐震診断・耐震補強規準案の適応性を実際の建物を使って検証・

提示する意味があり、ルーマニアへの技術移転の集大成となるもので、プロジェク

トの主要な成果の一である。 

 

図 4 1960 年に設計・施工されたピロティー

構造を持つ RC造建物の耐震補強 設計

図 5 1940 年以降に設計・施工され

た RC造建物の耐震補強設計 
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3. 強震計関連 

3.1 距離減衰式算定用地盤内強震観測 

2003 年に強震計がブカレストに設置された。強震計は、地表面型のほか、160 m の

ボアホール型が設置された。設置位置はブカレスト市、および地震発生地点のブラ

ンチアの方向に距離減衰式を求めるための 6 カ所である。強震計は、1 階から 2 階

程度の低層の建物の地表位置に設置された。2006 年と 2007 年には、IA-1 地震計が

2カ所に設置された（表 2、図 6参照）。 

 

表 2 ルーマニア NCSRR 地震計ネットワーク（地表面地震計） 

図 6 ルーマニア NCSRR 地震計ネットワークの地表面地震計の位置図 
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3.2 ブカレスト市内強震観測 

ブカレスト市内に K2 を地表面に 7 箇所の深度 30 m、および深度 50 m～153 m に設

置された。2005 年には、地表面と 30 m の深さのものを設置し、PS 検層を実施した

（表 3、図 7参照）。 

表 3 NCSRR 地震計ネットワーク（地表面と地下地震計） 

サンプリング周波数は 100 Hz、遅延回路は 30 秒、トリガー後記録時間は 60 秒、最

大振幅は 2Gである。時刻修正は GPS で行い、ネットワークシステムとはなっていな

かったが、JICA と Orange の支援により、IA-1局がインターネットに接続された。 

図 7 ブカレスト市内 NCSRR 地震計ネットワーク位置図 
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3.3 建築構造物の強震観測 

建築構造物の地震観測を表 4にまとめる。3成分強震計はすべて K2 を用いた。対象

とする建物は全で、ブカレストの中心北地域に位置する。 

表 4 NCSRR 建築構造物地震計一覧 

 

図 8 BRD ビル               図 9 TVR ビル 
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4. 地盤試験・土質試験 

地盤調査・土質試験関連の供与機材は、PS検層（図 10）、常時微動計測（図 11）（単

独とアレー観測）、ボーリングマシン（図 12）、標準観入試験機、室内 3軸圧縮試験

機（図 13）、動的 3軸試験機である。 

図 11 PS 検層装置            図 12 3 成分常時微動計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

13 ボーリングマシン            図 14 室内 3軸圧縮試験機 

• ボーリングマシン（17） 

• コーン貫入試験（5） 

• 標準貫入試験（7） 

• 表面波探査（6） 

• 動的 3軸試験機（23） 

• 3 軸圧縮試験機（45） 

• 物理試験（50） 

• ベンダーエレメント試験（15）. 
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5. 地震防災教育（市民啓発） 

プロジェクトの最終目標である危険な建物の耐震補強を進めるためには、住民の理

解・協力が不可欠であり、そのための市民教育・啓発活動が実施された。市民啓発

活動の重要性や具体的な手法について C/P に技術移転されるとともに、一般市民を

対象とした「地震の怖さ」、「地震対策の重要性」を伝える市民セミナーを「ぶるぶ

る」等を用いて広く開催した（図 15 参照）。 

日本からの短期専門家来訪時に、技術者を対象にした技術移転セミナーが開催され

（図 16 参照）、当該分野での最新情報の提供やプロジェクト成果の普及に向けた活

動が行われた。 

 

図 15 地震体験実験装置「ぶるる」 

 

図 16 技術者を対象としたセミナー 
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(4) インドネシア 共同研究「地震観測協力」 

1. プロジェクト概要 

2004 年スマトラ－アンダマン地震以降、インドネシアにおける地震情報を広く一般

に公開するために、独立行政法人 防災科学技術研究所（NIDE）は、インドネシア気

象地球物理庁（BMG: Badang Meteorologi dan Geofisika）と共同で、インドネシア

広帯域地震観測網（JISNET: Japan Indonesia Seismic Network）の運用を行なって

いる。 

2. 広帯域地震観測網 

BMGにおける2004年スマトラ地震以前の地震観測は、観測周期帯が限定されており、

観測方向は上下動のみで、アナログドラム装置によるオフラインタイプであったた

め、テレメータは存在していても頻繁に故障が発生している状況であった。NIDE は、

このような状況を改善するため、BMG とともに、JISNET によるリアルタイムの広帯

域地震観測を開始した。その後発生した 2006 年 5 月 26 日にジャワ島中部ジョグジ

ャカルタ近傍の地震（マグニチュード M6.3）などについて、JISNET によってリアル

タイムの地震記録が得られている。 

図 1 インドネシア気象庁における 2004 年スマトラ地震以前の地震観測状況 
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図 2 Realtime-JISNET 観測点配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 Realtime-JISNET での観測波形 
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3. 観測システム 

インドネシアにおける衛星テレメータ広域地震観測は速度計を用い連続観測を行い、

震源位置、マグニチュード、地震メカニズム、プレートの挙動等をインバージョン

により求めることが目的であり、強震観測と異なり、直下の地震では記録が振り切

れることが想定されるため、地表面に強震計を併設している。 

2006 年 3 月 31 日には、31点の観測点が設置された。このネットワークは、NIDE が

管理するオフラインの広帯域地震観測網とBMGが2001年から管理する衛星テレメー

タ(VSAT-IP)広帯域地震観測網に基づくものである。リモート基地における地震波形

を BMG 本庁に設置された WIN フォーマットのサーバーにリアルタイムに集積され、

震源決定を自動的に行う。NIDE の観測データは BGM、日本や他の地震観測機関に転

送され、処理に活用される。 

図 4 JISNET 観測点配置図（2006 年 3 月末時点） 
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図 7 インドネシアにおける広帯域地震観測点の衛星テレメータ広域地震観測 

（a）BAKI, TLE, WSI．（b）BJI．（c）BSI, JMB, KSI, LEM, PCI,PPI．（d）MNI, PTK, TARA．

図 6 オンライン JISNET の観測点側のシステム構成図 

図 5 オンライン JISNET のシステム構成図 
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