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インド国 

下痢症研究及びコントロールセンター建設計画 

 

外部評価者：グローバルリンクマネージメント株式会社 

村山 智子 

0．要旨 

本事業は、インド国の下痢症疾患研究の中枢的役割を担う国立コレラ・腸管感染症研究

所（NICED）に対し、下痢症対策技術強化を目指した技プロフェーズ 2 の活動に必要な施

設・機材の整備を行った。 

本事業は計画時、事後評価時点共にインド国の開発政策、開発ニーズとの整合性が高く、

計画時の日本の援助政策とも合致している。施設/機材は的確な投入により予定通り完成し、

効果の発現状況も良好な結果が見られ、技術協力プロジェクトとの相乗効果は正のインパ

クトとして発現している。施設および殆どの機材は日常的に活用されており、全般的に維

持管理に問題はない。このため、本事業の評価は非常に高いと判断する。 

 

1．案件の概要 

 

 

プロジェクト実施地域 国立コレラ・腸管感染症研究所（NICED）

 

1.1 事業の背景 

インド国の乳幼児死亡率は他のアジア諸国に比べて高く、急性下痢症疾患はその主要原

因の一つである。急性下痢症が蔓延している要因として、適切な予防、診断、治療技術の

不足があげられる。同時に、薬剤耐性赤痢や新型コレラ（O139 型）の発生が 1990 年代に確

認され、これらの新興下痢症への対策が急務となっていた。 

こうした状況を受け、インド政府は、1998 年に国立コレラ・腸管感染症研究所（以下

NICED）を拠点とした分子生物学・疫学の人材養成、研究施設の整備、共同研究の推進な

ど下痢症対策の強化を目的とした技術協力を日本政府に要請した。NICED は、インド医療

評議会1（以下 ICMR）に属するインド国の下痢症研究の中心機関である。上記要請に応え、

国際協力機構（以下 JICA）は技術協力「新興下痢症対策プロジェクト」（以下技プロフェー

ズ 1）を 1998 年から 2003 年まで 5 年間実施した。技プロフェーズ 1 の実施により、特に細

                                                        
1 インド医療評議会（ICMR）は、インド国の生物医学研究を推進する 高機関であり、30 の研究機関、

センター、課が属しており、NICED もそのうちの一つである。 

西ベンガル州コルカタ市 
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菌部門において目覚ましい診断技術の進歩が見られた一方、どのように研究成果を死亡率

の減少に結び付け、国民に裨益するかが、次の課題として指摘された。 

これを受け、技プロフェーズ 1 終了後、ウイルス性および寄生虫性下痢症の分子生物レ

ベルの診断・治療技術の確立およびインド国内への技術の普及を目指した JICA技術協力「下

痢症対策プロジェクト（フェーズ 2）」（以下技プロフェーズ 2）が 2003 年から 2008 年まで

5 年間実施される運びとなった。NICED は、技プロフェーズ 2 を円滑に実施するには、そ

の施設は狭小で、且つ精度の高い研究を行う環境が整っていないとし、施設および機材整

備のための無償資金協力を日本政府に要請した。 

 

1.2 事業概要 

西ベンガル州コルカタ市において、技プロフェーズ 2 の実施に必要な NICED の研究施設、

その施設からの廃棄物の焼却施設と排水処理施設の建設、並びに活動に必要な機材の調達

および整備により、NICED の下痢症対策技術の強化を図る。 

 
表 1 事業の概要 

E/N 限度額/供与額 2,134 百万円 / 2,116 百万円 

交換公文締結 2004 年 6 月 

実施機関 インド医療評議会（ICMR） 
国立コレラ・腸管感染症研究所（NICED） 

事業完了 2006 年 3 月 

案件従事者 本体 株式会社 三井住友建設（施設） 
三菱商事株式会社（機材） 
オガワ精機株式会社（機材） 

コンサルタント 株式会社 日本設計 

基本設計調査 2003 年 11 月～2004 年 5 月 

詳細設計調査 2004 年 6 月～2004 年 9 月 

関連事業 (1) 新興下痢症対策プロジェクト 
（1998 年 2 月～2003 年 1 月） 
プロジェクト目標：NICED において新興下痢症の対

策が開発され、確立される。 
プロジェクト成果：①分子レベルの効果的な下痢症診

断技術が開発される。②急性・慢性下痢症治療法が開

発される。③下痢症患者血清バンクが確立される。④

腸管内病原微生物の薬剤耐性が研究される。⑤腸管病

原体の菌株及び診断血清の保存施設が整備される。⑥

ヒト及び水域における腸管病原体の疫学監視体制が研

究される。⑦関連病院のネットワークが確立される。

(2) 下痢症対策プロジェクト（フェーズ 2） 
（2003 年 7 月～2008 年 6 月）  
プロジェクト目標：NICED において下痢症疾患の対

策技術が確立・改善され、全国に普及する。 
プロジェクト成果：①下痢症の分子生物学的診断技術

が確立される。②診断用血清および菌株が、適切に管

理・保存される。③下痢症の病原体の常時監視体制が

確立する。④NICED で確立した診断技術が国内外の

医師および技師に普及する。⑤国内の下痢症に関する

情報ネットワークが確立する。⑥下痢症の治療薬の効

果判定能力が向上する。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

村山 智子（グローバルリンクマネージメント株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の事業評価に当たっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2010 年 12 月～2011 年 11 月 

現地調査：2011 年 3 月 23 日～4 月 3 日、2011 年 6 月 5 日～6 月 13 日 

 

2.3 評価の制約 

特になし 

 

3．評価結果（レーティング: A2） 

3.1 妥当性（レーティング: ③3） 

3.1.1 開発政策との整合性  

基本設計調査時のインド国の保健政策は National Health Policy 2002 であった。同政策では、

胃腸炎、コレラや A 型、E 型肝炎など水因性下痢症の高い罹患および死亡率が問題点とし

て指摘され、2010 年までに感染症の死亡率を半減させることが目標として掲げられた。同

時に、先進国では研究が活発に行われていない熱帯病の治療法やワクチン開発を強化する

重要性が強調された。また、迅速かつ費用対効果の高い保健サービスを提供するためには、

コレラをはじめとする感染症のアウトブレイクに備えたサーベイランス・ネットワークを

確立することが必要不可欠であると指摘されている。 

事後評価時のインド国保健政策は第 11 次国家 5 カ年計画（2007 年～2012 年）に記載され

ており、基本設計調査時の政策と方向性が一致している。同政策では、「乳児死亡率を 58

（出生千対）から 28（出生千対）へ減少させること」を 2012 年までに達成すべき目標の一

つとしており、乳児死亡の主要原因である急性下痢症疾患の死亡率を減少させることが目

標達成のためには必要不可欠である。本事業および技プロフェーズ 2 が取り組んだ研究分

野は、長期的に国民の健康状態を改善していく上で必須な基礎分野であると、本政策にお

いても認識されている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性  

図 1 が示す通り、インド国の乳児および 5 歳未満児死亡率は他のアジア諸国と比較して

高く、図 2 が示すように急性下痢症はその主要原因の一つである。 

 

                                                        
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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出所：世界子供白書（2003 年～2011 年）、国連児童基金 

図 1 インド国およびアジア諸国の乳児死亡率および 5 歳未満児死亡率の推移 

（2001 年～2009 年） 

 

 
出所：インド死亡要因報告書（2001 年～2003 年）、インド自治省 

図 2 インド国における乳児および 1～4 歳児の主要な死亡要因 

 

乳児および 5 歳未満児死亡率を減少させるためには、下痢症疾患の疾病構造を分子生物

学的に解明し 適なワクチン、診断方法、治療薬を開発すること、また迅速な対策をとる

ためのツールとしてサーベイランス・ネットワークを構築することの必要性が基本設計調

査時及び事後評価時の保健政策において記載されている。以上より、本事業の目的はイン

ド国の開発ニーズに合致しているといえる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

2003 年 3 月以降、「保健・医療」、「農業・農業開発」、「環境保全」、「経済インフ

ラ」の 4 分野において経済協力が行われている。基本設計調査時、JICA 国別事業実施計画

（2001 年）の重点課題は、「環境保全」、「経済改革支援」、「貧困対策」であり、「感

染症対策プログラム」は「貧困政策」の下に位置付けられている。 

 

以上より、本事業の実施はインド国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に

合致しており、妥当性は高い。   
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3.2 効率性（レーティング: ③） 

3.2.1 アウトプット 

表 2 に示す通り、本事業のアウトプットはほぼ計画通り達成された。研究所内の若干の

設計変更は、使い勝手を良くするためにエンドユーザーと協議の上で行われたものであり、

妥当と判断する。DNA チップ4以外の、121 種類全ての機材が、計画通り調達された。DNA

チップは、微生物用を予定していたが、マウス用が調達される手違いが生じたため、使用

不可となった。手違いが生じた理由は、本邦コンサルタントが作成した入札図書案を NICED

が確認する際に、上層部の職員のみが確認作業を行い、エンドユーザーである研究員が確

認する体制が取られていなかったことによる。 

 

表 2 アウトプット（計画と実績） 

事項 計画 1 実績 2 

施設 

研究所  鉄筋コンクリート造、地上 4 階塔屋

1 階建て 6,652m2 
計画通り 

自家発電室  平屋建て 61m2 計画通り 

排水処理施設 平屋建て 23m2 計画通り 

廃棄物焼却炉施設 平屋建て 70m2  計画通り 

機材 

 原子間顕微鏡、倒立蛍光位相差顕微

鏡、走査型電子顕微鏡、多角レーザ

ー光散乱型高度計、液体クロマトグ

ラフ質量分析装置、蛍光分光光度計、

フーリエ変換赤外分光光度計、等。

DNA チップ以外は計画通り  

出所： 1. 基本設計調査報告書（2004 年） 
 2. NICED 

 

建設用地の法的取得、工事に必要な架設工事用地の提供、工事にかかる諸手続きなど日

本側の建設工事着工前に予定されていたインド国側負担事項は、全て予定通り行われた。

本事業で建設された研究棟用地は、西ベンガル州より購入し、下水処理施設とごみ処理施

設用地は西ベンガル州より無償で提供を受けた。 

  

焼却施設 下水処理施設 

 

                                                        
4 DNA チップ：細胞内の遺伝子発現量を測定するために、多数の DNA 断片をプラスチックやガラス等

の基板上に高密度に配置した分析器具。 
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3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

総事業費実績額は、基本設計段階の積算額の 99.8％とほぼ計画通りであった。表 3 の通

り、日本側負担額は計画よりやや下回ったのに対し、インド側の負担額は計画を上回った

が、その理由は防災管理承認費用や銀行取極めとその支払い授権書に伴う手数料などを見

積り金額に含めていなかったためであり、増額はやむを得ないものであった。 

 

表 3 事業費（計画と実績） 
（単位：百万円） 

 計画*1 実績 計画比 （%） 

日本国側 2,134 2,116*2 99.2

インド国側 22 36*3 163.6

合計 2,156 2,152 99.8

出所: 1. 基本設計調査報告書（2004 年） 

 2. JICA 提供資料 
 3. NICED 
 

3.2.2.2 事業期間 

事業実施期間は 2004 年 6 月から 2006 年 3 月までの 22 ヶ月と、計画通りであった。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり効率性は高い。 

 

3.3 有効性（レーティング: ③） 

3.3.1 定量的効果 

下記に述べる 4 つの定量的指標は基本設計調査時に設定されたが、その際に具体的な目

標値は設定されなかった。目標値なしに達成度を客観的に評価することは困難であるもの

の、全ての指標で増加傾向が確認された。 

 

(1) NICED における下痢症の分子生物学的鑑別診断数 

表 4 に示す通り、分子生物学的鑑別診断数は、2002 年と比較し増加した。技プロフ

ェーズ 1 では細菌性下痢症を中心に同診断方法が導入され、その後技プロフェーズ 2

では本事業で調達された機材を用い、寄生虫性およびウイルス性下痢症疾患に対する

分子生物学的診断方法が強化された。 

 

表 4 NICED における下痢症の分子生物学的鑑別診断数（計画と実績） 

指標 
基準値 

（2002 年）

目標値 
（2010 年） 

実績値 
（2010 年）

NICED における下痢症の分子生物学的鑑別診断数 938 増加する 1,696

出所：NICED 
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(2) NICED における分子レベル診断技術の習得者数 

表 5 に示す通り、本事業で整備された PCR 装置5を用い、技プロフェーズ 2 で分子レ

ベル診断技術を習得した結果、PCR 診断技術を有する NICED 研究員の数は各研究部門

で増加した。 

 

表 5 分子生物学的手法による診断方法を習得した NICED 研究員の数（計画と実績） 
（単位：人/年） 

 研究部門 
基準値 

（2002 年） 
目標値 

（2010 年） 
実績値 

（2010 年）

分子生物学的手法による診断方

法を習得した NICED 研究員の数* 
微生物部門 1 増加する 25

生化学部門 1 増加する 2

臨床医学部門 1 増加する 9

免疫部門 1 増加する 2

寄生虫部門 1 増加する 10

病理生理学部門 1 増加する 3

ウイルス部門 1 増加する 15

出所：NICED 
*分子生物学的診断方法のうち PCR 法を使用した診断方法を指す。 

 

(3) NICED における診断血清保管数（検体）および菌株保管数 

表 6 に示す通り、基本設計調査時、診断血清および菌株を保管できる環境は NICED

になかった。本事業により高機能な動物舎が導入され診断血清製造環境が整ったこと、

及び単クローン作成技術の習得により、作成できる診断用抗血清の種類および量が急

速に増加し、NICED は 105 種類の診断血清を保管できるようになった。NICED では現

在、要請に応じて他の研究機関や医療施設に無償で抗血清を提供している。 

 

表 6 診断血清保管数と菌株保管数（計画と実績） 

 
基準値 

（2002 年） 
目標値 

（2010 年） 
実績値 

（2010 年） 

NICED における診断血清保管数（検体） 0 増加する 105

NICED における菌株保管数（株） 0 増加する 821

出所：NICED 

  

(4) NICED において同定される下痢症病原体の種類の数 

本事業により整備された施設・機材を活用し技プロフェーズ 2 で技術移転が行われ

たことにより、同定できる下痢症病原体の種類は、基本設計調査時の 4～5 種類から 25

種類まで増え、それに伴い、検体の総分離率は 20％から 70％まで増加した。 

 

3.3.2 定性的効果 

3.3.2.1 供与施設・機材の活用状況 

本事業で建設された研究所は、NICED の本館6として機能している。また、本事業で調達

                                                        
5 PCR 装置：目的とする微量の DNA 試料から大量にコピーを作りだす装置。 

6 NICED は事後評価時点で 3 つの建物を所有している。第一号館は老朽化のため現在修復工事中。 
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された機材は一台を除き、各研究部において日常的に活用されている。高い割合で機材が

使用されている成功要因は、①研究内容と機材の種類・仕様・数量、維持管理に関する協

議を NICED、日本人専門家、及び本事業の本邦コンサルタントの間で十分に行った上で機

材リストが作成された点、および②技プロフェーズ 2 において本事業で調達された機材活

用と管理のための技術支援が行われた点にあるといえる。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの発現効果が見られ、有効性は高い。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

3.4.1.1 NICED のサーベイランス・ネットワークに加わったセンター数 

表7に示す通り、ネットワーク化された施設数は増加していない。これは、本事業でNICED

内に必要機材が整備され、技プロフェーズ 2 で関連する研修が実施されたものの、対象施

設に必要機材および人員が配置されず活動を開始できなかったことによる。 

こうした状況の中、NICED は対象施設に対する研修を岡山大学7と共同で継続して行って

いる。また、対象施設に機材・人材を配置するため、ICMR に「国家下痢症サーベイランス・

ネットワーク計画」8を申請している。この計画は間もなく認可される予定であり、近い将

来センター数は現在の 2 施設から 10 施設に増加することが見込まれる。 

 

表 7 下痢症サーベイランス・ネットワークに加わったセンター数（計画と実績） 

指標 
基準値 

（2002 年）

目標値 
（2010 年） 

実績値 
（2010 年）

NICED のサーベイランス・ネットワークに加わったセ

ンター数 
2 増加する 変化なし

出所：NICED 

 

3.4.1.2 NICED における国内外からの研修受講者数 

図 3 の通り、NICED は、国内研究者に対し分子生物学的診断に関する研修を毎年実施し

ており、その受講者数は、年間 12 名～21 名を推移している。 

一方、海外の研究者9に対する研修は、技プロフェーズ 2 で行われていたが、プロジェク

ト終了後、2010 年まで実施されていなかった。2011 年 3 月には、世界保健機構（以下 WHO）

の支援を受け、NICEDは食品健康被害に関する研修を海外研究者30名に対して実施された。 

 

                                                        
7 岡山大学は 2005 年より NICED 内に「岡山大学インド感染症共同研究センター」を設置し、新興・再興

感染症の研究を実施している。 

8 国家下痢症サーベイランス・ネットワーク計画：①薬剤耐性を含む下痢症疾患の動向の監視、②下痢

症研究のためのデータベース構築、③関連政府機関への下痢症病原体に関する適切な情報の提供、④

アウトブレイクを未然に防ぐシステムの開発、⑤下痢症の治療および対策の改善を目指す。現在は 2
機関のみで行われているが、今後 8 機関で開始する予定であり、総計 10 機関になることが見込まれ

る。 

9 技プロフェーズ 2 で実施した海外研究者を対象とした研修には、中国、ブータン、ミャンマー、ネパ

ール、スリランカ、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ザンビア、ケニア、ガーナ、タン

ザニアの研究者が参加した。 
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出所： 2003 年から 2007 年までの数値は技プロフェ

ーズ 2終了時評価調査報告書、2008年と 2009
年の数値は NICED 

図 3 分子生物学的診断に関する研修受講者数の年推移（2003 年～2010 年） 
 

3.4.1.3 西ベンガル州における下痢症疾患による死亡率の減少  

図 4 に示す通り、西ベンガル州の下痢症疾患者数および死亡者数は減少傾向にあり、致

死率は 2007 年から 2010 年にかけて 0.03％から 0.01％に減少した。 

 

 
出所：西ベンガル州保健省 

図 4 西ベンガル州の年間下痢症疾患数および死亡者数（2007 年～2010 年） 

 

図 5 に示す通り、過去 10 年間に西ベンガル州の乳児死亡率は 51（出生千対）から 33（出

生千対）まで減少しており、全州で 2 番目に高い減少率（35％）を記録した。 

 

 
出所：西ベンガル州保健省 

図 5 インド国と西ベンガル州の乳児死亡率（出生千対）の推移（2000 年～2009 年） 
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西ベンガル州保健省は、日本の一連の協力が同州の下痢症対策に貢献したと高く評価し

ている。これは、本事業で整備された 新の施設や機材、および技プロフェーズ 1，2 で習

得した技術により、NICED で鑑別診断できる病原体数が増加し、その結果として NICED が

州政府に提供できる技術レベルが向上し、下痢症対策の活動に大きく寄与できるようにな

ったためである。 

具体的には、NICED は以下にあげる 4 点において西ベンガル州の下痢症予防・対策に貢

献している。①アウトブレイク時の調査および特定された病原体への適切な対策の提案、

②州保健省関係者への診断技術向上のための研修の実施、③西ベンガル州立感染症病院お

よび BC ロイ記念小児病院の週および月毎のサーベイランス・データの共有、④診断のため

の 新情報および技術の提供。 

 

下痢症疾病者数およびその死亡者数の減少や乳児死亡率の減少に関しては、本件のみな

らず、州保健省職員による地道なコミュニティ活動の展開も大きな貢献要因として認識さ

れている。具体的には、①飲み水の供給状況および安全性の改善、②トイレの衛生状況の

改善、③コミュニティのヘルスワーカーおよびヘルスボランティアの能力強化、④経口補

水液10を入手できる場所の拡大、⑤母親を対象とした IEC 活動11の展開などが行われている。 

 

3.4.1.4 他州の下痢症予防・対策へのインパクト 

本事業で整備した機材を活用し、技プロフェーズ 2 は国内の保健関係者に分子生物学的

診断に関する研修を実施しており、全 28 州中 21 州から約 230 名が参加した。NICED 職員

と研修参加者の情報交換が活発になり、また診断できる病原体数が増加したことにより、

各州からの診断およびアウトブレイク時の出動依頼数は、プロジェクト実施前と比べ増加

している。2009 年から 2011 年にかけて NICED が出動した下痢症のアウトブレイク数は 25

件、診断依頼件数は 122 件であった。 

今後、前述のサーベイランス・ネットワークの構築とともに各州との連携強化が期待さ

れ、NICED が各州の下痢症による死亡率減少に貢献していく可能性は高いと考えられる。 

 

3.4.2 その他正負のインパクト効果 

3.4.2.1 技術協力プロジェクトとの相乗効果 

本事業と技術協力プロジェクトの連携による相乗効果は正のインパクトとして確認でき

た。相乗効果が発現した成功要因として、3 点挙げられる。 

1 点目は、全体計画の存在である。本事業を実施する際にプロジェクト全体計画が作成さ

れ、本事業と当時実施中の技プロフェーズ 2 の役割を明確にするとともに、先発案件（技

プロフェーズ 1）の教訓が全体目標に反映された。具体的には、本事業は技プロフェーズ 2

の補完事業と位置づけられ、双方の成果をもってインド国における下痢症疾患による死亡

率の減少の達成を目指した。 

2 点目はタイムリーに無償と技プロを実施できたことである。本事業のアウトプットが予

                                                        
10 経口補水液の摂取は、下痢症疾患による脱水症状を予防・治療する簡便かつ費用対効果の高い手段。 
11 保健分野における IEC 活動とは、受け手に対して特定の保健情報を伝達することで、受け手自身が自

分の健康を継続して改善していくことを目指した啓発活動である。 
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定時期に計画通りの内容で完成したことにより、技プロフェーズ 2 は整備された施設・機

材を、残りのプロジェクト実施期間中（2 年 3 ヵ月）に有効活用できた。 

3 点目は関係者間の信頼関係が構築されていたことである。ICMR は日本のインドに対す

るこれまでの保健医療分野の支援内容を高く評価しており、また技プロフェーズ 1 で一定

の成果を出していたこと、及び NICED 研究員と日本人専門家の間に長年交流があったこと

により、信頼関係に基づいた関係者間の連携促進が可能であった。 

 

3.4.2.2 自然環境へのインパクト 

焼却炉はインド国の環境基準に適応した本体を採用し、ダイオキシン発生を防ぐ 800～

1000 度以上の燃焼温度を有している。また焼却炉の煙突は、環境基準に合致するだけでは

なく隣接する建物等への影響を配慮し 30m 以上の高さを採用しており、自然環境へのイン

パクトについて問題は認められない。実験動物死骸は本焼却炉で処理されているが、注射

針や血液の付着した手袋等の医療廃棄物や焼却灰は民間業者に回収処理を委託している。 

また、排水についても実験用排水、動物排水は別々に排水処理後、沈殿分離槽を通して

一般排水とともに下水本管に放流されており、自然環境へのインパクトについて問題は認

められない。 

 

3.4.2.3 住民移転・用地取得 

施設建設用地は西ベンガル州政府より適切な手順を踏んで購入されており、焼却炉およ

び排水施設の土地は、西ベンガル州より無償で提供された。住民移転はなかった。 

 

3.4.2.4 共同研究の活性化 

本事業終了後、日本をはじめ海外の研究機関や大学との共同研究が活発に行われるよう

になった。NICED は国際ワクチン研究所12と共同で、経口コレラワクチン13の大規模フィー

ルド臨床試験を実施し、高い予防効果（70％）、安全性、および集団免疫の誘導性14が立証

された。日本の一連の協力は、臨床試験に必要な研究環境の整備および研究員の技術習得

に寄与している。WHO は、ワクチンが他の全ての予防方法の代替手段となるわけではない

と断りつつ、数時間のうちに脱水症状およびショック症状で容易に死に至るコレラが再興

している中、比較的安価で安全性および予防効果が保証されたワクチンがインドで開発さ

れその効果が立証された価値を評価している。2011 年 6 月現在 WHO の事前資格審査15を受

けており、既にバングラデシュやジンバブエ政府が右ワクチンを導入する方向で検討を進

                                                        
12 国際ワクチン研究所は財団ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金により赤痢金、コレラ、チフス等に

対する新ワクチン開発を行っている。 

13 経口コレラワクチンは、国際ワクチン研究所で開発され、製造方法がインドの製薬会社に技術移転さ

れた。臨床試験結果を受け、インド医薬品規制当局は製造認可を出し、現在インドの市場で売られて

いる。保健家族福祉省は西ベンガル州やオリッサ州の下痢症流行地域において専門家の指導のもとに

導入することを推奨しており、その他の州に拡大していくことが期待されている。 

14 集団免疫とは、ワクチン非接種者もコレラに感染しにくくなる間接予防効果を指す。 

15 事前資格審査（Prequalification）に合格すると、国際期間は発展途上国でそのワクチンを使用できるよ

うになり、製造国は外国へ輸出できるようになる。WHO は疾病を 4 段階の優先順位をつけており、コ

レラ経口ワクチンは 2 番目に優先順位の高い「中レベル」に分類される。現在、WHO 事前資格審査に

合格した経口コレラワクチンはスウェーデンの Dukoral のみであり、その価格は投与当たり 15 ドル、

投与時に多量の緩衝液を飲む必要があるなど、実用面で課題が残っている。 
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めている。 

 

  

予防効果、安全性、集団免疫の誘導性が 
証明された経口コレラワクチン 

NICED に隣接する感染症病院の 
下痢疾患患者病棟 

 

本事業が完了した 2006 年以降、 新の施設及び機材が整備されたことにより、共同研究

を希望する博士課程の学生や海外の研究機関の数が、増加している。図 6 は NICED に在籍

する博士課程の学生数の増加を表している。 

 

 
出所：NICED 

図 6 NICED で研究に従事している博士課程の学生数（2001 年～2010 年） 

 

NICED は、多くの研究成果をランセットやニューイングランドジャーナル、米国科学ア

カデミー紀要、米国生化学・分子生物学会誌等の著名な国際雑誌に発表しており、インド

国の下痢症研究センターとして国際的に認識されている。図 7 に示す通り、NICED が発表

する論文数は増加傾向にある。また、図 8 のとおり、論文の平均引用回数は 2001 年には 1.5

であったのに対し、2007 年以降は 2.5 以上を推移しており、論文の質は向上しているとい

える。NICED は、日本の一連の事業が研究環境および研究技術を高めた成果として、質の

高い論文を数多く発表できていると認識している。 
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出所：NICED 

図 7 NICED 研究員が発表した論文数（2001 年～2010 年） 
 

 
出所：NICED 

図 8 NICED 研究員の発表論文の平均引用回数（2001 年～2010 年） 
 

3.4.2.5 NICED に対する国際的な評価の高まり 

下痢症の診断技術が国際的な指標に達したことに伴い、2005 年に NICED はインド国で初

めてアジア太平洋パルスネット16会員に認定された。また、WHO が 2009 年に開始した下痢

症疾患およびコレラに関する研究所ネットワーク CHOLDInet17のリファレンスセンターに

も指名されている。 
 

3.4.2.6 ICMR の NICED への支援の拡大 

国際的評価の高まりとともに ICMR による NICED の支援は拡大している。具体的には、

ICMR は NICED に新棟を建設し、NICED の要請に応じて蛍光活性化細胞選別装置18などの

新機材の導入を許可し、また後述の 3.5 持続性で述べる通り、ICMR から NICED へ支給

される年間予算は、本事業開始前の 2003 年度予算と比べおよそ 3 倍に増加している。また、

ICMR はインド国の腸内病原菌のリファレンスセンターの役割を果たすために生物試料バ

ンク19を NICED で導入することを今年承認した。 

                                                        
16 パルスネットは米国疾病対策センターが食中毒（食品媒介感染症・用語要確認）の分類、アウトブレイ

ク予防・対策、疫学的解析の支援を目的として作った世界の研究機関をつなぐネットワークである。

会員になるためには、パルスフィールドゲル電気泳動による疫学的解析を適切に行え、疾病対策セン

ターが行う検定試験に毎年合格する必要がある。 

17 CHOLDInet はコレラ及び他の下痢症のモニタリング・早期発見を行っている研究所の能力向上を目的

として WHO が設立したネットベースの研究所間の情報交換ネットワークである。 
18 蛍光活性化細胞選別装置とは多くの細胞の中から目的の細胞だけを取り出す細胞分離に使用する機械。 
19 生物試料バンク（Biorepository）とは実験室で研究のために採取した生体材料を収集し、その目録を作
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ICMR により建設された NICED の建物 ICMR により整備された 

蛍光活性化細胞選別装置 
 

以上より、計画時に想定された正のインパクト（NICED のサーベイランス・ネットワー

クに加わったセンター数、NICED における国内外からの研修受講者数、下痢症疾患および

死亡率の減少）のほか、共同研究の活性化、NICED に対する国際的な評価の高まりなどが

確認された。負のインパクトは認められなかった。 

 

3.5 持続性（レーティング: ③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

施設の運営維持管理は民間会社に委託契約し行われているため、責任の所存が明確である。

技術者が 20 名程度常在しており、施設の使用状況をモニタリングしている。委託業務の監督

は NICED の主任技術者が行っており、作業内容およびスケジュールが管理されている。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

施設の保守・維持管理技術は、概ね良好である。委託先の民間会社は、本事業実施時の

サブコントラクターであり、本邦コンサルタントより技術移転を受けている。NICED の主

任技術者は、日本で運営維持管理に関する研修を 70 日間受け、かつ維持管理に関する基礎

的技術を習得しており、管理技術に問題は見られない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

表 8 の通り、2003 年から 2009 年にかけての NICED 予算は約 1.5～3 倍に増加している。

NICED から ICMR への予算請求は毎年満額認められており、収支バランスに問題はない。

本事業終了後に、米国疾病対策センターや米国メリーランド大学など複数の海外の研究機

関が NICED との共同研究を希望しており、表 9 の通り、こうした海外の研究機関から受け

る研究資金額も毎年増加している。 

一方、本事業で建設した施設の運営維持管理費用は、計画時の見積りよりも 4 倍程度高

くなった。これは、当初予定していた西ベンガル州公共事業局には水処理設備の適切な維

持管理や動物舎等の高性能フィルターの定期的交換、保温室や冷蔵室の適切な維持管理を

行う技術がないことが瑕疵検査時に判明し、外部委託する必要性が生じたためである。 

                                                                                                                                                                   
成し保管しておく施設。 
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表 8 ICMR から NICED への予算および支出（会計年度 2002～2009 年度） 
（単位：千インドルピー） 

 2003 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 
ICMR からの予算合計 92,848 223,424 141,785 333,292 267,177 
支出 人件費 48,153 64,333 70,170 128,208 156,613 

交通費 1,020 1,450 1,450 41,236 
維持管理費 16,470 44,000 41,367 77,745 42,610 
出版費用 N/A 10,950 4,500 5,186 N/A 
機材調達 11,103 22,529 8,430 80,572 64,461 

資産（予算－支出） 16,102 80,162 15,868 345 3,493 
出所：NICED 
N/A：予算項目立ての変更により、入手不可能な項目 

 

表 9 海外研究機関やファンドからの研究支援総計額の推移 
（単位：千インドルピー） 

 2003 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

外部資金 N/A 18,541 26,429 55,829 65,552 
出所：NICED 

 

3.5.4 運営・維持管理状況 

施設および機材の運営維持管理状況は、概ね良好である。フィルター等の空調関係機材、

トイレのパーツ等の一部消耗品は、シンガポールから輸入する必要があるが、問題なく入

手できている。ただし電子顕微鏡室に整備された原子間顕微鏡は、コルカタ市に定期管理

を行える業者がいないことより、適切な定期管理が行われていない。現在 NICED は定期管

理できる業者を調査中である。 

 

以上より、本事業の維持管理は、体制、技術、財務状況ともに大きな問題はなく、本事

業によって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は計画時、事業評価時点共に、インド国の開発政策、開発ニーズとの整合性は高

く、計画時の日本の援助政策との整合性も確認された。また、計画通りの事業費および事

業期間をもって、ほぼ計画通りのアウトプットが得られており、効率性は高い。本事業で

整備された施設・機材を活用し、NICED の下痢症対策技術の強化は概ね達成したため、本

事業の有効性は高いと判断される。本事業と関連協力の相乗効果もあり、西ベンガル州の

下痢症疾患および死亡率の減少のほか、共同研究の活性化、NICED に対する国際的な評価

の高まりなどの正のインパクトが確認された。一部機材の定期管理状況が適切ではなかっ

たが、全般的な維持管理は、体制、技術、財務状況、現状ともに問題がなく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高いと考えられる。以上より、本事業の評価は非常に高いと

いえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 インド医療評議会（ICMR）への提言 

インド医療評議会は、NICED の技術が各州保健省の下痢症予防・対策により積極的に活
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用されるように各州の中核医療施設と NICED を結ぶ「国家下痢症サーベイランス・計画」

の承認手続きを迅速化し、同計画の円滑な実施に向けた支援を行うことが望まれる。 

 

4.2.2 実施機関への提言 

原子間顕微鏡の定期管理を行える業者を手配し、定期管理を行う体制を整えることが求

められる。 

 

4.3 教訓 

(1) 全体計画の作成、事業のタイムリーな実施、および信頼関係の構築 

本事業を含む一連の協力では、連携による相乗効果が正のインパクトとして発現し

た。その成功要因は、①全体計画の作成、②事業のタイムリーな実施、③信頼関係の

構築であった。案件の連携を検討する場合は、先発案件における一定の成果を基に、

後発案件群の計画を含む一連の協力の全体計画を綿密に作成することが望ましい。そ

の上で、適切な時期に事業を実施することが相乗効果の発現につながると考えられる。

また、実施においては、実施機関と日本人関係者が今後の課題および将来の方向性を

明確に共有し、信頼関係を醸成することが重要である。 

 

(2) エンドユーザーを交えた機材リストの確認 

本事業では、調達機材が多種類かつ多数にわたったことから、一部不適切な機材が

調達されるケースが生じた。実施機関及び本邦コンサルタント会社は入札図書作成前

に研究者などエンドユーザーを交えて機材モデルおよびその使用方法についての確認

を徹底することが望ましい。 

 

(3) 瑕疵検査における機材の管理状況の確認の徹底 

本事業の瑕疵検査では、機材の問題点（一部不適切な機材の調達、及び一部の機材

の管理状況）が把握されていなかった。瑕疵検査には本邦コンサルタントの建設設計

担当者だけではなく、機材担当者も立ち会って、機材の維持管理、保守契約について

実施機関と再確認することが望ましい。 

 

(4) 年間維持管理費の見積りの厳密化 

本事業では、施設の年間維持管理費が計画の 4 倍に増加した。これまで上部機関の

支援により、本実施機関では支払いに支障は生じていないが、今後持続性が損なわれ

る可能性があることは否めない。施設を建設する案件においては、基本設計調査時に

年間維持管理費をより厳密に見積もることが望ましい。 

 

(5) 有効性の定量指標の目標値設定の徹底 

本事業では、有効性の定量的指標を設定する際に、目標値の設定が行われなかった。

評価の客観性を確保するためには、基準値に対しただ「増加する」と目標を設定する

のではなく、適切な目標値を設定することが望ましい。 
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