
１－１　協力の背景と概要

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」と記す）は人口約 1 億 5,500 万人、1 人

当たりの GNI が 600 米ドルの低所得国である。5 歳未満の子どもの死亡率は出生 1,000 当た

り 101、乳児（1 歳未満の子ども）の死亡率は出生 1,000 当たり 80 を記録する。予防接種率に

関しては、ポリオ 65％、麻疹 67％、結核・BCG 80％となっており、拡大予防接種プログラム

（Expanded Programme on Immunization：EPI）に対してはポリオを中心にワクチンと予防接種の

ための世界同盟（GAVI）、世界保健機関（WHO）、国際連合児童基金（UNICEF）等、多くのド

ナーが一定規模の資金協力・技術支援等を行っている。2004 年におけるこれらドナーによるポ

リオの予防接種への拠出額は 1,500 万米ドル（約 18 億円）にのぼった。わが国は 1996 年以来、

ポリオワクチンの調達のための無償資金協力を実施しており、JICA は 2001 年以降、複数の EPI
に関係する専門家を派遣するとともに、機材供与、本邦研修等を実施している。こうした経緯

を踏まえ、2003 年にパキスタン政府は、子どもの健康向上のための EPI に関する技術協力プロ

ジェクトを要請し、これを受けて JICA は 2006 年 3 月と 7 月に第一次・第二次事前評価調査を

経て、本プロジェクトは 2006 年 9 月 7 日から 2011 年 9 月 6 日までの予定で開始した。本プロ

ジェクトは、保健省（MoH）及びハイバルパフトゥンハー州（KPK）保健局をカウンターパー

ト（Counterpart：C/P）機関に据え、KPK 4 県（スワート県、ブネール県、シャングラ県、ハリ

プール県）を対象として、対象県における 2 歳未満の乳幼児が予防接種を受けられるようにな

ることを目標に、2006 年 9 月 7 日より 2011 年 9 月 6 日まで 5 年間の予定で実施中である。ア

ウトプットは、KPK 保健局及びスワート県、ブネール県、シャングラ県、ハリプール県の 4 県

を対象に、①対象県において定期予防接種サービスが適切に提供される、②対象県において両

親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる、連邦の品質管理検査室において③ワクチ

ン品質管理検査室（Quality Control Laboratory：QCL）が強化される、また、連邦と各州を対象

に、④連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される、と定め、長期専門家とし

て、チーフアドバイザー及び業務調整員、年間 3 名程度のワクチンロジスティックス、QCL 能
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力強化、EPI 支援の分野の専門家を派遣し、また EPI 関連の機材供与等を通じ活動を進めてい

る。2008 年 10 月に運営指導調査、2009 年 10 月に中間レビュー調査を実施し今日に至るが、今

回実施する終了時評価調査は、2011 年 9 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実

績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事

業の実施にあたっての教訓を導くこと、また本分野における将来的な協力案件の形成に資する

情報を収集することを目的とする。

１－２　協力内容

（１）上位目標：対象県において定期予防接種にて予防可能な疾患の罹患率が減少する。

（２）プロジェクト目標：対象県における 2 歳未満の乳幼児が予防接種を受けられるようになる。

（３）成　果

１）対象県において定期予防接種サービスが適切に実施される。

２）対象県において両親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる。

３）ワクチン品質管理検査室（QCL）が強化される。

４）連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される。

（４）投入（評価時点）

＜日本側＞

長期専門家派遣　　　　4 名

（チーフアドバイザー、業務調整）

短期専門家派遣　　　　9 名

（ワクチンロジスティクス、ワクチン品質管理）

研修員受入　　　　　　15 名

（ワクチン品質管理等）

機材供与　　　　　　　4,034 万 1,000 Pak Rs（約 4,030 万円）

（ 冷蔵庫、冷凍庫、温度計等コールドチェーン機材、オートクレーブ等 QCL 用機材等

46 種）

ローカルコスト負担　　6,275 万 1,000 円

（現地スタッフ雇用、研修諸費等）

＜相手国側（パキスタン）＞

C/P 配置 40 名

ローカルコスト負担　　約 1,620 万 Pak Rs（約 1,620 万円）

（プロジェクト事務所、光熱費負担）

２．評価調査団の概要
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３－１　実績の確認

（１）成果１：対象県において定期予防接種サービスが適切に実施される。

成果１は、以下 4 つの指標がハリプール県においては達成されたことが確認できたため、

部分的に活動が中断した 3 県を除き、達成されたと判断される。

「指標 1-1：定期予防接種サービスの提供に関する研修を受講した LHW や EPI 従事者

の比率が 80％以上になる」については、ハリプール県では 100％の女性保健従事者（Lady 
Health Worker：LHW）（計 731 名）が研修を修了。99％の EPI テクニシャン（計 55 名）及

び 100％ のメディカルオフィサー（Medical Officer：MO）（計 38 名）もそれぞれ研修を修

了していることが確認された。

「指標 1-2：LHW による予防接種数の増加」については、2009 年から 2010 年にかけて

ハリプール県で LHW による予防接種数が増加していることが確認された〔麻疹：9 件から

722 件 、BCG：0 件から 38 件、ポリオ：25 件から 1,698 件、5 価ワクチン（Combo 5）：25
件から 1,698 件、破傷風トキソイド（TT）：23 件から 2,349 件に増加〕。

「指標 1-3：機能する冷蔵庫を有する EPI センターの数の増加」については、プロジェク

トを通じて冷蔵庫がハリプール県に 27 台供与される見込みである。これによって機能する

冷蔵庫を保有する EPI センターは 32 カ所から 59 カ所に増加することとなる。

「指標 1-4：一次医療施設レベルでの活動計画（アウトリーチプラン）の適切な策定・実

施がなされる」については、ハリプール県ではプロジェクト実施以前は EPI テクニシャン

のうち、アウトリーチプランの策定と実施を行っている者は 54％であったが、プロジェク

トで支援した EPI テクニシャンの月例ミーティングを通じて、EPI テクニシャン全員を対

象にアウトリーチプランがつくり直され、プランの実施が増加した。

なお、活動が中断した 3 県（スワート県、ブネール県、シャングラ県）においては実績

の確認が困難であった。

（２）成果２：対象県において両親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる。

プロジェクト活動が実施されていないため、成果２については達成度を判断することは

困難であった。

成果２については、「指標 2-1：住民啓蒙活動に参加した宗教指導者、コミュニティリー

ダー、両親、政策策定者の数が増加する」、「指標 2-2：スケジュール通りに定期予防接種（8
疾患）を完了させるべきであることを認識している 1 歳未満児の両親や後見人の比率の向

上」、「指標 2-3：ポリオキャンペーンに加えて定期予防接種が重要であることを認識してい

る 1 歳未満児の両親及び養育人の数が増加する」が設定されている。

プロジェクトの前半時期にスワート県、シャングラ県、ブネール県においてこれら指標

のためのベースラインとして知識・態度・行動（Knowledge, Attitude and Practice：KAP）
調査が実施されたが、その後現時点に至るまでプロジェクト活動が実施されてこなかった。

ハリプールについては活動方法を協議するために、2009 年 7 月に教師、コミュニティリー

ダー、NGO を対象とした啓発に係るセミナーがハリプールで実施され、88 名が参加した

が、その後現在に至るまで活動は行われていない。

以上のように、活動初期の段階で活動が中断されており、上記指標については、計測す

評価分析 青木　裕子 国際航業株式会社海外事業部　コンサルタント

調査期間 2011 年 4 月 17 日～ 5 月 1 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要
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ることができなかった。

（３）成果３：ワクチン品質管理実験室（QCL）が強化される。

以下 3 つの指標の達成が確認できたため、成果３はほぼ達成されたと判断できる。

7 名の QCL 職員及び 2 名の品質保証（Quality Assurance：QA）職員が現地での短期専門

家による研修を修了し、うち 3 名については本邦研修も修了したことから、「指標 3-1：研

修を受講した QCL 職員の数が増加する」が達成された。

日本人専門家の評価によると、研修を受けたスタッフの知識や技術に係る能力は強化さ

れ、QCL の日常業務活動からも QCL スタッフの能力強化が示されていることが確認され

たことから、「指標 3-2：GMP（Good Manufacturing Practice）を含めた検査基準に沿った知

識と技術を QCL 職員が習得する」についても達成された。

プロジェクトで供与された機材に関しては、本調査中に QCL に係る供与機材の使用及び

維持管理状況が適切であることが確認され、「指標 3-3：調達機材の適切な活用および維持

管理がなされている」は達成されていることが確認できた。

（４）成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される。

現時点で成果達成を判断することは困難である。

成果４の指標には、「指標 4-1：州および県における在庫切れ日数及び受け取り最大日数

が減少する」、「指標 4-2：研修モニタリング・評価の実施数が増加する」、「指標 4-3：定期

予防接種データの質が向上する」、及び「指標 4-4：州 EPI 局及びナショナルプログラムに

よるモニタリング数が増加する」が設定されている。

指標 4-1 については、2011 年 2 月に 4 州内のすべての県を対象にした EPI ロジスティク

ス研修が、指標 4-2 から 4-4 については、2011 年 3 月に EPI データマネジメント研修が、

それぞれ修了したばかりで、現地点でこれらを評価するには時期尚早である。また、研修

効果の実践にあたってはデータ・フォーマットが統一されていなければならず、現在、プ

ロジェクトでは KPK 州の EPI モニタリング／評価フォーマットの統一を行っている最中で

あり、これについても現地点でモニタリング数を計測することができないため、現地点で

成果４の達成度を確認することはできなかった。

（５）プロジェクト目標

ハリプール県においては以下 3 つの指標が達成されたためプロジェクト目標は達成され

たが、他の 3 県についてはプロジェクト活動の中断のため、現時点での判断は困難であっ

た。

「指標１：麻疹と 5 価ワクチンの予防接種を受けた 1 歳未満児の数が増加する」につい

ては、ハリプール県にては、過去 5 年間増加傾向にあり、指標は達成された。プロジェク

トは定期予防接種に LHW を取り込むことによって接種数増加に貢献した。ただし、接種

数は 2008 年のハリプールでのプロジェクト開始以前から増加傾向がみられており、これは

県政府の努力によるところが大きいと思われる。

「指標２：報告される EPI カバレッジ（5 価ワクチン）が増加する」についても、ハリプー

ル県では過去 5 年間増加している。ハリプール県での増加度合いは、KPK 州全体の増加傾

向と比べても大きい。なお、カバレッジの算出にあたっては、1998 年のセンサスに基づい

た予測人口を分母にしており、実際の人口より少ない可能性が高いため、100％を超えるカ

バレッジが算出された。このため数値の解釈に注意が必要である。
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「指標３：DPT 接種のドロップアウト率〔（DPT1-DPT3）/ DPT1〕」が減少するについても、

ハリプール県でのドロップアウト率は 2008 年から減少傾向にあり、2009 年から 2010 年に

かけては 851 件から 419 件に半減している。

（６）上位目標の達成見込み

終了時評価時点では、上位目標の達成見込みを確認することは困難であった。

上位目標のための「指標１：ポリオ発生患者ゼロが維持される」については判断が困難

であった。過去 5 年間の数値によると、スワート県とシャングラ県でポリオ患者が発生し

ており、ハリプール県とブネール県では発生していない。また、ポリオについてはプロ

ジェクトよりもポリオキャンペーンによる発生抑制効果が大きいと考えられ、プロジェク

ト単独のこの指標への貢献度を判断するのは困難であった。

「指標２：麻疹の発症数が減少する」についても、達成状況の判断が困難であった。麻

疹の発症数は、サーベイランスデータによると、2007 年のピークを除いてその前後は比較

的低い数値を示しているものの、年度を経ての減少は確認できない。疫学的な知見を考慮

すれば、数値の推移は自然な変動であって、プロジェクトの効果とは一概にいえないと思

われる。

「指標３：新生児破傷風の発症数が減少する」についても、発症数は減少しておらず、

数年という短期の観察期間で、医学的な分析の困難さ、かつ発症数の少なさなどの理由か

ら、プロジェクト活動の効果を測ることが困難であった。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

パキスタンにおける定期予防接種及びポリオ対策の重要性、世界の潮流、パキスタン政

府の開発計画との整合性、日本の支援政策との整合性、日本の技術の優位性に照らして、

妥当性は高いと判断できる。

ミレニアム開発目標（MDGs）及びパキスタンの貧困削減戦略では、感染症への対策が

優先課題として取り上げられている。保健省の予算書である PC-1（2009-10 ～ 2013-14）に

は、定期予防接種に関する活動が含まれており、また、その他の保健政策や戦略、国家保

健戦略、国家EPI政策、ポリオ根絶のための国際緊急行動計画（NEAP）2011にも、プロジェ

クトは準じている。現行の EPI 政策では、LHW は EPI サービスに従事しなければならない

ことになっている。

日本の ODA 方針に照らしても、ODA 重点課題の一つである「保健・人口」課題との整

合性がある。本プロジェクトでは EPI といったまさに基本的保健医療に係る分野を扱い、

プロジェクトで採択している方法の LHW や EPI テクニシャンの人材育成、地域住民の保

健医療へのアクセスの底上げを目的とするプロジェクト計画は、基礎社会サービス拡充の

観点からの保健医療システム強化支援という日本の ODA 方針に整合している。

日本の技術の優位性については、 JICA はこれまでにもパキスタンでの個別専門家派遣経

験や中国や他国における予防接種に係るプロジェクトの経験があり、過去の経験を生かし

て EPI サービスの具体的技術支援を行うことができる。

（２）有効性

本プロジェクトの有効性は、おおむね高いと判断される。

プロジェクト目標「対象県における 2 歳未満の乳幼児が予防接種を受けられるようにな
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る」に対する各成果の有効性は以下のとおりである。

「成果１：対象県において定期予防接種サービスが適切に実施される」については、ハ

リプール県においては有効性が確認された。LHW の予防接種への取り込み、EPI に関する

レコーディング・レポーティングシステムの強化を通じて、特に LHW による接種数の増

加によって、プロジェクト目標の達成に貢献したと判断される。「成果２：対象県において

両親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる」については、活動が実施されなかっ

たため、有効性の確認が困難であった。

「成果３：ワクチン品質管理検査室（QCL）が強化される」については、QCL スタッ

フのスキル強化のための包括的な技術研修、使用と管理方法の指導を含めた機材供与及び

QCL のモニタリングが行われた結果、予防接種のワクチンの質が保たれることになり、間

接的にプロジェクト目標に貢献したと判断される。

「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される」については、

かかる活動は実施途中であり、現時点で有効性を判断するのは困難である。しかし、研修

を受けた C/P や関連機関からの反応から考察するに、すべての活動が完了すれば、EPI デー

タが管理されることによる正確な予防接種数の把握及びワクチンの安定供給が見込めるた

め、プロジェクト終了時の段階では、有効性が高くなるであろうと判断される。

（３）効率性

本プロジェクトの効率性は、中程度と判断される。

「成果１：対象県で定期予防接種サービスが適切に実施される」については、LHW 等

への研修事業が、治安上の理由により対象 3 県への投入が計画どおりに行うことができず、

効率性はやや低くなった。これまでに対象 3 県に対して行った研修や供与機材などの投入

についても、現時点でこれらの地域へアクセスすることができないため、活用状況が確認

できず、効率性の判断自体が困難である。

「成果２：対象県において両親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる」につ

いては、宗教指導者等への予防接種への理解促進の活動が計画されていたが、日本人専門

家の判断により、ハリプール県においては優先順位が低いとされたため、実施されなかっ

た。他の 3 県においては、治安上の理由により投入が中断された。効率性は低いと判断さ

れる。

「成果３：QCL 強化」に関しては、専門家派遣と機材供与が計画通り投入され、活動も

実施された。その結果として、指標は現時点で既に達成されており、効率性は高いと判断

される。

「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される」については、

対象地域は 4 州となっており、日本人専門家やプロジェクトのローカルスタッフが治安上

の理由により、アクセスすることができない地域があるため、C/P にイスラマバードに赴

いてもらうことでプロジェクト活動を行っている。現段階では活動は一部終了しておらず、

効率性を判断するには時期尚早である。

（４）インパクト

上位目標の達成見込みについては、現地点で判断することは困難であった。

その他のインパクトのうち、正のインパクトは、レポーティングシステムを含む EPI
サービス供給のメカニズムが、プロジェクトによってハリプール県で構築されつつあり、

ステークホルダーからの評価は非常に高い点が挙げられる。またハリプール県での LHW
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によるパフォーマンスに対する評価も高く、パキスタンの国家計画に盛り込まれる見込み

であり、これにより他県でも適用される可能性が高い。

終了時評価チームにより、EPI サービス供給に関する研修を受けた LHW は自らの仕事に

対するモチベーションが高まり、自信をつけていることが確認された。プロジェクトの効

果が彼らの通常業務に組み込まれ、コミュニティレベルでより良い保健サービスが供給さ

れることが望まれる。

負のインパクトについては、現時点では観察されなかった。

（５）持続性

持続性については、現時点では一定度確保されていると判断される。

政策面での持続性については、パキスタンの「中期開発計画フレームワーク 2005 ～

2010」と国家 EPI プログラムにおいても、プロジェクトで実施されている活動が計画され

ていた。現在改訂中の国家 EPI 政策においても、LHW と連携した予防接種活動は継続され

る予定である。

組織面での持続性については、2011 年 6 月施行予定の連邦から州への権限委譲後も、組

織の持続性が維持されることが望まれる。連邦と州の EPI 局は既に、EPI サービス供給の

ために必要な人員を配置し、組織の強化を図っている。

プロジェクトを通じてさまざまな研修が行われ、C/P は知識や技術を身に付けることが

できた。しかし、研修は日本側主導で実施されており、パキスタン側の取り込みが十分で

はなかった。これは特に州レベルで、パキスタン側の人的資源の配分が適切でなかったこ

とによる。こうした状況を考慮してプロジェクトでは、研修を通じてレポーティングシス

テムを組織の運営体系のなかに組み込むようにし、技術的な持続性として確立しようと努

めた。今後は、組織面での持続性、特に人的資源の開発は、連邦及び州の EPI 局によって

計画・管理され、適切な人員が配置されることが望まれる。

技術面での持続性では、「成果１：対象県において定期予防接種サービスが適切に実施さ

れる」については、ハリプール県では定期予防接種の実施が、EPI テクニシャンと LHW に

よって担われるメカニズムが定着しつつあり、KPK 州の EPI 局は技術的にこのメカニズム

を維持できるようになっている。「成果３：ワクチン品質管理検査室（QCL）が強化される」

については、QCL の技術的な持続性は高く、プロジェクトを通じてスタッフは供与機材の

取り扱いに関する知識と技術を身に付けた。「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接

種システムが強化される」については、前述のとおり、現地点で研修の成果が C/P の通常

業務のなかに定着するまでは至っておらず、技術的な持続性にはやや課題がある。

財政面での持続性については、連邦から州への権限委譲により、実質的な定期予防接種

供給主体は州政府となるが、各州 EPI 局は、次のパキスタン国会計年度（2011 年 6 月から）

に向けて予算書である PC-1 の最終的な調整段階に入っており、定期予防接種が予定どお

りに実行されることが期待される。しかし、連邦及び州の EPI 局は、オペレーション・コ

ストまでもドナーに頼っているのが現状である。しかし現時点でもドナーからの支援が中

断されれば、直ちに給与支払いの遅滞や研修の中断といった問題が起きている。連邦、州

EPI 局は、引き続きより一層の財源確保に努めることが望まれる。成果３に係る QCL に関

しては、連邦から州への権限委譲後も、連邦に属し、財源は連邦 PC-1 の項目に既に組み込

まれていることから、財政面での持続性は高いと判断される。
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３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

特になし。

（２）実施プロセスに関すること

日本人専門家は、C/P やその他機関の定期的な会合に出席・参加することで、プレゼン

スを示し、プロジェクトについての情報を共有、EPI に関する情報収集に努めた。会合の

なかには、プロジェクトの実施にとって直接的に有益なものもあり、なかでも 2009 年 9 月

の EPI レビュー会合では、チームリーダーはワクチンロジスティクス管理及び EPI データ

管理のコンセプトについて説明し、関係者のコンセンサスを得た。この会合を経て、ワク

チンロジスティクス管理に関する項目が、連邦 PC-1 補正の際に盛り込まれることになっ

た。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）計画内容に関すること

「成果２：対象県において、両親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる」た

めの宗教指導者等への予防接種への理解促進の活動について、日本人専門家の判断によ

り、ハリプール県では優先順位が低いため、かかる活動が行われなかったことについて、

これは結果として、プロジェクトデザインがパキスタンのハリプール県の状況に合致して

いなかった可能性があることを示唆している。このような事態を避けるためには、中間レ

ビュー評価調査以降のいずれかの段階で PDM1 の検討がなされるべきであった。

（２）実施プロセスに関すること

上記の会合に出席・参加するなかで、日本人専門家は C/P や関連機関とのコミュニケー

ションを図っていった一方で、下記のような阻害要因も見受けられた。

１ ）C/P はプロジェクトの活動ごとに異なっており、プロジェクト全体を監督する機能は

つくられてこなかった。合同調整委員会（JCC）はオーバーサイト的機能を果たすこと

が期待されていたが、中間レビュー以降 JCC は、多岐にわたる C/P への会議召集が困難

であったため、開催されなかった。

２ ）C/P とのコミュニケーション不足、特に連邦と州レベルの EPI 局 及び国家計画とのコ

ミュニケーションが十分でなかった。

３ ）不安定な治安と洪水災害に見舞われた。2006 年 10 月 30 日 KPK のマドラサ（神学校）

空爆以降、自爆テロなど治安上の問題が深刻になった。2007 年にはスワート県の治安の

悪化に伴い保健・教育関係の活動が制限され、2007 年 5 月以降、日本人専門家がプロ

ジェクトサイトであるスワート県、ブネール県、シャングラ県に立ち入ることができな

くなった。さらに、7 月以降には KPK の州都であるペシャワールへの日本人立ち入りも

不可能となり、プロジェクトで雇用しているスタッフを現地に派遣し、対象県の C/P を

イスラマバードに招き会議を行うなどしてプロジェクト活動を進めていた。この状況を

受け、JICA は 2008 年 10 月に活動の一部見直しのため運営指導調査を派遣し、計画の見

直しに加え、治安状況を考慮したうえで新たに活動ができるプロジェクトサイトとして、

ハリプール県の追加を決定し、2009 年 4 月に実施された第 2 回 JCC において正式に承認

された。その後、現時点まで当初の 3 対象県での治安は回復せず、現在はハリプール県

のみでの活動実施となっている。
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さらに 2010 年 7-8 月にかけては、パキスタンは大規模な洪水にみまわれ、4 州の全県

を対象に実施していたワクチンロジスティクス研修を約 3 カ月間中断せざるを得なかっ

た。

３－５　結　論

プロジェクト目標の達成について、ハリプール県での達成が確認された。５項目評価の観点

から、妥当性は高い、有効性はおおむね高い、効率性は中程度、インパクトのうち、上位目標

の達成見込みは現時点で確認が困難、であった。ハリプール県において構築されたレポーティ

ングシステムを含む EPI サービス供給のメカニズム及び LHW の活動は、スワート県など他パ

イロットサイトでは治安の悪化により十分に実施されなかったものの、「成果１：対象県におい

て定期予防接種サービスが適切に実施される。」及び「成果３：ワクチン品質管理検査室（QCL）
が強化される。」は限定的であるものの確実な成果を上げることができた。持続性については、

政策面での持続性は確保されているものの、組織面においては、連邦から州への権限委譲後の

適切な人員の計画・管理・配置が必要である。また技術面においては、おおむね確保されてい

ると判断されるが、「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される」は、

プロジェクト終了時までに一定程度の確保に向けた継続した活動が必要である。財政面の持続

性は、慢性的な予算不足のなかでドナーからの支援に、EPI のオペレーションコストも頼らざ

るを得ないパキスタンにとっては困難ではあるが、財源確保に向けた継続した取組が必要であ

ると考えられる。

プロジェクトの実施過程には、治安の悪化による実質上の対象地域の変更や洪水など幾つか

の阻害要因があった。しかしそのようななかにおいてもプロジェクトはその都度限られた活動

範囲内で、実施可能な活動を継続してきた。また、これまで述べられてきたようにプロジェク

トのパフォーマンス評価に影響を与えた要因はほかにもあり、プロジェクト活動の慎重な設計

など、何らかの手段が講じられる必要があるものもあった。現時点では、技術的な持続性はま

だ十分とはいえない。この理由のひとつにはプロジェクトの実質的な活動期間が短かったこと

が挙げられる。残りのプロジェクト期間で、技術面での持続性が見込めるよう日本人専門家側

からの働きかけがなされることが必要であると思われる。しかし本プロジェクトでは、一定の

成果が確認できており、残る 6 カ月のプロジェクト期間においても、特に技術面での持続性を

念頭に置いた活動の総仕上げが期待できるため、延長は不要と考えられる。一方で、2011 年 8
月 15 日に円借款「ポリオ撲滅事業」の実施が確認された。本円借款の効果向上とポリオ対策を

含む定期予防接種の強化は検討に値する。

３－６　提　言

（１ ）中間レビュー調査により、プロジェクト活動が変更され、結果として活動が多岐にわたる

ことになり、連邦、州等関係者間でのコミュニケーションを図ることが困難になった。連邦

EPI 局がプロジェクト活動を把握できていない現在の状況を解決するため、今後は連邦 EPI
局、州 EPI 局、NIH を含めたすべてのプロジェクト関係者間で、良いコミュニケーションを

図る必要がある。

（２ ）上記（１）に関して、最大限のプロジェクト実施の効果をもたらすため、プロジェクトで

は早急に会議等の場を設け、これまでのプロジェクトの実績及び残り期間で行うべきことを

関係者間で共有する必要がある。
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（３ ）プロジェクト活動全体を通して、研修実施は本プロジェクトに於ける重要なアプローチで

ある。そのため、プロジェクト終了後に、パキスタン側は研修実施を行うための持続性を得

る必要があるが、現時点では研修実施体制が特に州レベルでは十分整備されていない。その

ため、最低限パキスタン側が第三者に委託して同様の研修を行えるよう、日本人専門家に

よって研修内容等実施に関する必要事項が文書として整理される必要がある。同時に、これ

まで実施した研修の評価から、研修実施に関する細部のノウハウも残されることが望まれる。

また、連邦及び州 EPI プログラムが、研修実施体制を整備することも望まれる。

（４ ）「成果１：対象県において定期予防接種サービスが適切に実施される」に関して、LHW の

EPI プログラムへの取り込みの効果は、本調査でも確認できた。一方で、中間レビュー調査

時でも提言したように、この取り組みの全国における評価がなされるべきであり、予防接種

数の増加のみならず LHW による啓発活動や他の正負の効果も含めて、連邦 EPI 局はナショ

ナルプログラムと連携して包括的なアセスメントを行う必要がある。

（５ ）「成果１：対象県において定期予防接種サービスが適切に実施される」ための活動であるア

ウトリーチプランの作成 ･ 実施促進に関して、ハリプール県での活動では、EPI テクニシャ

ンによるアウトリーチプランが作成・実施されるようになったものの、この活動のモニタリ

ングが十分に行われていない。プロジェクトではこの活動のモニタリング及びフィードバッ

ク体制を強化する必要がある。

（６ ）「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される」に関して、EPI デー

タ管理及びワクチンロジスティクス管理に関しては、技術的な持続性が確保されるよう、プ

ロジェクトの残り期間で日本人専門家による継続した技術指導が必要である。

（７ ）現時点では幾つかのプロジェクト活動に関する指標、特に「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI
局の定期予防接種システムが強化される」に関しての指標が取れない状態であるが、これら

の指標はプロジェクト実施の意義を判断するうえで重要な意義をもつ。そのため、プロジェ

クトは残り期間で可能な限りこれらの指標を取れるようにデータを収集する必要がある。

（８ ）「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される」の活動のうち、

EPI データ管理研修は、現時点では 1 州の 12 県のみで行われている。この研修は、EPI プロ

グラムにとり大きな意義をもつものであることから、プロジェクトにより残り期間で可能な

限りすべての州でこの研修が実施されることが望まれる。

（９ ）「成果４：連邦 EPI 局と州 EPI 局の定期予防接種システムが強化される」のサーベイランス

データの分析とアセスメントに関する活動に関しては、データの分析と評価を行う際に客観

性を確保するために、プロジェクトでは、まずデータの質に関する評価基準を設ける必要が

ある。

３－７　教　訓

（１ ）連邦から州への権限委譲に伴い、プロジェクト活動実施に際しての判断が州レベルでなさ

れるようになっている。このような状況下では、プロジェクト活動の最大限の成果及び持続

性を確保するために、活動内容を随時連邦レベルや他ドナーと共有していくことが重要であ
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る。

（２ ）パキスタンでは他分野でも同様であるが、プロジェクト実施に際して役務提供的な役割を

求められる傾向が顕著である。このため、JICA のめざすキャパシティ・ディベロップメント

をめざすためには、綿密なプロジェクトデザインと事前及びプロジェクト実施中のパキスタ

ン側への働きかけが重要である。

（３ ）このプロジェクトデザインの際には、いわゆる「対象エリアでモデルを完成させて全国に

展開」という図式の実施が困難であり、パキスタン側にも理解されにくい点を留意する必要

がある。

（４ ）同時に、キャパシティ・ディベロップメントをめざすにも、今回の研修実施のように先方

に受け皿となる組織や人材が不足している場合がある。このため、事前に先方組織の確認と

持続性に向けた先方の理解と施策の実施に向けて、十二分な協議を行う必要がある。

（５ ）役務的な側面は、技術面のみならず財政面でも同様であることら、事前に可能な限り先方

負担を担保していく協議を行うことが望まれる。

（６ ）成果ごとに異なる C/P が設定されていたために、政府側の全体統括機能が不足していた点

に関し、プロジェクトデザイン策定時に統括責任をもつ C/P を注意深く選ぶ、または合同会

議等の統括する場を設定することが必要である。

（７ ）本事業のように、治安の悪化により活動の実施に大きな制約が生じる可能性のあるプロジェ

クトの場合、安全面を考慮した対応を取らざるを得ない。可能であるならば、現地リソース

の活用を進め、運営が滞りなく行われるような体制をつくることが望まれる。

３－８　フォローアップ状況

本終了時評価の結果を踏まえ、第 2 フェーズの実施を検討中である。
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