
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：パキスタン・イスラム共和国 

案件名：ポリオ撲滅事業（フェーズ 2） 

L/A 調印日：2016 年 5 月 19 日 

承諾金額：6,290 百万円 

借入人：パキスタン・イスラム共和国大統領（The President of the Islamic Republic of 

Pakistan） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における保健セクターの開発実績（現状）と課題 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」という。）は、南アジアの中

でも妊産婦死亡率及び乳児死亡率が最も高い国の一つであり、定期予防接種率も更な

る改善が求められている。ポリオについては、アフガニスタンとともに野生株1ポリ

オウイルス常在国として残る 2 か国のうちの一つである。同国では、2014 年にポリ

オウイルス流行地における予防接種活動の停滞、一部地域での軍事活動によるポリオ

ワクチン接種キャンペーンの中止と国内避難民の他地域への流入等の理由により、

2014年の発症件数は前年の 93件から 306件に増加し、世界のポリオ発症件数の 86%

を占めるものとなった。これに対応するため、パキスタン政府は、首相直下に対策チ

ームを設置し、国際社会からの支援を受けながらポリオ対策を強化している。その結

果、2015 年のポリオ発症件数は 54 件まで減少したが、撲滅に至るには更なる取組み

が必要な状況にある。 

パキスタンを含むポリオウイルス流行国では、定期予防接種活動に加え、それを補

完する定期外予防接種活動（ポリオワクチン接種キャンペーン）を実施し、ポリオウ

イルスの流行を抑える対策が行われている。パキスタン政府は、国家保健サービス・

国家行政・調整省傘下に国家緊急対策センターを設置し、ポリオ対策を一元的に統括

する体制を構築し、世界保健機関（WHO）、国連児童基金（UNICEF）が中心となり、

全国での接種キャンペーンの実施を支えている。キャンペーンは全国の 5 歳未満児を

対象に実施され、接種率は 9 割以上を維持しているが、撲滅達成には特に新規発症が

多いアフガニスタン国境付近や大都市において、継続的且つ適切な接種キャンペーン

を実施することが課題とされている。 

(2) 当該国における保健セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

パキスタン政府は、ポリオ撲滅を国家的な緊急課題として位置付け、「ポリオ撲滅

緊急計画 2016-2018」を策定し、特にポリオウイルス流行地における適切な接種キャ

ンペーンの実施と未接種児へのワクチン接種を重視している。本事業は、かかる接種

キャンペーンで使用されるポリオワクチン調達を支援するものである。 

(3) 保健セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

                                                   
1 ポリオウイルスには、自然感染宿主から分離されたウイルス（野生株）と極めてまれに発症が確認されるワクチン由来の二つ

が存在する。 

円借款用 



対パキスタン・イスラム共和国国別援助方針（2012 年 4 月）における重点目標と

して「人間の安全保障の確保と社会基盤の改善」が定められ、ポリオ対策を含む地域

の保健医療サービスの向上が主要な柱の一つとなっている。また、対パキスタン・イ

スラム共和国 JICA 国別分析ペーパー（2014 年 3 月）において、保健プログラムが重

点課題であると分析されており、本事業はこれら方針、分析に合致する。我が国は、

パキスタンのポリオ対策支援として、無償資金協力「ポリオ撲滅計画（UNICEF 連携）」

（1996 年～2012 年）及び「ポリオ感染拡大防止・撲滅計画（UNICEF 連携）」（2013

～2015 年度）（合計 114.11 億円：E/N ベース）、円借款「ポリオ撲滅事業」（2011 年

度、借款額 49.93 億円）を通じ、資金を供与するとともに、技術協力「EPI／ポリオ

対策プロジェクト」（2006 年～2011 年）及び「定期予防接種強化プロジェクト」（2014

年～2017 年）により、接種に従事する人材の能力向上支援等を行っている。 

(4) 他の援助機関の対応 

世界銀行は「ポリオ撲滅プロジェクトに対する協力」（Partnership for Polio 

Eradication Project）（2003 年～2013 年）を通じたポリオワクチンの調達支援、イス

ラム開発銀行はポリオワクチン調達及びワクチン接種キャンペーン支援を実施して

いる。ゲイツ財団は、世界銀行及びイスラム開発銀行と連携し、ゲイツ財団が利子部

分を代位弁済するバイ・ダウン・スキームによる支援を実施している。また、WHO

が疫学状況の監視及びポリオキャンペーン実施管理、UNICEF がポリオワクチン調達、

コミュニティ向けの啓発活動、ワクチン接種者向け訓練といった技術面を支援してい

る。 

(5) 事業の必要性 

パキスタンは、野生株ポリオウイルス常在国として残る最後の 2 か国の一つであり、

世界中からのポリオ撲滅に向けた最重要国と位置付けられている。パキスタン政府も、

ポリオ撲滅を国家の最重点課題として認識し、「ポリオ撲滅緊急計画 2016-2018」の

下、早期撲滅に向けた取組みを進めている。ポリオ撲滅に向けては、計画どおり円滑

にポリオワクチン接種キャンペーンが実施されることが重要であり、本事業を通じ、

ポリオワクチン調達に必要な資金を供与し、遅滞なきキャンペーンの実施を支援する

意義は大きい。 

 

３．事業概要 
 

(1) 事業の目的 

パキスタン全国に対するポリオワクチン調達を通じ、5歳未満児に対するポリオワ

クチンの円滑な接種を図り、もって同国におけるポリオの早期撲滅に寄与するもの。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

パキスタン全国 

(3) 事業概要 

ポリオワクチン約273百万ドースの調達 

(4) 総事業費 

 15,780 百万円（うち、円借款対象額：6,290 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 



2016 年 5 月～2018 年 12 月を予定（計 32 ヶ月）。本事業を通じて調達を支援する

ポリオワクチンを用いたキャンペーンの終了時をもって事業完成とする。 

 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：パキスタン・イスラム共和国大統領 

 2) 事業実施機関：国家保健サービス・国家行政・調整省（Ministry of National Health 

Services, Regulation and Coordination） 

 3) 運営／維持・管理体制：国家保健サービス・国家行政・調整省の傘下にある国

家緊急対策センターがポリオワクチン接種キャンペーンを含むポリオ対策を実

質的監理を行う。 

 (7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受け

やすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限であると判断され

るため。 

  2) 貧困削減促進 

ポリオは低所得層の子どもに多く見られる疾患であり、本件によるポリオ予防 

通じて、貧困層の負担軽減に資することが期待される。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等） 

ポリオは小児感染症の一つであるため、本支援を通じて同国の感染症予防が促進

される。また、一般的に、パキスタンにおけるポリオ患者（児童）の看護は女性が

担っている場合が多く、発症件数の減少は世話を行う女性の負担を軽減することに

つながる。 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携 

有償資金協力：全国ポリオキャンペーン用ワクチンの購入資金を本事業で支援す

るとともに、無償資金協力、技術協力に対して以下取組を行う。 

無償資金協力：機動的な調達が必要となる緊急用のワクチン調達（ポリオ感染拡

大防止・撲滅計画（UNICEF 連携）2015 年度） 

技術協力：ポリオを含む定期予防接種活動を担う人材育成（定期予防接種強化プ

ロジェクト 2014-2017） 

・ ゲイツ財団との連携：パキスタン政府が、本事業を対象に設定する指標を達成し

た場合、円借款による貸付金をゲイツ財団が代位弁済する仕組み（ローン・コン

バージョン）を採用する。 

・ 「ポリオ撲滅緊急計画 2016-2018」の 4 つの主要コンポーネント（ワクチン調達、

ワクチン接種活動、コミュニティに対する啓発活動、ポリオウイルスの疫学状況

の監視(サーベイランス)）のうち、本事業では、3 年間の計画で必要とされている

ワクチン調達を、イスラム開発銀行と共に支援する（パラレル融資）。また、4 つ



のコンポーネントは、本事業、イスラム開発銀行に加え、ロータリー財団、カナ

ダ政府、ドイツ政府、サウジアラビ基金、米国国際開発庁等からの支援が見込ま

れており、国際的な支援枠組みの下で実施される。 

 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

 1)アウトカム（運用・効果指標） 

指標名 
基準値 

（2015 年実績値） 

目標値（2018 年） 

（事業完了時） 

①ポリオ発症例（件／年間） 54 0 

②環境サンプル陽性ケース（％） 20 0 

③ロット品質保証サンプリング調査

（LQAS）結果に基づくポリオキャンペ

ーン（全国一斉接種・追加一斉接種）

による接種率（％） 

66 90 

④第三者評価調査結果に基づくポリオ

キャンペーン（全国一斉接種・追加一

斉接種）による予防接種率（％） 

90.5 95 

⑤確認された Missed Children2への接

種率（％） 
89 100 

⑥ワクチン廃棄率（％） 12（年間） 10（年間） 

⑦各キャンペーン開始 3 日前にワクチ

ンが全国の県事務所に届いたキャンペ

ーンの割合（％） 

98.7 100 

  2)インパクト 

 パキスタンにおけるポリオ撲滅。 

(2) 定性的効果 

ポリオの撲滅を通じたパキスタンの子どもの健康改善。 

(3) 内部収益率 

本事業は収益性を伴わず、経済的な帰属便益を合理的に算出することが困難である

ため、内部収益率を算出しない。 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし。 

 

6. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

(1) 類似案件からの教訓 

パキスタン「ポリオ撲滅事業」の第三者評価においては、ローン・コンバージョン

                                                   
2 これまでにワクチン接種を受けていないと推定されている対象人口（5歳未満児）を指す。 



の判定機会は事業実施後の一度のみであり、先方政府の事業改善意欲を促す仕組みと

はなっていないことが指摘されている。 

(2) 本事業への教訓の活用 

本事業では、先方政府及びポリオ対策支援を行う主要ドナーであるイスラム開発銀

行と合同モニタリングを実施し、定期的に（半年に一度を想定）JICA 事業が設定す

る運用・効果指標及び「ポリオ撲滅緊急計画 2016-2018」にて設定されている運用・

効果指標を確認するとともに、その後の対策を協議する場を設けることで、パキスタ

ン側の自発的な取組みを十分踏まえた計画とする。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) ポリオ発症例（件／年間） 

2) 環境サンプル陽性ケース（％） 

3) ロット品質保証サンプリング調査（LQAS）結果に基づくポリオキャンペーン（全

国一斉接種・追加一斉接種）による予防接種率（％） 

4) 第三者評価結果に基づくポリオキャンペーン（全国一斉接種・追加一斉接種）に

よる予防接種率（％） 

5) 確認された Missed Children への接種率（％） 

6) ワクチン廃棄率（％） 

7) 各キャンペーン開始 3 日前にワクチンが全国の県事務所に届いたキャンペーンの

割合（％） 

(2) 今後の評価のタイミング 

事業完成 2 年後 

以 上  


