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多様な国際協力の実績とこれから

畜産草地研究所

寺田文典*

1 .は じめ に

畜産草地研究所は，平成 13年に独立行政法人農

業技術研究機構(現(独)農業・食品産業技術総合研

究機構，以下農研機構と略)に所属する，畜産技術

の総合的で一体的な研究推進を担う機関として発

足した(前身は農林水産省畜産試験場と草地試験

場)。研究拠点は，茨城県つくば市，栃木県那須塩

原市，長野県御代田町の三カ所にあり， 19研究チー

ムと 2研究サブチーム， 2研究支援センターが次の

四つの重点研究に取り組んでいる。

O自給飼料を基盤とした家畜生産システムの開発

O環境保全型畜産の確立に向けた技術の開発と体

系化

O高品質な畜産物の品質特性の解明と評価技術の

開発

O次世代の畜産を先導する革新的生産技術の開発

畜産業を取り巻くグローパノレ化の波のなかで，こ

れらの畜産技術に関する研究・開発と普及には国内

外の動向を視野に入れて展開することが求められ

ており，国際的な貢献にも積極的に取り組んでいる。

独立行政法人の業務を規定する農研機構の中期計

画書においても効率的な研究推進の観点、から，海外

諸国や国際機関との共同研究を推進するとともに

研修生の受入にも取り組むこととなっている。

具体的な当所における国際研究協力の形態は，畜

産研究のグローパルな展開を効率的に推進するた

めに Memorandumof Understanding (MOU)などの

研究協定を締結して実施するものと，国際農林水産

業研究センター (JIRCAS)，国際協力機構(JICA)な

どによる畜産技術の研究協力，普及支援をサポート

するものとに分けられる。さらに，前者については

研究所独自の取り組みによるもの，二国間科学技術

協力の枠組みによるもの， 日本学術振興会 (JSPS)

の支援を受けて行うものなど多様な形態がある。

2. 研究課題遂行

の た め の 研 究 協 力

(1)覚書，研究協定書に基づく研究協力

当所の任務とする研究課題の遂行のため，独自に

表 l 過去五年間に畜産草地研究所が取り組んだ研究協定等の事例

研究課題 相手国・機関名

温帯及び熱帯地域の反すう家畜生産とメタン排出量に関する研究 インドネシアディポネゴ、ロ大学

中国・東アジア地域の反すう家畜生産とメタン排出量に関する研究 中国内蒙古畜牧科学院畜産研究所

反すう家畜のメタン発生量や呼気ガス代謝測定に有効なヘッドケージ型呼吸試験装
ケニア国際家畜研究所

置の共同開発

日本国独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所と中華人民
中国漸江大学

共和国漸江大学動物科学学院との聞における協定に関する覚え書き※1

日本国独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地研究所と大韓民
韓国農村振興庁畜産研究所

国農村振興庁畜産研究所との間における協定に関する覚書※1

サイレージ乳酸菌のパクァリオシンに関する研究 ファンスルイ・パスツール大学

日本国独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所とロスリン研
イギリスロスリン大学

究所との聞における研究協定に関する覚書※2

日本国独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所と大韓民国
韓国建国大学

建国大学との聞における覚書約

※1 :畜産業および畜産草地学の発展に協力して寄与することを目的とする

※2:家畜の遺伝・育種及び繁殖分野の研究協力，派遣研究者に関するとりきめ

※3:学部学生の畜産草地研究所での学術・教育研修および両者の家畜生産活動についての相互理解の促進を目的とする

'(独)農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所
(Fuminori Terada) 0369-5247/10/干500/1論文/JCOPY
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海外の諸機関と研究協力を行うには，研究協

定書を締結してこれに取り組むことが一般的

であり，効率的である。第 2期中期計画期間

の開始年次である 2006年度以鋒に実施(継

続)した研究協定は 7件であり(表1)，地球温

緩化問題解決にグローパノレな体制で、取り組む

課瓶 3件，農業生産構造において共通性が高

く，飼料イネ利用等ターゲットの共有化が進

んでいる東アジアの共同研究，先進諸国との

基礎研究分野での共間研究，ちょっと変わっ

たところでは，学術・教育研修に関わる協定

も実施している。この例は，研究機関として

というよりも連携大学院的な当所の新しい業務展

開ともいえるものであり，日本での学生研修の実j海

や，韓国でのシンポジウム開催などの活動を行って

いる(写真 1)。

(2)ニ盟関科学技術協力

二国間科学技術協力(二閤間科学技術協力に基づ

く政府間協議開催等)の枠組みは，外務省が所管し，

平和目的のための研究協力を推進するためのもの

で，その始まりは日ソ科学技術協力協定(1973年 10

月 10日署名・発効)にさかのぼる。現在，当所では

日英，日中，日韓， 日加，臼仏の技術協力協定のも

とでシンポジウムの開催や研究者聞の交流を行っ

ている。また， 日米間では， 1964年(昭和 39年)に

設立主れた天然資源の開発利用に関する日米会議

(U. S. -Japan Cooperative Program in Natural 

Resources)の牧草・種子専門部会が毎年， 日米関で

交互に開催されている。 JSPSも二国間研究交流の

写真 1韓国建国大学第 l回学生研修(2008年)

写真2 韓国資産研究所との MOU締結(2005年)

システムを有しており，ベトナム在来豚の繁殖に関

する研究などが当所におけるその活用例としてあ

げられる。

具体的な協力・展開の事例を紹介する。ニ国間科

学技術協力として始まった飼料イネに関する B韓

研究交流は，定期的な飼料イネシンポジウムの開催

により研究協力がさらにすすみ， 2006年度からは中

国も加わった 3カ間関のシンポジウムとして展開，

2008年に開催された第 13回アジア大洋州畜産学会

議(AAAP)大会では，サテライトシンポジウムとし

てその成果を3カ国間のみならずアジア大洋州の各

国へと広くアピールするに至っている。

このような研究協力の活性化には閤・研究所聞の

MOU締結が大きく寄与しており，この事例におい

ても，これにより，より迅速で幅広い研究交流が展

開されるに宝ったことを付記したい(写真 2)。

3. JIRCAS ， JICAによる研究

交 流・ 技術 普及 の支 援活 動

(l)JIRCASの活動支援

JlRCASが展開している海外研究拠点に対

して専門家を派遣，あるいは，現地の研究管

理者や研究員の資質向上のための研修を悶

内において実施している。人数は毎年，受入，

派遣ともに数名程度であるが，期間は一か月

前後のものが多い(図 1，2)。また，派遣され

た専門家は，引き続き，国内で研究支援を行

うなど，持続的な研究協力へと発展するケー

スが多く見られる。
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写真 3 中国荒廃箪地の砂漠化防ll:と持続的利用に関す
るワークショップJの模様(2004年)

タイでは，東南アジアの家斎飼養標準策定に関す

る組織的な研究が実施されており，その研究展開に

はわが閣の経験が大いに生かされており，研究協力

の歴史も十数年に及ぶ。また，中国・モンゴノレで行

われている適正な放牧の振興に資する研究開発は，

将来のアジアにおける食横需給状況の改善に貢献

しうる重姿な課題であり， 2004年には JIRCASと共

同で f中国荒廃箪地の砂漠化防止と持続的利用に関

するワークショップJを開催し(写真 3)，研究の流

れを形作ることから協力してきたところである。

(2) J I C Aの活動支援

例年， JICAの多くの研修員の受け入れ(図 1)や研

究会への講師派遣を行っている。研修員の受入は，

見学から長期の研修まで，人数も年間十数名 ~50

名以上までと多様である。派遣は数か月のものが多

いが，件数はそれほど多くはない。

4 研究活動の公表や共同研究

による国際貢献

(1)JSPS， OECD，農研機構在外研究員

制度などによる研究者の派遣，

受け入れ

当所に所属する研究者の海外派遣には，農研機構

が独自に整備している在外研究員制度による長期

の派遣のほか， OECD共陪研究プログラム(ブエ

ローシップ)などによるものがある。また，国際会

議への派遣要請などの例としては，農林水産省，

Codex， FAO/IAEA合同部局などの政府，国際機関

からの依頼を受け，専門家の会議派遣も行っている。

共同研究者の受入は JSPSによる外国人招へい研

究員(短期)，外国人特別研究員などの制度によ

るものが主である。また，近年では農研機構が

主催する閏際会議(たとえば， 2008年に実施し

た多国間ワークショップ「家資への抗生物質使

用低減へのチャレンジj など)への参加による

短期の受入の増加が特徴的である。

短期，長期にかかわらず，また，派遣，受入

にかかわらず，これらの交流は畜産関係のグ

ローパルな研究展開に大いに貢献している。

(2)国際研究集会への参加

国捺研究集会への当所からの参加者は毎年

50名前後である。専門分野の国際会議やアジ

ア大洋州音産学会議，日中韓三カ国間の交流シ

ンポジウムなどに参加し，畜産分野における基

礎的研究のグローパノレな推進とアジアの畜産研究

分野の発展に貢献すべく，努力している。

ー
〈

n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
U

寸

J
n
n
U
F
h
u
n
4
q
u
n
L
噌

l

闘、JICA

JIRCAS 

口、JST，JSPS{也

04 08年05 06 07 

図 1 海外からの研修・見学等受け入れ実績
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図2 海外派遣実績



44 畜産の研究第64巻第1号 (2010年)

5. おわ り に

筆者は十数年前に JIRCASの短期専門家としてタ

イに派遣された経験がある。その際に，米国のある

大学の同窓会が盛大に行われているところに行き

会った。当時，その大学はすでに支援活動から撤退

し，往年の関係研究施設はほとんど、残っていなかっ

たが，育った人脈は脈々とまたその後代を育ててい

たのである。農業・畜産の研究・技術に閲する国際

貢献の第一歩は人を育てることにあるのではない

かと感じた次第であり，国際協力を根付かせるため

には事業終了後のフォローが重要であることも実

感した。

研究開発，技術普及における国際協力は，地道で

はあるものの，将来的には農業・畜産分野における

産業としてのグローパルな関係構築にもつながる

ものであり，その重要性がますます大きくなること

は疑いなく，われわれは着実にこれに取り組んで、い

きたいと考えている。 i

新製品紹介

ミ ヤリサン製薬株式会社の酪酸菌 C/ostridiumbutyricumMIYAIRl588株の欧州に

おける飼料添加物認可取得お よ び 販 売 開 始 に つ い て

ミヤリサン製薬株式会社(本社:東京都北区，社

長:内田雅敏)は，平成 21年 9月 28日(月)付けで

Europ巴ancommission 欧州委員会)より，欧州全域

における酪酸菌 Clostridiumbutyricum MIY AIRI 588 

株の家畜用飼料添加物としての認可を取得しまし

た (CommissionRegulation (EC) No 903/2009)。

欧州の認可に先立ち，木製品は欧州食品安全局

(European Food Safety Authority ; EFSA) による，

有効性，品質，さらには遺伝子レベルを含む安全性

に関する世界で最も厳しい最新の審査を受け，その

有効性，安全性および品質が認められておりました

(The EFSA Joumal (2009) 1039， 1-16)。

欧州における本製品の申請には，最新の欧州|内レ

ギュレーションに準拠した，欧州域内において実施

された複数回の野外試験結果が重要な有効性のエ

ピデンスとされますが，酪酸菌 Clostridiumbutyr・lcum

MIYAIRI 588株を配合した飼料添加物「ミヤゴール

ド」は現地で実施された全4田の養鶏野外試験の全

てにおいて統計学的有意に生産性を向上させる結

果を示し，新レギュレーション下では初めて認可を

受けた生菌剤となります。

さらに，近年，欧州lにおいて重視されている抗コ

クシジウム剤との併用性についても，最新レギュ

レーションを満足させる結果を示しました。この結

果として，酪酸菌 Clos仕idiumbu句rricumMIY AIRI 

588株を配合した飼料添加物は各種抗コクシジウム

剤との併用も同時に認められております。

こ れ ら に よ り 欧 州 で の 酪 酸 菌 Clostridium

butyricum MIY AIRI 588株を配合した飼料添加物の

販売が可能となり 2010年初頭より欧州各国におい

て養鶏用として販売を開始するとともに，ブラジル

等の中南米，東南アジア諸国，北米などへの事業拡

大を目指します。

欧州では 06年 l月から「成長促進目的としての

抗生物質;抗菌性飼料添加物jが全面的に使用禁止

となっており，これらは，タイなどのアジア地域や

ブラジルなどの中南米地域にも同様の広がりを見

せております。このような家畜生産現場の状況にお

いて，抗菌性飼料添加物の代替としての生菌剤(プ

ロバイオティクス)は大きな注目を集めています。

当社では，養鶏用「ミヤゴーノレド」の販売開始を皮

切りに，欧州総代理居であるドイツ三井物産社

(デュッセルドルフ)と協力し，欧州飼料添加物事

業の拡大を目指して参ります。

問い合わせ先・

ミヤリサン製薬株式会社事業戦略部

Tel: 03-3917-1260 FAJ(: 03-3940-1142 

高橋・佐藤・若林
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