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動物衛生研究所における専門家の

海外派遣と海外研究員の受け入れ

松原

は じ め に

動物衛生研究所は，平成 13年 4月 1日に農林水

産省の農業関係試験研究機闘が特定独立行政法人

化されたことにより，農業技術研究機構(現在農

業・食品産業技術総合研究機構，以下農研機構)の

内部研究所となった。第 2期中期計画が開始した平

成18年4月1日からは非特定独立行政法人となり，

現在に至っている。

「生命あるものを衛る」ことを目標とするわが国

唯一の動物衛生専門研究機関として，動物を守り，

ヒトを守るために，家畜家きんを中心に動物の病気

について基礎研究から診断・治療および予防にいた

る研究・開発を実施している。また，診断が困難な

疾病や国際重要伝染病の病性鑑定，獣医技術者の卒

後教育としての講習・研修，防疫活動に必要不可欠

な診断薬やワクチン等生物学的製剤の製造・配布な

ど動物衛生行政に関連した業務も社会的に重要な

責務であり，これらの役割は 1891年に農商務省仮

試験場内に獣疫研究室として設置されて以来一貫

している。平成 21年 5月 1日現在の職員数は 245

名で，そのうち研究職員は 130名である。

2 農研機構の業務としての

国際協力

食料・農業・農村基本計画(平成 17年 3月 25日

閣議決定)および農林水産研究基本計画(平成 17

年3月 20日農林水産技術会議決定)に基づいた第 2

期中期目標(平成 18年度~平成 22年度)を達成す

るため，農研機構では第 2期中期計画を策定してい

る。この中期計画の中で国際協力に関係する部分を

以下に抜粋し，アンダーラインで示す。なお，中期

計画やより具体的な年度計画は農研機構ホーム

ページ (h仕p:/ /www.naro.affrc.go.jp/)に公開され

事農研機構動物衛生研究所企画管理部業務推進室

(Yutaka Matsubara) 

豊*

ているので参照されたい。

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中期

計画(抜粋)

第 1 業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためとるべき措置

1. ~4. [略1
5.海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

地球規模の環境問題や社会経済のグローパル化

に伴う様々なリスクの発生等に適切に対応すると

ともに，質の高い研究開発の効率的・効果的推進の

ため，国際学会への参加や研究成果の発表に努める。

また，科学技術協力に関する政府間協定等を活用し，

海外諸国や国際機関との共同研究等を推進するの

[略]

第 2 国民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置

1. ~7. 【略1

8. 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

(1)分析，鑑定の実施 [略]

(2)講習，研修等の開催

①[略]

② 他の独立行政法人，大学，国公立試験研

究機関，産業界等の研修生を積極的に受け

入れ，人材育成，技術水準の向上，技術情

報の移転を図る。また，海外からの研修生

を積極的に受け入れる。

③[略】

(3) 国際機関，学会等への協力

① 国際機関，学会等の委員会・会議等に職

員を派遣する。また，政府の行う科学技術

に関する国際協力・交流に協力する。

② 国際獣疫事務局 (OIE) の要請に応じ，

重要動物疾病に係るリファレンス・ラボラ

0369~5247 /10/￥500/1論文/JCOPY
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トリーとして.OIEの事業に協力する。[略】

(4)家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造

及び配布 [略]

(5)外部精度管理用資料の供給と解析，標準物質

の製造と頒布 [略]

第 3~第 7 略]

このように農研機構の国際協力は，国際共同研究

の推進，海外研修生受け入れ，国際機関への協力，

政府間国際協力など多面的ではあるが，海外に拠点

を築き研究活動や技術協力を行し、「国際貢献」を積

極的に進めるとしづ側面はやや不明瞭である。この

部分は，農研機構と同様に農林水産省を主務官庁と

する独立行政法人国際農林水産業研究センターの

業務において，熱帯又は亜熱帯に属する地域その他

開発途上地域における農林水産業の研究を包括的

に行い，国際共同研究を国際農業研究機関等との連

携・協力の下で推進し，開発途上国の農林水産技術

の向上に貢献すると明確ではあるが，現在，動物衛

生領域の研究は実施されていない状況にある。

動物衛生研究所がこれまで長期間にわたりわが

国の国際貢献に果たしてきた役割は高く評価され

ており，農林水産省家畜衛生試験場の時に昭和

37年以来国際協力事業団が実施する開発途上国の

技術者に対する集団研修において，のベ 47ヶ国 303

名に上る研修員を受け入れ，獣医技術者・研究者の

育成に寄与すると共に，職員を長期・短期の専門家

として途上国に派遣し，とくにプロジェクト方式技

術協力を通じて，家畜伝染病防疫体制の構築及び家

畜衛生体系の整備・強化に資する等国際技術協力の

推進に貢献をした。」どの理由により，平成 10年

度外務大臣表彰を受賞した輝かしい歴史をもっ。

3 専 門 家 の 海 外 派 遣

技術協力を目的とした動物衛生研究所による専

門家の海外派遣は，独立行政法人国際協力機構

(JICA) (平成 15年 10月設立)とその前身の国際

協力事業団によるものが大部分であり，独立行政法

人化以降協力してきた JICA海外技術協力プロジェ

クトを表 1に示す。なお， JICAは平成 20年 10月

に国際協力銀行(海外経済協力基金)と統合され，

新 JICAとして歩み始めている。プロジェクトの所

在地はアジアと中南米であり，近年は特に東南アジ

アにおける活動が中心となっている。この中でマ

レーシア・ニパウイノレス病フ。ロジェクトは，研究と

いう面を強調した新しい方式のプロジェクトで

あった。

独法化された平成 13年から今年 9月までに派遣

された専門家は，第 1期の 5年間に 39名(長期専

門家 5名，短期専門家 22名，調査団員 12名)，第

2期の 3年半に 14名(長期専門家 l名，短期専門家

7名，調査団員 6名)の合計 53名である。第 2期で

の海外派遣の減少は明らかであり，さらに長期専門

家の派遣は独法化初年度に当たる平成 13年度に 4

名と集中している。しかし，平成 20年 2月から開

始された「カンボジア，ラオス，マレーシア，ミャ

表 l 農研機構動物衛生研究所が関係する JICA技術協力プロジェクト

プロジェクトの名称 協力期間 プロジェクトサイト(所在地) 協力内容

農牧水産省畜産サービス総局
病理学，細菌学，ウイルス学及

ウルグアイ国立獣医研究所強化計画 H8.10.1 ~H13.9.30 家畜衛生研究局
(モンテビデオ市)

び実験動物部門

ベトナム国立獣医研究所強化計画 日11.10.1~H16.9.30 
ベトナム国立獣医研究所

寄生虫学，細菌学，ウイルス学(ノ、ノイ市)

動物におけるニパウイノレス病の疫学的，
マレーシア国立獣医学研究所 ウイ/レス学，分子生物学，疫学，

病原学的，分子生物学的特性に関する H13.10.1 ~H16.9.30 
(イボー市) 病理学

研究協力

メキシコ・ハリスコ州家畜衛生診断技術向
H13.12. 1O~H18.12.9 

ノ、リスコ州政府農村開発局
細菌学，ウイルス学，病理学上計画 (グアラダハラ市)

タイ及び周辺国における家畜疾病防除
日13.12.25~日18.12.24

タイ国立家畜衛生研究所 口蹄疫診断，
計画 (バンコク市)他 豚コレラワクチン製造

カンボジア，フオス，マレーシア，ミャン
マー，タイ及びベトナムにおける家畜疾病

日20.2.13~H23.2.12
タイ農業共同組合省畜産振興 家畜疾病に係る診断技術の技

防除計画地域協力プロジェクト(フェーズ 局(バンコク市)他 術指導，監視体制の強化
2) 
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ンマー，タイ及びベトナムにおける家畜疾病防除計

画地域協力プロジェクト(フェーズ 2) Jでは長期

専門家 1名を派遣すると共に，平成 21年度上半期

に「疫学」と「豚繁殖・呼吸障害症候群 (PRRS)J 

を対象に短期専門家 6名を集中的に派遣しており，

このプロジェクトの推進を図っている。また，イン

ドネシアでは，鳥インフノレエンザに対応するために

プロジェクト形成の予備調査を JICAが実施した際，

調査団員として参加して東南アジアでの流行が問

題となっている高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)

への技術協力にも備えている。

海外技術協力の最大の利点として，現地での検査

指導による家畜衛生の向上や貢献による信頼関係

の構築がある。専門家として派遣される経験は，衛

生状態の良い圏内では見られない疾病を対象にし

たり，文化の異なる相手との意思疎通を図りながら

成果の達成を目指すことなど，研究者として成長す

る上で大変有意義なものと思われる。現地の疫学的

調査などで得られた貴重な情報は，動物衛生研究所

の研究課題の推進にとっても有用である。

OIEの事業への協力として，現在， OIEリファレ

ンス・ラボラトリーに認定された 3疾病(牛海綿状

脳症 (BSE) ，豚コレラ，馬伝染性貧血)に加え，

ブルータングのアジア地域を代表する専門家や動

物疾病科学委員会の事務局長として支援を行って

いる。平成 16年度から平成 20年度までの過去 5年

間に派遣された職員はのベ 61名で，動物疾病科学

委員会，東アジア口蹄疫会議， OIEアジア・オセア

ニア地域委員会，様々な専門家会議などOIEの要請

によるもののほか，動物衛生研究所の予算により口

蹄疫防遍ヨーロッパ委員会， OIE東南アジア口蹄疫

防遍委員会に積極的に職員を派遣している。

新しい取り組みとしては，競争的研究資金による

海外派遣がある。平成 17年度から文部科学省「新

興・再興感染症研究拠点形成プログラム」に参加し，

タイ国立家畜衛生研究所に，数名の研究者が常駐す

る動物衛生研究所の研究拠点(タイ 日本人獣共通

感染症共同研究センター)を設置している。タイ側

の協力の下，高病原性鳥インフルエンザウイルス

(HPAIV)や豚インフルエンザウイルス (SIV)の

疫学調査，病原性や分子進化の研究を実施し，東南

アジア地域での動物インフノレエンザの生態学的特

性解明と防除技術の確立を目指している。タイのほ

か，ミャンマーやベトナムでも調査を行い，タイ国

マヒドン大学獣医学部とも新たに連携関係を結ん

でいる。今年度が最終年度となるが，野鳥の中で

HPA1Vが比較的長期間安定に維持されることを明

らかにしたことは， HPAIの防疫対策にとって重要

な知見である。また， SIVの解析により，新型イン

フノレエンザ出現の鍵となる宿主動物において，イン

フルエンザウイルスが遺伝学的に多様であること

を世界で初めて明らかにするなど成果を上げてい

る。相手国側での研究体制の構築と双方の人材育成

を図ることにより，研究面を強化するような技術協

力プロジェクトの新たな基盤作りにも貢献できる

ものと思われる。

農研機構には在外研究員制度があり，最長 12ヶ

月間の派遣が可能ではあるが，その目的は自らの資

質の向上と農研機構の試験研究の推進に資するも

ので，派遣先が優れた業績を有することと定められ

ており，海外技術協力とは対極をなしている。

4 海外研究員の受け入れ

JICA集団研修コースは昭和 37年以来長期間に渡

り実施しているが，最近は「獣医技術研究」と「獣

医技術研究IIJをそれぞれ 5年間実施し，のべ 27ヶ

国 55名にのぼる研修員を受け入れた(表 2)。アフ

リカからの受け入れが最も多く，受け入れ人数はや

や少なくなるもののアジアや中南米からも毎年の

ように研修員を受け入れている。このコースは，発

展途上国の家畜衛生に関わる研究者を対象に，自国

で問題となっている家畜衛生上の研究課題を集中

的に研修し，研修員自ら研究の企画立案，実施，評

価発表に至る一貫した研究能力を習得することで，

指導的研究者の養成を図ることを目的としている。

動物衛生研究所が提案した「研究(研修)課題」に

応募してくる研修員を選考する方式をとっている

ため，課題内容は課題提案者の研究と深く関連して

おり，約 7ヶ月間に及ぶ一定水準以上の研修により

先端的技術の習得が可能となっている。

平成 22年からは， 3年間の集団研修「獣医技術研

究」コースが実施予定である。今までは指導的研究

者の養成を図る「中核人材育成型」で、あったのに対

し，新しいコースでは途上国における家畜疾病の防

除，食品安全の確保，人獣共通感染症対応等の家畜

衛生上の課題に主体的に対応でき，自国が抱える問
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表 2 JICA集団コース参加国一覧

地域 国名
獣医技術研究

H12 H13 H14 H15 

スリフンカ
フィリピン

ブータン

ア ベトナム
手止 タイ
ア 中国 l 

マレーシア

ミャンマー

モンゴル

中 アフガニスタン
東 シリア 1 

アルジエリア

ウガンダ

エチオピア l 

ア ガーナ

フ ケニア 1 l 

リ ザンビア l l 
カ ジンパブ、エ

ナイジエリア

マラウイ

ノレワンダ
アルゼ、ンチン l 

中 ウノレク守アイ 1 

南 ノfラグPアイ
米 ボリビア

メキシコ

他 リトアニア l 

メ仁宝I、きロt 5 5 6 6 

*平成20年(H20)から「獣医技術研究Jに名称変更

**:講義のみ

題に対して帰国後に具体的な取り組み(アクション

プラン)を実践することができる人材の育成を目標

とする「人材育成普及型」となる。受入割当国は，

インドネシア，ワガンダ，ザンビアの 3ヶ国に固定

され，アクションプランの所属組織での検討と計画

実施，自国での活動報告(ファイナルレポート)の

作成，活動状況の評価によるフィードパックまでが

一連の研修コースとなる。自国で主体的に対応でき

る体制の構築は，家畜衛生上の問題に対して機動的

な国家防疫を可能とし，畜産振興や安全な畜産物の

流通に貢献し，経済的な発展にも寄与すると考えら

れる。

平成 15年度と平成 16年度には， 4日間と短期間

で、あったが nCA集団「牛海綿状脳症 (BSE)Jコー

スを実施し，アジア地域からのベ 9ヶ国 17名を受

獣医技術研究1I*
言十

H16 H17 H18 H19 H20 H21 

2 2 

2 2 

l 

l 

l 3 

2 4 

l 

l 

1** 2 

1 

1 1 

1 1 2 4 

2 

2 4 

l 4 

1 

1 1 

1 5 

2 4 

2 l 4 

I l 

l l 

I 

7 5 5 7 4 5 55 

け入れた。また，平成 17年度と平成 18年度には，

OIE と FAO (国際連合食糧農業機関) APHCA 

(Animal Production and Health Commission for Asia 

and the Pacific) との共催により，約 2週間の BSE

診断の実用的養成コースを開催し，アジア地域から

のベ 7ヶ国 12名を受け入れた。平成 20年にはfBSE

とその他のプリオン病」ワークショップ・ワーキン

グ、グ、ルーフ。会合が中国で開催され，動物衛生研究所

からは 2名の講師が参加した。

平成 16年度から平成 20年度の過去5年間におい

て， nCAカウンターパートの個別研修は，アジア

地域がのベ 5ヶ国 15名(タイ 5名，ベトナム 4名，

インドネシア 3名，マレーシア 2名，中国 1名)と

最も多く，中南米からはのベ 3ヶ国 11名(メキシ

コ8名，ブラジノレ 2名，ニカラグア l名)と技術協
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カプロジェクトとの関連が明確になっている。シリ

アから 1名の受入実績があるが，この制度によるア

フリカ地域からの受け入れはない。

日本学術振興会(JSPS)の外国人特別研究員は，

博士号取得直後の外国人若手研究者を2年間受け入

れる国際交流事業の一つであり，研究の進展への寄

与は大きく，過去 5年間には中国 3名，ケニア l名

の計 4名を受け入れており，現在はパングラデ、シュ

1名を受け入れ中である。 JSPSの外国人招へい研究

者(長期)の実績は，インドと中国各 1名の 2名で

あった。また， JSPSサマープログラムにより，カ

ナダの大学院生 1名を平成 19年度に受け入れたこ

とがある。

海外研究機関や相手国政府の資金による個別の

受け入れは，共同研究を実施している等動物衛生研

究所の受入研究者との関係が基礎となるため，過去

5年間に 21名を受け入れているが，中国 10名，ス

リランカ・エジプト・メキシコ・フランス各 2名，

カナダ・アメリカ・チェコ各 l名と相手国は様々で

ある。日本側資金による外国人研究者の招へいも，

その時々の研究プログラムに適したものであるた

め，平成 16年度から平成 20年度の過去 5年間に 25

名の実績があるが，その内訳はタイ 8名，アメリカ

4名，英国 3名，韓国・台湾・中国各 2名，インド・

パング、ラデ、シュ・オランダ・ドイツ各 l名と様々で

ある。

農研機構では，研究課題の効率的推進のために運

営費交付金や競争的資金により，高度の専門的知識

や技術を有する者を契約職員として雇用している。

その雇用契約の期間は一事業年度ではあるが，更新

も可能となっている。平成 16年度から平成 20年度

の過去 5年間における外国人研究者の雇用実績は，

契約研究員のべ 14名，農研機構特別研究員のべ 21

名で，その国籍は中国とパングラデ、シュの 2ヶ国の

みである。この 2ヶ国に偏っている理由として，中

国国籍の研究員は日本在住が長く日本語が堪能で

ある場合が多く，バングラデシュからの研究員は

JSPS外国人特別研究員が再来日するなど良好な信

頼関係が築かれていることが考えられる。この間，

契約研究員としてのべ 61名，農研機構特別研究員

としてのベ 37名の日本人研究者を雇用している。

より多くの固から優秀な外国人研究者を受け入れ，

研究の活性化を図ることは課題といえよう。

5 今後の国際協力とは

日本を含むアジアの農業は過去数十年間にわた

り急激な拡大を遂げてきたが，とくに，畜産部門は

アジア諸国の食生活の向上・改善(食肉，鶏卵，牛

乳の l人あたりの消費が約 5割も増加)に対応し急

成長してきた。このことは「畜産革命Jと呼ばれ，

欧米における畜産物消費の停滞に対し，発展途上国

特にアジアにおける畜産物需要拡大を意味してお

り，緑の革命に次ぐ第 2の食料革命と位置付けられ

る。とりわけ急激に拡大してきたのは，養豚と養鶏

で， FAOデータベース (2007年)によると世界の

総食肉生産の 37%を占める豚肉の 54%，28%を占

める鶏肉の 33%はアジア地域で生産されている。こ

のような畜産産業の集中と発展は， HPAI，口蹄疫，

小反容3獣疫， PRRSなどの越境性動物疾病(国をま

たがって伝播する動物疾病)の流行とアジア全域へ

の拡大要因となっている。その他，気候変動による

熱帯・亜熱帯性疾病の流行域の拡大もアジア地域に

おける重要な問題となっている。

越境性動物疾病は，多大な生産性の低下と経済的

被害，国際交易の機会喪失，食料に対する安全・安

心の信頼性損失をもたらし，さらには食料安全保障

問題など疾病によってその程度は異なるもののそ

の社会・経済的影響は非常に大きい。また， HPAI 

や BSEのように動物のみならずヒトへの健康脅威

を与える人獣共通感染症は，社会的不安や混乱を引

き起こすことになる。中津 1)によると，わが国の家

畜伝染病予防法とその関連法令で規定する 97の監

視伝染病のうち，約 30はヒトと動物に感染する人

獣共通感染症とみなされ，さらに規定外の 150の動

物疾病について調査した結果では， 35疾病の病原体

ではヒトの症例が報告されており，このうち畜産物

が原因とされるものは 10疾病であったことが確認

された。このように動物疾病病原体の公衆衛生への

影響は大きく，ヒトに感染する病原体の約 60%は人

獣共通感染症とも言われている。近年，越境性動物

疾病に対して世界的関心が高まり，一国だけの対応

では防疫が不可能なため， OIEは FAOと共同して

「越境性動物疾病の防疫のための世界的取組

(Global Framework for the Progressive Control of 

Transboundary Animal Diseases; GF-TADs) Jとし、

う国際的な協調の枠組みを発展させてきており，地
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域連携強化と獣医サービス能力向上を図っている。

獣医サービスの公共的役割を達成するには，早期診

断・早期対応，サーベイランス能力の強化など技術

面の検討，疾病発生の透明性・適時の報告 (OIE加

盟国の通報義務)，防疫活動の法的整備，公衆への

正確な情報伝達と啓蒙活動が必要とされる。

動物衛生研究所の国際協力としては，引き続き

OIEなど国際機関による事業と連携すると共に，

JICAの技術協力プロジェクトなどの枠組みを通し

た専門家の派遣や研修員の受け入れなどを中心に，

アジア地域の家畜衛生状況の改善，それによる家畜

疾病の日本への侵入リスクの軽減に努めることが

重要と考えている。

6 お わ り に

国際社会は， 2007年に提案された「世界は一つ，

健康は一つ(OWOH;One World， One Health) Jの

観点、からの戦略的枠組みを 2008年に承認し，動物

衛生と公衆衛生との協力を図りながら HPAIおよび

その他起こり得る新興・再興感染症の制御に取り組

み始めたところである。動物衛生研究領域の多くが

レギュラトリーサイエンス(科学技術を人間および

社会との調和のうえで，最も望ましい形にレギュ

レートする科学。具体的には，健康や環境に関する

公共政策に科学的根拠を与える，あるいは，新技術

や生産物を適切に評価する科学)であることから，

行政機関との連携は重要であり，また，独立行政法

人化により年々研究資源が減少する中で効率的な

試験研究推進が求められており，大学，公的研究機

関や民間機関，都道府県の家畜保健衛生所等の行政

機関など，動物衛生関係機関との協力関係をより深

め，かっ役割分担を明確にしながらオーノレジャパン

で国内外のさまざまな課題に対応していくことが

必要である。
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