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インドネシアにおける畜産協力

布野秀隆*

1 .畜産を巡る情勢

(1)生産と需給

インドネシアの農業は，本来稲作を主とする耕種

農業が中心で、あったが，経済成長に伴って畜産が発

展してきた。 1998年の経済危機の前年までは，乳牛，

豚，家禽を中心にして高い割合で増加したが，経済

危機によって飼料価格が高騰し，とくに輸入飼料に

依存した採卵鶏やブロイラーは半数近くまで減少

した。一方，地域資源の活用が可能な肉牛や乳牛は

若干の飼養頭数の減少は見られたものの，他の畜産

に比べれば打撃ははるかに小さく，産業としての強

靭さがうかがわれた。その後の経済復興とともに，

家畜飼養頭数は全体に増加傾向にあり，とくにブロ

イラー，採卵鶏，豚が高い伸びである一方，肉牛や

乳牛といった大型家畜は微増にとどまっており，大

型家畜の増頭が今後の課題といえる。

イ国では国民所得の向上，食生活の多様化等を背

景にして，乳製品や肉類など動物性蛋白質に対する

需要が年々増加している。肉類，乳製品及び卵の自

給率はそれぞれ 95.3~ ， 24. 3~ ， 99.9~であり，乳

製品の自給率が低い状況にある。一方，牛肉の自給

率は 90.2~であるが，オーストラリアなどから輸入

された生体の肉牛から生産された肉を換算すると，

実質的な自給率は 6割程度と推計され，一層の国内

生産の拡大が必要といえる。

畜産物の輸出入額をみると，大幅な輸入超過と

なっており，潜在的な需要に国内供給量が追いつか

ない状況といえる。輸入畜産物に占める品目別割合

をみると，乳製品 61~，肉牛生体 16~，肉類 12~

表 I 家畜飼養頭数の推移 (単位 千頭/羽)

区分 1997 1998 2004 2005 2006 2007 2008 

乳牛 334 322 364 361 369 374 408 

肉 牛 11，939 11，634 10，533 10，569 10，875 11，515 11，869 
水牛 3，065 2，829 2，403 2，128 2，167 2，086 2，192 

山羊 14，163 13，560 12，781 13，409 13，790 14，470 15，806 

めん羊 7，698 7，144 8，075 8，327 8，980 9，514 10，392 

豚 8，233 7，798 5，980 6，801 6，218 6，711 7，376 

地鶏 260，835 253，133 276，989 278，954 291，085 272，251 290，803 
採卵鶏 70，623 38，861 93，416 84，790 100，202 .111，489 116，474 

ブロイラー 641，374 354，004 778，970 811，189 797，527 891，659 1，075，885 
アヒル 30，320 25，950 32，573 32，405 32，481 35，867 

ウズラ 6，640 

資料:“StatisticalBook on Livestock 2008"，農業省畜産総局

表 2 畜産物の需給バランス(単位:トン)

区分 国産 輸入 輸出 国内供給量 自給率

肉 類 1，388，741 70，626 1，808 1，457，560 95.30% 

|牛肉 237，284 25，949 14 263，219 90.20% 

牛 手L 616，549 2，271，486 353，073 2，534，962 24.30% 

卵 1，204，416 944 
L ← 

31 1，205，3竺
」

99.90% 

資料.“StatisticalBook on Livestock 2008ぺ農業省畜産総局

ホインドネシア国農業省畜産総局 畜産開発政策アドバイザー

(Hidetaka Funol 0369-5247/10/￥500/1論文/JCOPY

36，931 

8，524 
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となっている。脱脂粉乳や全粉乳などの乳製品の輸

入量は，国内消費の伸びに支えられ， 2009年も増加

すると推計される。

畜産物の消費量はまだ他のアジア諸国と比べて

低い。政府が目標とする一人当たりの必要エネル

ギーを充足する食物別摂取量と比較すると，畜産物

は半分程度の摂取量しか達成していない現状にあ

る。牛乳・乳製品の一人当たり消費量は，近年，大

きく伸びているものの，他のアセアン諸国と比較す

ると依然低い水準にある(タイやフィリピンの1/2，

日本の 1/3程度)。
輸入牛肉

12% 

国産牛

60% 

図 l 牛肉の供給割合(試算・ 2007年)

資料:農業省畜産総局のデータより試算

その他

11% 

乳製品

61% 

図2 輸入畜産物に占める品目別割合(2007)

資料・“StatisticalBook on Livestock 2008'¥農業省畜産総局

(2)動物衛生

従来， OIE リスト A(国際獣疫局が指定する家畜

及び畜産物の国際貿易上重要性の高い伝染性疾病)

のうち，発生がみられたのは豚コレラ及びニュー

カッスノレ病の 2疾病のみで、あった。しかし， 2003 

年 8 月に高病原性鶏インフルエンザ (Highly

Pathogenic Avian Influenza: HPAI)の発生が確認さ

れ，その被害は深刻で，現在までに鳥のへい死数は

約 1，200万羽，人の発症者数 141及び死亡者数 115

はともに世界最悪の数値となっている。

HPAIを防圧するため， 05年 12月に「鳥インフ

ノレエンザ防圧とインフルエンザの流行を防御する

ための国家戦略計画」が策定された。診断による

サーベイランスとワクチン接種による感染鶏の選

択的淘汰を主要な対策とし，その他，国民への啓発

や烏の移動に際しての検疫を行ってきた。

田 AIのサーベイランスを強化するため， FAO(国

連食糧農業機関) の支援により，農業省畜産総局

に設置された CMU(Campaign Management Unit) が

中心となり，各州畜産局の中に LDCC(Local Disease 

Control Center)を設置するとともに，フィールドに

PDSR (Participatory Disease Survei1lance 及び

Participatory Disease Responseの略)と呼ばれる数名

からなるチームを配置し，庭先養鶏を中心にサーベ

イランスを行っている。

2009年以降，中央政府の予算的な問題もあり，ワ

クチン接種及び淘汰鶏に対する補償はいずれも十

分でない現状にある。現在も庭先養鶏を中心に発生

表3 国民一人当たり畜産物消費量(単位 kg/人・年)

区分 |肉類 牛肉 豚肉 鶏肉 牛乳 卵 畜産物からの蛋白質摂取量(g/人・日)

インドネシア I6.35 1.13 0.53 2.88 11.06 4.98 

日本 |28 5.5 11.5 10.6 35.9 16.6 

資料:“StatisticalBook on Livestock 2008"，農業省畜産総局
農林水産省食料需給表(平成18年度)

5.51 

30 



布野 インドネシアにおける畜産協力 85 

表 4 インドネシアにおける重要家畜疾病

区 分 i主な感染家畜

ブルセラ病 |牛，水牛

豚コレラ |豚

ニューカッスノレ病 |鶏

狂犬病 !犬，猫，猿等
ガンボロ病 |鶏

出血性敗血症 i牛，水牛

サルモネラ病 |家禽

牛ウイルス性下痢症 |牛

炭症 |反須家畜

ジェンブラナ病 !バリ牛

牛伝染性鼻気管炎 |牛

トリパモゾーマ |反容司家畜

高病原性烏インフルエンザ|家禽

資料・農業省畜産総局家畜衛生局

が継続している中，鳥インフルエンザ対策の再構築

が必要となっている。

(3)地方分権化における畜産行政

イ国では近年，行政執行権限の地方政府への委譲

(地方分権化)が進められている。畜産行政施策の

うち家畜改良や家畜衛生分野については全国統一

的な視点に立った施策の実施が不可欠であるにも

拘わらず，拙速で極端な地方分権化が進められる中，

中央政府の意向が十分伝わらず，鳥インフノレエンザ

等の重要家畜疾病発生後の対応の遅れ，遺伝的能力

が不明な種畜の大量導入等，さまざまな障害が生じ

つつある。

このような背景の下， 2009年 5月に新たな「畜産

開発・家畜衛生法J(Law No. 18 2009 on Livestock 

Development and Animal H田 lth)が国会で承認され，

6月 15日付けで公布された。改正のポイントは，

①登録種畜の利用促進による家畜改良増殖の推進

②繁殖用家畜のと殺の禁止と罰則の制定

③指定された家畜伝染病の届け出義務と罰則の制

定

④家畜伝染病予防のために淘汰した家畜への補償

@条件を満たしたフリーゾーンからの畜産物の輸

入許可

であり，とくに各分野における「罰則の制定」が

大きな改正点である。

地方分権化が進む中，中央政府と地方政府(州，

県，市町村)の畜産関係機関との情報交換，連絡・

調整をスムーズに行い，補助事業に頼らず中央政府

病原体

細菌

ウイルス

ウイルス

ウイノレス

ウイノレス

細菌

細菌

ウイノレス

細菌

ウイノレス

ウイノレス

原虫

ワイノレス

発生頭羽数(2008)

375 

1，168 

130，925 

838 

3，402 

2，486 

1，954 

1，665 

8 

128 

105 

149 

804，598 

の策定した政策・施策を地方政府に徹底することが，

今まで以上に重要となっている。こうした法律改正

の内容も踏まえ，農業省畜産総局では，次期「畜産

開発中期計画J(目標年度:2010-2014)を近く策定

予定である。

JICAの技術協力プロジェクトの成果を活用し，

96年から乳牛後代検定事業が開始され， 03年 6月

に 5頭の候補種雄牛の検定結果が取りまとめられ，

能力の高い 2頭が「後代検定済み種雄牛」として選

抜された(東南アジアにおいて初) 0 05年からは，

中央政府，十i'I・県政府，酪農協，大学，民間等の関

係機闘が連携・協力して全国乳牛後代検定事業」

を実施している。現在，候補種雄牛 14頭を対象に

全国的な泌乳能力検定が実施されており， 11年を目

標に検定結果を取りまとめる予定である。

一方，畜産総局では，不足する肉牛及び乳牛の増

頭を図るため， 5年間で 100万頭を対象とした繁殖

雌牛導入のためのクレジット (KUPS) を本年から

導入した(貸付期間は最長 6年で年率 5%)。また，

全国的な家畜改良増殖の推進を図るため，在来種の

肉牛(パリ種及びオンゴール種)を対象とした種畜

登録制度の導入に着手した。

2. これまでの日本の

畜 産 分 野 へ の 協 力

(1) 1 970年代までの協力

イ国において， 1970年代までの農業セクターへの

支援は，トウモロコシや養蚕など特定産品への支援
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や地域隈定の農業開発協力など，協力対象が多肢に

わたり，イ国側の要望に基づく散発的に協力が実施

された。

畜産分野では，全国 7ヶ所に家斎疾病診断セン

ター (DIC)を設置するというイ側の構想に基づき，

日本はスマトラ島の北スマトラ州及びランプン州

における DIC設立を支援するため，無償資金協力

「家主首衛生研究センター建設計爾」及び技術協力プ

ロジェクト「家禽衛生改善計画Jを実施した。

注:プロジェクト方式技術協力も技術協力プロ

ジェクトと呼称する。以下，向。

[主な協力の紹介]

⑮無償資金協力 f家蓄衛生研究センタ…建設計画」

(77年度)及び技術協力プロジェクトf家畜衛生改

善計画J (77~例年)

1)対象機関

DICメダン(北スマトラ州メダン)及び DICラン

プン(ランプ。ン州パンダノレランプン)

2)目的

北スマトラ地域及び南スマトラ地域に密著した

家畜疾病の調査，診断や家畜衛生指導を的確に実施

し，家畜衛生の改善を図るため，新たに北スマトラ

州メダン及びランプン州パンダルランプンに家斎

衛生研究センターを設置

3)協力概要

・無償資金協力 (6億円)により，メダン及びランプ

ンの家畜疾病診断センターの建設と家斎疾病診断

等の機材を供与

-技術協力フ。ロジェクトにより，対象地域における

主要疾病の診断及び調査，家畜防疫に関する技術

研修の実施・指導，動物用生物学的製剤の製造等

への協力を実施。プロジェクトの成果を活用し，

84年から 7年間に渡って家畜衛生第三国研修を実

施

-現在の活動状況として， DICメダンは 2州 49県を

管轄し，ウイルス，細雨，病理，生化学など 7研

究室を設置し家斎疾病の診断，モニタリング等

を実施。 DICランプンは 4州 40燥を管轄し，ウイ

ノレス，細菌，病理など 6研究室を設置。同 DICと

もに後述する無償資金協力により， 09年に烏イン

フルエンザ診断用ラボを増設

写真 l 鳥インフルエンザのウイルス分隊
(DICメタやン)

(2)アンブレラ協力

80年代以降，農業セクターへの支援は，アンブレ

ラ協力として共通のテーマに基づき各案件の連携

を図りつつ実施することで援助の相乗効果を図る

こととし，第一次 (81~89 年) ，第二次 (86~90

年)，第三次 (95~99 年)と実施された。第三次ア

ンプレラ協力では，従来の生産振興に代わって，農

民の生活水準の向上が取り上げられた。

斎産分野では，動物医薬品検査所を新たに設立す

るため，無償資金協力「動物医薬品検査所設置計画」

及び技術協力フ。ロジェクト「動物医薬品検定計画j

が実施された。また，技術協力ブ。ロジヱクト「家畜

人工授精センター強化計画j及び伺「酪農技術改善

計闘Jのほか家憲繁殖パイテク実用化計画J(ミ

ニプロ)が実施された。

[主な協力の紹介]

@無韻資金協力「動物医薬品検査所設置計翻J(83 

年度)及び技術協力プロジェクト F動物医薬品検

定計画J (84~91 年)

1)実施機関

国立動物医薬品検査所(西ジャワ州ボゴール)

2)目的

動物医薬品の安全性及び有効性を確保し，品質の

向上を図るため，新たに国立動物医薬品検査所を設

立

3)協力概要

・無償資金協 (9億 6千万円)により，検査部門，管

理部門，技術部門を収容する本館と検査活動に必

要とされる各種動物舎を始めとする付属施設を建

設するとともに，ワクチン品質管理等の検査機材
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を供与

・技術協力プロジェクトにより，生物学的製剤及び

抗生物質を主とする動物医薬品の品質管理，医薬

品の品質検査に必要な実験動物の繁殖や餌育管理

等の技術指導に加え，動物医薬品行政に対する指

導・助言も行われ，医薬品の登録審査と認可，公

的検査に係る規則，サンプリングの方法等の制度

を整備。プロジェクトの成果を活用し， 02~06 年

に第三国研修を実施

-現在の業務は，①動物医薬品の品費検査，②輸入

承認前の品質検査，③品質検査証明書の発行，④

動物医薬品の製造・輸入業者等に対するモニタリ

ング検査，⑤来If動物医薬品等の検査技術の開発等

に係る調査・研究，⑥実験動物の飼育管理と飼料

の製造，⑦アセアン諸国等への医薬品の品質管理

システムの技術移転等であり，イ国における動物

医薬品の品質管理を所管する唯一の組織

@技術協力プロジェクト「家畜人工授精センタ一強

化計画J(86-95年，アフターケア :00-02年)

1)実施機関

シンゴサリ家畜人工授精センター(東ジャワ州マ

ラン)

2)自的

家主祭人工授精技術の改善を通じた酪農振興を図

るため，シンゴサリ家畜人工授精センターの機能を

強化

3)協 力概要

-1]本側の協力は，①家畜人工授精及び凍結精液製

造の技術指導，②種雄牛の後代検定手法の開発，

③家畜繁殖及び飼養管理の技術指導，@酪農関係

技術者に対す研修の 4分野で実施。また，第三国

研修得Ll:I::人工授精コース J を 07~09 年の 3 年間

実施し，東南アジア，アフリカなどから 31名の研

修生を受け入れ

-現夜の業務は，①乳牛，肉正i二などの凍結精液の製

-供給，②乳牛後代検定事業の推進と種雄牛の

選抜，③家主善繁子i直や飼養管理に関する研修の

施・指導ーなど。地方分権化に伴し吋卜|レベルで設置

されつつある家斎人工授精ステーションに対して

技術的指導を行うなど，本分野のイ国全体の牽引

役として機能。また，家斎人工授精技術，凍結精

液取扱技術などの 11コースの研修を開設。04年に

精液の品質検査に関する 180(17025)， 09年にラボ

写真 2 センターの織員
(中央が Herliantien所長)

管理に関する 180(9001)を取得

⑮技術協力プロジヱクト F酪農技術改善計画J(97-

02年)

1)実施機関

ill'iジャワ州審産局(西ジャワ州、iバンドン)

2)目的

乳牛本来の遺伝能力が発揮できる飼養管理によ

り乳牛の泌乳量を増加させるため，農家レベルの酪

農技術を改善

3)協力内容

・日本側の協力は，チコレ酪農研イ彦センターを拠点

として，①飼養管理技術の改善，②繁殖衛生管理

技術の改善，③粗飼料生産利用技術の改善，④農

家及び技術者への研修の 4分野で実施

-プロジェクトの成果を商ジャワ州のみならず，酪

農振興を図る他州に普及させるため，後述する「地

域資源利用型酪農適正技術普及プロジェクトJ及

び「乳牛生産病対策改善計画j を実施

(3)セクタープログラム開発計画調

査に葵づく協力

2000年代に入ると農水産業セクターブpログラ

ム開発計問調査J (02~05) を協力の基本方針とし

てきた。具体的には食料の安定供給及び栄養改

善」と「農i漁f魚:家所得の向上及ひ

の二つの開発諜題に従い，①農業制度改善・生産支

援プログラム，②農業生産基盤向と・維持管理プロ

グラム，③水産資源の持続的利用フ。ログラム，@農

漁村振興プログラム，⑤農水産物市場改善・強化プ

ログラムの 5項目の協力プログラムを設定の上，案
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件が実施された。

審産は農業制度改善・生産支援プログラムに含ま

れ地域資源、利用型酪農適正技術普及プロ、ジェク

トJ及び「東部インドネシア地域資源に立脚した肉

牛開発計画プロジェクトj が位置ーづけられた。

@技術協力プロジェクト「地域資源利用型酪農適正

技術普及プロジェクトJ(04-07年)

1)実施 機関

西ジャワ州畜産局(西ジャワ州バンドン)

2)自的

地域資源に立脚した酪農振興を困るため，チコレ

酪農研修センターにおける「酪農技術改善計四Jの

成果を活用して，間ジャワ州以外の対象地域を含め

て酪農の飼料・飼養管理技術を普及

3)協力内容

・「酪農技術改善計画Jの成果を活用し， 5州、19地域

を対象として，①チコレ酪農研修センターにおい

て，地域資源を利用した酪農の飼料・飼養管理技

術普及に係る研修プログラムの改定，②地域資源

を利用した酪農の飼料・飼養管理技術の指導員研

修 (TOT)の実施，③TOTを踏まえた，対象地域

における農民グループへの研修を実施

-これまでの協力成果によるイ側のリソースを最大

隈活用し，日本側の投入をできるだけ抑えた新し

いタイプのプロジェクト。現地のナショナル・コー

ディネーターをプロジェクトで雇用し，日本から

は短期専門家の派遣で実施

写真 3 ターゲットエリアにおけるデモ研修

(4)ポジション・ペーパーに基づく協力

2008年に作成された「農令水産業ポジ、ンョン・ベー

パーJでは，貧国削減と社会開発を目的として，市

場経済化及び地方分権化の中で，競争力のある農水

産業開発を目指すイ政府の政策を支援することが

協力の基本方針として定められた。また，農水産業

分野の協力の優先課題として，①食料安定供給のた

めの政策・制度改善及び生産支援と，②地域経済及

び国際市場を結ぶ流通改善/農水産物競争力強化が

位置づけられている。一方，世界的な脅威となった

鳥インフルエンザ対ー策については，緊急課題として，

各ドナーと密な連携を図りながら迅速な成果が得

られるように柔軟に取り組むこととなっている。ま

た， 10年以降は次期中期計画に従った農水産業政策

が講じられるため，将来的な協力対象分野の検討に

当たっては本中期計画に配慮することとなってい

る。

斎産は，①斎産振興を核とする地域開発の観点か

らの支援，②鳥インフルエンザ防庄の観点からの支

援に位置づけられている。①の支援として，技術協

力プロジェクト「東部インドネシア地域資源に立脚

した肉牛開発計画J及び向「乳牛生産病対策改善計

画Jが，②の支援として，無償資金協力「鳥インフ

ノレエンザ等重要家畜疾病診断施設整備計調j及び技

術協力プロジェクト「鳥インフノレエンザに係るワク

チン対策改善計画」が実施されている。

⑧技術協力プロジェクト「東部インドネシア地域資

源に立脚した肉牛開発計箇プロジェクトJ(06-

11年)

1)実施機関

西ヌサテンガラ州畜産局(商ヌサテンガラ州マグ

ラム)

2)問的

西ヌサテンガラチ卜!の小規機農家を対象とし，厳し

い環境に強く，繁殖性も優れた在来種パリ牛の特性

と傾斜地などの未利用地を最大限活用することに

より，肉牛生産を通じた小規模農家の所得向上を目

的

3)協力概要

・プロジェクト活動として，①西ヌサテンガラ1'i'1で

土地の制約があるロンボク島，比較的広い土地が

あるスンパワ島それぞれに適した肉牛生産の方式

( Iロンボク方式J，スンパワ方式J)の確立

のための技術開発，②「ロンボク方式J，スン

パワ方式j を小規模農家に普及するための体制整
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備，③「ロンボク方式J，スンパワ方式j のプ

ロジェクト対象地域の小規模農家への普及を予定

・これまでに，①ノくニュムレック，セラディンの各

種審・飼料生産牧場において肉牛生産の課題に対

応した技術的解決策を検討，②4つの朗養タイプ毎

のモデル農家グループ。を 4係各 lグ、ループ。ずつ選

定し，継続的な技術指導を実施，③「ロンボク方

式」及び「スンパワ方式j の技術マニュアノレを作

成するとともに TOTやデモ研修を開催，④4県各

10グ、ノレープずつ計 40のパイロット農家グ、ノレープ

を選定し，普及活動を円滑に推進するための

フィールドオフィサーを各県に配置するなどの活

動を実施

パイロット農家グルーフ。の活動を支援するため，

08年に貧困農民支援無償資金協力の見返り資金

(2KR-CF)を活用したプロジェクトを実施

写真 4 スンパワ県の肉牛農家グ、ルーフ。

@技術協力プロジェクト「乳牛生産

病対策改善計画 J (08-11年)

1)実施機関

西ジャワチ卜1

2)巨 的

(西ジャワ州バンドン)

チコレ酪農研修センターを活用し，酪農の現場で

乳牛の乳房炎，繁殖障害など生産代謝病にかかる適

切な診断・治療体制在確立

3)協力概要

ジャワ島のみならず酪農を振興する全閣8州23地

域を対象として，乳牛の生産代謝病に係る診断・

治療技術の改善を図るため，チコレにおける臨床

獣医技術者を対象とした TOTの開催，ターゲット

エリアにおけるデモ研修やワークショップの開催

などを実施

-長期日本人専門家を配置せず，現地のナショナ

ノレ・コーディネーターを中心としたフ。ロジェクト

運営を実施

写真 5 チコレにおける TOTの実習

@無償資金協力「鳥インフルヱンザ等重要家畜疾病

診断施設整備計画J(07-08年度)

1)実施機関

DICスパン(西、ジャワ州スパン)， DICメダン(北

スマトラチトMダン)及びDICランプン(ランプン州

パンダ、ノレランプン)

2)自的

鳥インフルエンザ等の危険な病原体を安全に取

り扱うとともに，感染拡大防止のための措設が早期

に実施できるよう，鳥インフルエンザ等重要家畜疾

病に対する国立家畜疾病診断センター (DIC)の診

斯能力を向上

3)協力概要

-無償資金協力(17億 8千万円)により，西ジャワ

州スパンに鳥インフルエンザを含む重要芸家畜疾病

の診断が可能な DICを新設するとともに，鳥イン

フルエンザの診断が可能となるよう， DICメダン

及び DICランプンの施設を改修したほか，関係

DICのスタッフを対象として，バイオセイフティ

レベル(BSL)2以上の病原体を適切に扱うための

研修を実施

-本協力により， BSL2 (対ー応可能な病原菌:鳥イン

フルエンザ，狂犬病等)の診断が可能となり，ま

た，イ国で飼育されている鶏の約 7割にあたる 13

億羽が集中するジャワ島において，今回の協力で



90 資産の研究 第 64巻

新たに lカ所の DICが整備されたことにより，疾

病診断能力がほぼ 2倍に向上

.09年 8月 15日に商ジャワ州スパンにて，イ国アン

トン農業大臣及び塩尻駐インドネシア国大使，坂

本 JICAインドネシア事務所長の出席のもと，開所

式を開催

3 

写真 6 無{良資金協力で新設された DICスパン

⑮技術協力プロジェクト「鳥インフルエンザに係る

ワクチン対策改善計画J(07-09年)

1)実施 機関

国立動物医薬品検査所(西ジャワ州ボゴール)

2)目的

全国の DIC等の職員のモニタリング技術の向上，

一般モニタリングの質的改善，モニタリングに有益

な新技術の導入等の活動によるワクチン対策の改

第 1号 (20 1 0年)

3)協力概要

活動内容は，①DIC職員のワクチンモニタリング

に係る技術強化と標準化，②現行ワクチン対策に

おけるアクティブサーベイランスの一般モニタリ

ング実施体制の強化，③ワクチン対策に導入する

新しい技術の有用性の実証評価など

-これまでに約 150人の DIC及び州・!系の家者疾病

診断ラボ職員に対し研修を実施

3. 今 後 の 畜 産 協 力 の 方 向

(1)牛肉の自給率向上

アジア経済危機の際に飼料価格が高騰し，輪入依

存型斎産が深刻な状況に陥ったこと，また，近年，

肥育用素牛の輸入が大幅に増加していることを考

慮し，今後増大する省産物の需要に応えるためには，

地域経済の活性化，貧盟対策の観点とともに，小規

模農家を対象とした地域資掠に立脚した畜産振興

が重要と考えられる。

とくに，牛肉など肉類は高い消費の伸び率が予想、

され，需要に応じた生産の拡大が必要である。一方，

肉類の生産拡大に当たっては，豚肉は宗教上の問題

から，鶏肉は輸入に依存した飼料構造から，それぞ

れ生産拡大に制約があり，地域資源を活用した牛肉

の生蔑拡大が最も合理的と考えられる。牛肉の一人

当たり消費量は lキロ程度で日本の1/5以下と少な

く，今後も消費の伸びが期待される。 2009年 10月

に発足したばかりのユドヨノ政権において，牛肉の

自給率向上は公約事項の一つであるが，未だ技術面

のみならず政策・制度も不十分な面がある。

表 6 インドネシアにおける畜産協力主要案件

ぷi通認泌脇島…
1 望~~富衛生改善計画
2動物医薬品検定計画
3家畜人工受精セン宇一強化計画
H苦幾技術改蕃計阻
5言語蛮人工授精ゼン手一強化計額(AlC)
語T繭 J扇手i肩君主重喜怒適正技術議及プ必ジェヴト

… n草書pシド半円五百磁給綴了こ主主『し友両手閥「錦十面プロジェイi~
8インド才、シア，軽自インフルエンザに係るワクチン対策改蕃計画
91ンドヰシデ手L半生産(街対栄己主審計画 一

Y露五物亙芸品添樹脂自画一
1-3 ¥t言語衛生二重遊説言語機材整E露首千函 一 一ー一一一一一

議干ンラij[.-I:/ザ言語亙妥!家畜涙7首診断続設整備計爾
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酪農振興

fo::: 0) 無償資金協力

ぐ〉技プロ(実施済制

緩翠診技プロ(実施中)

第三国研修

際霊童新規要請

図 3 インドネシアにおける畜産協力の概要 資料 :nCA専門家資料より

「東部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開

発計画」が 06年 11月から実施されている。イ国の

重要政策である「牛肉の自給率向上」を達成するた

め，今後，中央政府(畜産総局)と連携の上，プロ

ジェクド成果を西ヌサテンガラ州のみならず，関係

他州へ波及させていく方策の検討も必要であろう。

(2)家畜改良増殖の推進

イ国では極端な地方分権化が進み，本来，全国的

な視点に立った施策が必要な家畜改良の現場が混

乱し，適切な実施体制が確立できていないことから，

遺伝的に不良な形質を有する家畜の流通，血統が不

明な雌牛の増加等のさまざまな障害が生じている。

肉牛は飼養頭数が増加しているものの一頭当たり

生産量が減少し，牛肉生産量は伸び悩んでいる。ま

に乳牛は国内で必要な種膏の確保が難しいことか

ら，オーストラリアやニュージーランドからの輸入

で補われている現状にある。

一方，受精卵移植技術等の新技術を活用すれば，

従来の育種手法を比べて優良な種畜の効率的な増

産が可能となり，これらを凍結精液の供給あるいは

自然交配用の種雄牛として活用することで，一般農

家の飼養する家畜の生産性を効果的かっ低コスト

に高めることが期待される。イ国では， 94年から 3

年間にわたり，日本の協力により「家畜繁殖パイテ

ク実用化計画J (ミニプロ)が実施された。本協力

の成果を活用し，今後，受精卵移植を使った全国的

な家畜の育種改良体制の構築を図り，一般農家への

優良種畜の供給体制を整備することが重要である。

また， 09年 5月に制定された新「畜産開発・家畜

衛生法Jにおいて，登録種畜の利用促進による家畜

改良増殖の推進が盛り込まれている。生産性・品質

の向上のためには家畜の改良増殖が重要であるが，

家畜の血統，繁殖性，産肉性等に関するデータに基

づく優良牛繁殖のための仕組みが全くない。このた

め，畜産総局では，全国的な家畜改良増殖の推進を

図るため，在来種の肉牛(パリ種及びオンゴール種)

を対象とした種畜登録制度の導入に着手したとこ

ろであるが，同制度の導入に当たり，わが国のノウ

ハウが期待されている。
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(3)鳥インフルエンザ等の重要家畜

疾病 対策

イ国における高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)

は，死亡羽数は減少しているものの発生件数は庭先

養鶏を中心に発生が継続しており，人への感染例も

140例を越えインドネシア発のパンデミック流行が

懸念されている。本年，メキシコで発生した新型イ

ンフノレエンザ(H1Nl)の感染が瞬く聞に世界中に広

がったが， HPAIが同様なパンデミックを引き起こ

せば人聞の安全保障」に甚大な影響を及ぼすこ

とは明らかであり，何としても家禽での HPAIの封

じ込め及び撲滅対策に万全を期す必要がある。

イ国では 05年 12月に「烏インフルエンザ防圧と

インフノレエンザの流行を防御するための国家戦略

計画Jが策定され，現在，第2次「国家戦略ワーク

プランJ (09-11年)に基づき，鳥インフノレエンザ

の撲滅対策が実施されている。この対策に対しては，

日本を始め FAO，オーストラリア，ドイツなど他の

ドナーも支援を実施しているところであるが，イ国

のみならず各ドナーの支援内容について計画段階

だけではなく，実際に支援が実施される段階でもそ

の成果を確認・調整しつつ，効率的な鳥インフノレエ

ンザの撲滅対策の実施が重要である。

鳥インフルエンザを始めとする狂犬病，ブルセラ

病など人畜共通伝染病対策は人聞の安全保障」

からも緊急かつ重要な課題である。イ国では地方分

権化の影響で，家畜衛生行政においても中央政府に

よる州や県のコントローノレが難しくなっている。地

方分権化が進む中，①政策や技術が中央→州、I(県)

→現場と流れ，②地域の実情に応じたフィールド活

動が行われ，③情報やサンブ。ノレが現場→州(県)→

中央とスムーズに流れるよう，中央及び地方の関係

機関が緊密に連携した地域家畜衛生システムの構

築が重要である。

このような中，わが国は， 07~09 年に「烏インフ

ノレエンザ等重要家畜疾病診断施設整備計画jを実施

し，烏インフルエンザ等の重要家畜疾病診断を安全

にかつ迅速に行うための家畜衛生ラボの整備を

図った。本年度，本協力で整備された家畜衛生ラボ

の施設・機材を有効活用していくため，地方分権化

の下，州、|や県といった地方との協力・連携の強化，

関係ラボの人材育成等を目的とした技術協力プロ

ジェクト「家畜衛生ラボ能力向上及び地方家畜衛生

システム整備計画J (仮称)がわが国へ要請された

ところである。

(4)これからの畜産協力の進め方

新「畜産開発・家畜衛生法Jの内容を踏まえ，次

期「畜産開発中期計画」が間もなく策定予定である

が，食糧安全保障の観点から輸入に依存しない「地

域資源に立脚した畜産振興」と「畜産開発を通じた

貧困削減とアグリビジネスの育成Jが大きなテーマ

になると予想される。本計画の確実かっ円滑な実施

が課題となり，今後の協力対象分野の検討に当たっ

ては本中期計画に配慮することが重要となる。

このような新たな法律や計画を有効かっ迅速に

実行する上で，同様に地方分権化を推進し，全国的

DIC (国) -病気の最終診断
・発生情報の提供
.防除方法の指導

Aタイプ家畜衛生ラボ(州)

Bタイプ家畜衛生ラボ(県)

-病気の一次診断
・発生地域の把握
.サンプノレの送付

-病性鑑定
・発生情報の提供
.サンプルの採取

生産現場(農家、獣医師、コマーシャル・セクター)

図4 地方分権化における家畜衛生体制のイメージ 資料:JICA専門家資料より



布野:インドネシアにおける畜産協力

表 7 畜産開発における課題と対応策

課題

家畜の飼料が不足している(特に乾季)

優良な家畜(種畜)が不足している

家畜の病気が多い

小規模農家への生産支援が不十分である

資料:jICA専門家資料より

対応策

地域に適した牧草の導入・選抜と優良種子の供給

農業副産物等の未利用資源の飼料化

未利用地を活用した草地改良

乾期の飼料確保のための飼料調製技術の開発

ET(受精卵移植)を活用した家畜改良増殖の推進

家畜登録制度の導入

優良種畜の増殖・配布体制の整備

乳牛後代検定の全国展開

地方分権化における凍結精液の製造・流通体制の確立

烏インフルエンザを始めとする人畜共通伝染病対策

地方分権化における家畜衛生システムの強化

食肉処理場や牛乳加工施設の整備等による獣医公衆衛生の強化

ワクチン等動物医薬品の生産と流通体制の強化

種畜，牧草種子等の供与を農家へ行う公共牧場の整備

畜産農家グループの育成

酪農協， NGO等民間活力を利用した普及体制の強化

マイクロ・クレジットの活用等による資金貸付

93 

な種畜改良システムや全頭を対象とした牛のト

レーサビリティーの導入，地方政府との連携の下で

の烏インフルエンザ対策の効果的な実施等補助

事業の実施」から「政策・制度への転換Jを図って

きたわが国のノウハウや技術の活用は有用である

と考えられる。

これまで畜産開発の推進に当たっては，中央政府

が政策を策定するとともにインプット(予算，技術

等)も地方へ提供してきたが，地方分権化により中

央，地方の役割分担を明確にした政策転換が図られ

ている。したがって，協力に当たっては，中央レベ

ノレの機関を対象としたこれまでの協力から，地域の

政策の立案・実施の中心的役割を担っている州や県

など地方レベルの機関を中心とした，あるいは中央

と地方の両方と連携した協力が今まで以上に重要

になっている。

一方，イ国は，タイやマレーシアのように，遠く

ない将来， IODA卒業国」になると言われている。

畜産分野でも，現地スタッフの活用による過去のプ

ロジェクトの成果普及を行う新しいタイプの技術

協力プロジェクト(I地域資源利用型酪農適正技術

普及プロジェクト」や「乳牛生産病対策改善計画J) 

が実施されている。また，わが国が実施した家畜繁

殖分野の技術協力の成果を畜産の発展が見込まれ

るアフリカや東南アジア諸国の技術者に対して，途

上国の目線で技術移転する第 3国研修「牛人工授精

研修」が農村開発手法のプログラムを加えて新たに

要請されている。過去の協力成果を活用し，少ない

投入量で多大な成果を抑える手法の積極的な活用

を検討することも，イ国の技術協力の卒業に向けて

重要であろう。
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