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写真 

  
免疫研究センター（IRC）の入っている建物    プロジェクトで購入した資機材 

[ 獣医学研究所（IVM）] 

  

        実験室           ウランバートル市獣医ラボラトリー 
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略語表 

略語 正式名称 和訳 

C/P Counterpart カウンターパート 

IRC Immunological Research Center 免疫学研究センター 

IVM Institute of Veterinary Medicine モンゴル農業大学獣医学研究所 

MSUA Mongolian State University of 

Agriculture 

モンゴル農業大学 

MECS Ministry of Education, Culture and 

Science 

教育文化科学省 

VAB-MFAL Department of Veterinary and Animal 

Breeding,  

Ministry of Food, Agriculture and Light 

industries 

食糧・農牧業・軽工業省 

獣医繁殖庁1 

OIE Office International des Epizooties 国際獣疫局 

XIAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機構 

AGID Agar Gel Immunodiffusion 寒天ゲル内沈降反応 

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay 酵素標識抗体吸着試験 

IFAT Indirect Immunofluoresence Assay 間接蛍光抗体法 

PCR Polymerase Chain Reaction 目的の遺伝子を増幅する方法 

PCM Project Cycle Management プロジェクトサイクルマネージメン

ト 

PDM Project Design Matrix プロジェクトデザインマトリックス 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1省庁改編が行われ、旧食糧農牧省獣医局が新たに大臣直属の獣医繁殖庁となった。この獣医繁殖庁がウラ

ンバートル市、県・郡の地方獣医ラボラトリーを管轄している。 
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3.1 案件別評価調査の概要 
3.1.1 プロジェクトの背景 

モンゴル国（以下、「モンゴル」と記す）においては、農牧業が GDP 及び産業別雇用

に占める比率が各々30％及び 40％と高く、農牧産物及び農牧製品の輸出は、輸出総額

の約 4 割を占めている。1980 年代半ばから行われてきた経済改革のなかでも、農牧業

分野の成長は有望視されており、今後は付加価値のある農牧産物の輸出拡大をめざし

ていることから、家畜疾病対策・管理が重要な課題となっている。 

一方、モンゴル唯一の獣医学教育・研究機関であり、家畜疾病の調査・診断及びワク

チンの開発等の業務を担っているモンゴル農業大学獣医学研究所（ Institute of 

Veterinary Medicine：IVM）では、市場経済移行後、国外からの新たな情報が途絶え、

研究所内の技術が停滞したため、公的家畜衛生サービスの低下が深刻な問題となって

いた。その結果、家畜の重要疾病の蔓延の危険性が増大し、畜産物の増産計画の障害

となることが危惧されていた。 

このような背景の下、1996 年 1 月、モンゴル政府は、家畜感染症の診断技術を向上さ

せることにより、家畜生産における損耗を 小限にとどめ、農牧民所得の向上、食糧

増産及び外貨獲得に寄与することを目的としたプロジェクト方式技術協力を我が国

に要請した。 

 

3.1.2 プロジェクトの概要 

本対象プロジェクトの PDM は添付資料に収録している。以下、プロジェクトの概要

と投入実績を示す。 

 

上位目標 モンゴルの家畜疾病診断技術が改善される。 

プロジェクト目標 基礎および応用研究活動を通じて、感染症診断技術に関する免疫学的および

免疫病理学的研究が強化される。 

アウトプット 1) 獣医学研究所および獣医学部の研究職員が動物感染症の免疫学的診断法

に関する基礎および応用研究技術を獲得する。 

2) 選定された感染症の免疫学的診断法に関する研究技術が導入確立される。

3) 研究室運営および研究環境が改善される。 

4) 免疫学的診断法の野外応用試験方法が改善される。 

投入（終了時評価

時点） 

日本側： 

 長期専門家派遣    ：10 名 

 短期専門家派遣    ：38 名 

 専門家派遣 計    ：48 名（449,901 千円） 

 研修員受入      ：22 名（41,900 千円） 
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 機材供与       ：205,640 千円 

 ローカルコスト負担  ：64,118 千円 

 調査団派遣      ：19,593 千円 

 合計         ：781,152 千円 

モンゴル側： 

 カウンターパート配置 ：41 名 

 土地・施設提供    ：IVM 

 ローカルコスト負担（光熱費、実験小動物舎の改修等） 

  ：147,950 千トゥグルグ（約 14,795 千円） 

 

3.1.3 事後評価調査の目的 

本事後評価は「家畜感染症診断技術改善計画」を評価対象とし、国民への説明責任を

果たすために案件を評価すること、また JICA 事業の改善を図るため評価結果を基に

案件実施にかかる教訓を導き出し、フィードバックすることを目的としている。 

 

3.1.4 評価調査範囲 

本評価調査の対象範囲は下表の通りである。 

 

評価調査の対象範囲 

案件名 モンゴル国家畜感染症診断技術改善計画 

協力期間 1997 年 7 月 1 日－2002 年 6 月 30 日 

主な調査先 モンゴル農業大学獣医学研究所 

モンゴル農業大学獣医学部 

教育文化科学省 

食糧・農牧業・軽工業省獣医繁殖庁 

中央獣医ラボラトリー 

ウランバートル市獣医ラボラトリー／上記 6 機関ともにウランバートル 

Tuv 県獣医ラボラトリー／Tuv 県 

 

3.1.5 評価調査の制約 

C/P 機関とのファーストコンタクト等を JICA モンゴル事務所に行っていただいたこ

と、C/P 機関も評価調査に協力的であったこと等により予定通り調査が行われ、評価

調査の制約は特にない。 

 

3.1.6 評価調査団の構成 

本評価の現地調査は以下のメンバーにより実施された。 
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氏名 担当 所属先 

伊藤 美保 農漁村開発評価２ インテムコンサルティング㈱ 

Narantsatsral 

Sandagdorj 

現地調査補助・通訳 フリーランス 

 

3.1.7 評価調査日程 

日順 作業内容
1 5月17日 日 成田⇒ウランバートル
2 5月18日 月 10:00 12:00 現地傭人との打ち合わせ

14:30 15:30 JICAモンゴル事務所次長表敬、現地調査計画の説明、日程確認
3 5月19日 火 10:00 12:00 教育文化科学省表敬、現地調査計画の説明、インタビュー

14:00 15:00 食糧・農牧業・軽工業省獣医繁殖庁表敬、現地調査計画の説明
4 5月20日 水 9:30 11:00 農業大学学長、副学長表敬、現地調査計画の説明、インタビュー

11:00 12:00 農業大学獣医学部長表敬、現地調査計画の説明、インタビュー
12:30 13:40 食糧・農牧業・軽工業省獣医繁殖庁インタビュー

5 5月21日 木 9:30 10:30 獣医学研究所（IVM）所長表敬、現地調査計画の説明、インタビュー
10:45 12:50 獣医学研究所CPとのインタビュー
15:00 16:00 細菌学研究室インタビュー・視察
16:00 17:00 病理学研究室インタビュー・視察

6 5月22日 金 9:30 10:30 ヴィルス学研究室インタビュー・視察
10:40 12:00 原虫病研究室インタビュー・視察
12:00 13:00 分子遺伝子研究室インタビュー・視察
14:00 18:30 現地国内研修視察・インタビュー（IVMにて)

7 5月23日 土 データ・情報分析、資料整理
8 5月24日 日 データ・情報分析、資料整理
9 5月25日 月 9:30 13:30 中央獣医ラボラトリー長・職員へインタビュー、施設内視察

10 5月26日 火 9:30 10:40 ウランバートル市獣医ラボラトリー長へインタビュー
10:50 12:30 ウランバートル市獣医ラボラトリー職員へインタビュー・施設内視察
14:30 15:00 農業大学獣医学部教授へインタビュー

11 5月27日 水 10:20 13:00 Tuv県獣医ラボラトリー長・職員へインタビュー、施設内視察
12 5月28日 木 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ

13 5月29日 金 10:00 11:10
農業大学および獣医学研究所へ現地調査結果報告・事実確認・
コメント受領

14:00 15:00 分子遺伝子研究室インタビュー
14 5月30日 土 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
15 5月31日 日 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
16 6月1日 月 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
17 6月2日 火 14:00 15:00 食糧・農牧業・軽工業省獣医繁殖庁調査結果報告

16:00 17:00 教育文化科学省調査結果報告
18 6月3日 水 10:00 11:20 JICAモンゴル事務所長へ現地調査結果報告
19 6月4日 木 ウランバートル⇒成田

日付 時間

 

 

3.2 評価方法 
3.2.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

対象案件の実績、評価 5 項目ごとの評価設問と評価指標、情報源、データ収集方法、

調査手法については添付資料の評価グリッドを参照。 

終了時評価調査では 2002 年 4 月 4 日改訂の PDMe に基づいて評価が行われたが、こ

のプロジェクトには 2002 年 3 月 28 日改訂の PDM も存在する。JICA モンゴル事務所

と評価部が関係者と検討した結果、今回の事後評価調査では 2002 年 3 月 28 日改訂の
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PDM に基づいて評価を行うこととする。 

 

3.2.2 評価手法 

本評価の評価手法として以下の方法を採用した。 

 

評価方法 実施内容 

資料レビュー 事前準備では、事前評価、中間評価、終了時評価の報告書、

プロジェクト事業完了報告書のレビューを行った。現地調

査では、畜産分野のモンゴル国開発計画、IVM の組織図、

人員配置、予算表等の資料レビューを行った。 

実施機関・関係機関へ

の質問紙調査 

本プロジェクトの実施機関である IVM に対して質問票を

作成し、その回答の内容について確認・精査を行った。 

実施機関・関係機関へ

のインタビュー調査 

本プロジェクトの実施機関である IVM、監督機関であるモ

ンゴル農業大学、科学技術教育文化省、プロジェクトで得

られた診断技術を現場に普及するために重要な機関である

食糧・農牧業・軽工業省獣医繁殖庁、中央・地方獣医ラボ

ラトリーに対しインタビューを行った。面談者リストは添

付資料 3-2 の通り。 

機材・施設の視察 プロジェクトで調達され IVM 内に設置された機材、施設の

活用状況、維持管理状況を確認するため現場視察を行った。

 

3.2.3 評価のプロセス 

本評価のプロセスは以下の通りであった。 

 

評価のプロセス 実施内容 

事前準備 2009 年 3 月から 4 月にかけて、プロジェクトに関する事前

評価、中間評価、終了時評価の報告書、プロジェクト事業

完了報告書のレビューを行い、事後評価実施のための評価

グリッド等を含むインセプションレポート、現地調査資料

の作成を行った。 

現地調査 2009 年 5 月 17 日から 6 月 4 日にかけて、現地調査を実施

した。現地調査では、本プロジェクトの実施機関である

IVM、監督機関であるモンゴル農業大学、科学技術教育文

化省、プロジェクトで得られた診断技術を現場に普及する

ために重要な機関である食糧・農牧業・軽工業省獣医繁殖

庁、中央・地方獣医ラボラトリーに対し、質問紙調査、イ
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ンタビュー調査、視察、資料レビューを通じて、プロジェ

クトの実績確認、評価 5 項目に従って作成した評価グリッ

ドを軸に調査を実施した。現地調査の 終段階で、調査結

果を取りまとめ、先方関係機関による記載内容の事実確認、

コメントを取り付け、JICA 事務所に報告を行った。 

国内分析 2009 年 6 月から 7 月にかけて現地調査を通じて収集した資

料の分析及び評価調査報告書の作成を行った。また別途、

評点付けガイドラインに基づき対象案件の評点付けを行っ

た。 

 

3.3 プロジェクト実績の検証 
3.3.1 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標「基礎および応用研究活動を通じて、感染症診断技術に関する免疫

学的および免疫病理学的研究が強化される。」の達成状況を調査した結果、終了時評

価時点と事後評価時点では以下の通りであった。 

 

終了時評価時点達成度（2002 年 4 月） 事後評価時点達成度（2009 年 5 月） 

指標 1：免疫学研究センターで確立された診断技術 

IRC において、ウイルス、細菌、原虫の感染症

に係る技術が確立され、多くの免疫学的・組織

病理学的診断技術が開発された。 

確立された診断技術については、病原体の培養、

病原体の精製、抗原物質の精製、ポリクローナ

ルおよびモノクローナル抗体の作製、ウイル

ス・細菌・原虫感染症の診断技術があげられる。

プロジェクトで確立された診断技術は、プロジ

ェクト終了後様々な感染症に応用されている。

AGID, ELISA, IFAT に加え、プロジェクト終了後

に導入された診断技術は、PCR システムと分子

レベルの診断技術があげられる。2007 年に新し

く分子遺伝子研究室が設立され、サンプルを分

子レベルで診断することが可能となった。また、

ワクチン、治療薬、診断キットの製造も IVM で

行われるようになった。 

指標 2：実施中研究課題のレベル、質、適切さ 

2001 年に開催した国際シンポジウムでも、現在

の研究のレベルと質は、国際水準からみて適当

なものとなっていることが明らかになった。 

IVM は国家診断基準の認定を 2006 年から 2010

年まで取得した。これは IVM の診断が国家診断

として認定されることであり、IVM の技術・人

材・機材が認められ、IVM のステイタスがモン

ゴルの獣医分野の中で確立しているといえる。

指標 3：研究発表の数と質 

C/P は、合同評価報告書の ANNEX11 に見られ

るように、多数の出版物を刊行している。 

IVM では、プロジェクト終了後多数の出版物を

刊行している。 
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1. 細菌分野： 

国内・国際シンポジウムでのレポート 18 部と

獣医ジャーナル 3 部 

2. 原虫学分野： 

ジャーナルレポート 6 部とシンポジウムでの

レポート 6 部 

3. ウイルス学分野： 

ジャーナルレポート 1 部とシンポジウムでの

レポート 6 部 

4. 病理学分野： 

国内・国際シンポジウムでのレポート 4 部 

5. 地域の研究ラボラトリーと地方獣医サービ

スの職員のために開催された講義・実習 25 講

1. 細菌分野： 

国内・国際シンポジウムでのレポート、獣医

ジャーナル等、出版された科学論文 30 部 

国内・国際シンポジウム、フォーラム、セミ

ナー、国際協議会等での発表 36 

2. 原虫学分野： 

国内・国際シンポジウムでのレポート、獣医

ジャーナル等、出版された科学論文と、国内・

国際シンポジウム、フォーラム、セミナー、

国際協議会等での発表合わせて 83 

研究レポート 4 部 

テクニカルドキュメント 26 部 

3. ウイルス学分野： 

獣医ジャーナル等、出版された科学論文と、

国際協議会等での発表合わせて 9 

4. 病理学分野： 

国内・国際シンポジウムでのレポート、獣医

ジャーナル等、出版された科学論文 20 部 

国内・国際シンポジウム、セミナー、協議会

等での発表 12 

5. 分子遺伝学分野： 

 協議会でのレポート、獣医ジャーナル、農業

科学ジャーナル等、出版された科学論文 13 部

6. プロジェクト終了後、地方獣医ラボラトリー

と地方獣医サービスの職員のために開催され

た研修、計 31 回（2009 年 7 月までに計 32 回）

指標 4：免疫診断技術の野外応用試験結果 

中間評価の提言に従い、診断技術の野外応用試

験が実施された。 

1. ウイルス感染症：AGID test with FLK strain が

確立され、対照実験で使用されている。 

2. 細菌感染症： 

2-1. 鼻疽（ひそ）病のテストが適用され、陽性

率は 14%（1,120 サンプル中 157）であった。 

2-2. AGID テストで、免疫牛が細菌懸濁液で陰

性、AGID テストの ni 血清で陽性であることが

プロジェクト終了後も野外応用試験が実施さ

れ、ワクチン、治療薬、診断キットの製造に寄

与している。 

1. ブルセラ病の AGID テスト 

2. 白血病の AGID テスト 

上記 2 つは抗原が分離されたため、診断キット

の製造を予定している。 

3. 牛パスツレラ病は抗原が分離されたため、ワ

クチンの製造を予定している。 
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明らかになった。 

2-3. Yersiniasis の診断研究が進行中である。 

3. 原虫感染症：テストは現在進行中である。 

 

3.3.2 上位目標の達成状況 

終了時評価調査では 2002 年 4 月 4 日改訂の PDMe に基づいて評価が行われ、上位目

標は「家畜感染症の診断技術の改善を通じて牧畜業が発展する」であった。このプロ

ジェクトには 2002 年 3 月 28 日改訂の PDM も存在するため、JICA モンゴル事務所と

評価部が関係者と検討した結果、今回の事後評価調査では 2002 年 3 月 28 日改訂の

PDM に基づいて評価を行うこととなった。よって今回の事後評価では、2002 年 3 月

28 日改訂の PDM の上位目標である「モンゴルの家畜疾病診断技術が改善される」の

達成状況を調査した結果、以下の通りであった。 

 

終了時評価時点達成度（2002 年 4 月） 

「家畜感染症の診断技術の改善を通じて牧畜業が発展する」 

指標 1：質の良い畜産物の生産量が増加する 

上位目標とプロジェクト目標との間に乖離が大きく、プロジェクト目標である基礎、および応用研

究を通じて感染症の診断技術に関する免疫、および免疫病理学的研究の強化が達成されても、上位

目標につながるためには他の多くの課題に取り組む必要がある。 

 

事後評価時点達成度（2009 年 5 月） 

「モンゴルの家畜疾病診断技術が改善される」 

指標 1：中央および地方の診断ラボで使用されている診断技術の種類 

① 中央獣医ラボラトリーでは、2003 年から ELISA, IFAT, PCR、現在では AGID, ELISA, IFAT, PCR

の診断技術が使用されている。中央獣医ラボラトリーでの診断技術の向上を示す例をあげると、

2002 年に発生した口蹄疫の診断は、1. CFTest 2. ELISA 3. PCR test 4. 特殊型を区別するための別

タイプの ELISA 5. 口蹄疫の抗原の配列によるテスト（国際レベル）へと、診断技術が向上して

いる。 

② ウランバートル市獣医ラボラトリーでは、2005 年以降 AGID, ELISA, IFAT の診断技術が使用

されている。CFT, AT については、以前はマクロレベルの診断しかできなかったが今はミクロレ

ベルの診断が可能になった。 

③ Tuv 県獣医ラボラトリーでは、CFT, AT, Rose-Bengal test, Milk Ring test, 口蹄疫と鳥インフルエ

ンザの Rapid test の診断技術が使用されているのみであるが、職員は JICA 等の研修を数多く受

講しており、機材がそろえば AGID, ELISA, IFAT の診断が可能であるとのことであった。 

 

中央および地方の診断ラボラトリーで使用されている診断技術は、それぞれのラボラトリーで向
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上してきているが、依然としてTuv県とSelenge県では浄水器などの必要な機材や設備が整っていな

いこと、22 県中 14 県はELISA、8 県はIFAT2の診断機器が整っていないことから昔ながらの診断技

術を使用しており、地方獣医ラボラトリーへの診断技術の普及に関してはまだ改善の余地が残され

ている。 

指標 2：感染症診断マニュアルの整備状況 

IVM の細菌学、病理学ラボラトリーから国家診断基準として登録された診断技術が計 21 あり、

それらはマニュアルとして出版されている。また、IVM の細菌学、病理学、ウイルス学、原虫学

ラボラトリーから、大学や関係機関で使用される本が 23 冊、ワクチンや診断キットなどの使用マ

ニュアルが 100 冊出版されており、感染症診断マニュアルの整備状況は進んでいると言える。 

 細菌学分野 原虫学分野 ウイルス学分野 病理学分野 合計

国家診断基準として登録さ

れた診断技術マニュアル 

15   6 21 

大学や関係機関で使用され

る本 

7 5 7 4 23 

ワクチンや診断キット等の

使用マニュアル 

25 29 36 10 100 

一般の人への感染症予防に

関する注意書 

2    2 

合計 49 34 43 20 146 

上記マニュアルの使用・普及状況について、国家診断基準として登録された診断技術計 21 のマ

ニュアルは、獣医繁殖庁をはじめ広く関係機関に紹介され使用されている。23 冊の本も主に大学

の講義等で使用されている。特に病理学ラボラトリーが作成したカラーアトラスは 2004 年と 2006

年に 2 度改訂され、大学や図書館、関係機関に広く普及している。 

指標 3：診断結果記録および疾病発生報告の状況 

診断結果記録については、郡の獣医センターからのレポートが県の獣医ラボラトリーへ、県の獣

医ラボラトリーからのレポートが獣医繁殖庁へ、1 年に 4 回書類または Email で提出されている。

335 郡 22 県から四半期ごとに提出される報告書をもとに、獣医繁殖庁がどのワクチンをバイオコ

ンビナートと IVM に注文するかを決定するなど、感染症対策の活動を行うため、また政策を策定

するためにも活用されている。 

疾病発生報告の状況については、連絡経路と対処方法が確立していることがあげられる。郡⇔県

⇔獣医繁殖庁の間の連絡経路は機能しており、疾病発生報告は書類や Email、または電話で行われ

ている。重要疾病発生の報告があった場合は、獣医繁殖庁が関係機関（Mongolian department earnest 

situation や State proficiency testing department）と連携しながら、郡⇔県⇔獣医繁殖庁の間の連絡経

                                      
2 ELISA、IFAT の診断機器が整っていない県の数は、中央獣医ラボラトリーでのインタビューで得た情報

を記載した。 
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路を使って、いつどこで疾病が発生したのか原因を探るとともに、疾病の対処方法を指示している。

但し、各郡・県から提出された情報をデータ化して詳しく分析するには至っていない。情報をデ

ータ化して分析し、疾病発生や診断結果、問題点を可視化することにより、現状把握が容易になり、

関係者と情報を共有することが可能になれば、各郡・県から提出された情報がさらに有効に活用さ

れうる。 

 

上記のように、地方獣医ラボラトリーへの診断技術の普及、各郡・県から提出された

情報のデータ化と詳しい分析については課題が残されているが、モンゴルの家畜疾病

診断技術が改善されてきていること、感染症診断マニュアルの整備が進んでいること、

診断結果記録および疾病発生報告の連絡経路と対処方法が確立していることから、プ

ロジェクトの上位目標は概ね達成されたと判断できる。 

 

3.3.3 終了時評価における提言への対応状況 

 

終了時評価における提言 事後評価時点での対応状況 

(1)機材メンテナンスの体制整備 

IRC は、プロジェクト終了までの残る期

間を有効に活用し、プロジェクト終了後に

備えた準備を行う必要がある。特に、供与

した機材の維持管理に関し、メンテナンス

のための技術者の雇用や、メンテナンスの

体制整備を早急に行う必要がある。 

 

10 年前に購入された機材が多くあるにもかかわら

ず、プロジェクトで購入された機材の稼働状況は現在

も良好である。ほとんどの部品はウランバートルで調

達可能であり、メンテナンスにかかる費用は、部品に

よっては JICA などのドナーに依頼することもある

が、ほぼ IVM が負担している。 

以前は機材の調子が悪い時にメンテナンス会社に

連絡して修理していたが、利便性があり、より低い費

用であるとの理由から IVM と隣接する中央獣医ラボ

ラトリーのエンジニアと、一年前から契約を結び修理

を依頼している。本来ならば機材の製造業者である企

業とのメンテナンス契約を結ぶのが望ましいが、現在

は IVM とエンジニアとの個人ベースの契約であるた

め、今のエンジニアとの契約ができなくなった際はメ

ンテナンスサポートが途切れてしまう可能性があり、

継続的な機材メンテナンスの体制が整備されたとは

言い難い。 

(2)プロジェクト終了後の IRC の位置づけ

プロジェクト終了後の IRC の位置づけ

について、モンゴル側で早急に検討し、必

 

プロジェクト実施機関であった IRC は、プロジェク

ト実施期間中から独自の施設をもたず、C/P はすべて
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要な措置をとることが必要である。この

際、プロジェクトの成果を継続していくた

めに、IRC が担うべき役割と機能、関連機

関との関係、独自の収入源の方策などが併

せて検討される必要がある。また、IRC の

将来の位置づけを検討するにあたっては、

日本人専門家および JICA モンゴル事務所

と連絡を密にすることが望まれる。 

IVM の職員であったことに加えて独自予算ももたな

かったため、IRC は組織運営上も財政上も独立した組

織とはなっていなかった。フォローアップ専門家

（2003-2005 年）在籍時、IRC を独立した研究機関と

するか、関連する IVM や中央獣医ラボラトリーと統

合するか、IRC の位置づけに関して検討委員会が設置

されたが結論は出ていない。 

IVM の 11 あるラボラトリーのうち 5 つ（感染症と

免疫学ラボ・ウイルス学ラボ・病理形態学と組織解剖

学ラボ・昆虫原虫学ラボ・分子遺伝学ラボ）を IRC

と称し、プロジェクト期間中 IRC が担っていた活動を

IVM が全て引き継いでいるため、IRC は IVM の一部

として統合されたと考えられる。 

(3)プロジェクト終了後の予算措置 

プロジェクト終了後に IRC がその成果

を発展・継続させるために、機材のメンテ

ナンスや試薬の購入などに必要な予算措

置が行われる必要がある。この点で、IRC

は、倍増される予定の科学研究費を有効に

活用することが望まれる。 

 

教育文化科学省から 2007 年 IVM に新しく設立され

た分子遺伝子研究室に 500 million MNT, (400,000 

USD) が割り当てられた。また、教育文化科学省“モ

ンゴル国イノベーションシステム確立のための国家

プログラム 2008-2015”のサブプログラム、バイオテ

クノロジー開発の部分を IVM は担当しており、バイ

オテクノロジーのレベルアップに関して、口蹄疫、鳥

インフルエンザ、炭疽菌それぞれの、ワクチン、薬、

診断キットを製造するため、教育文化科学省から IVM

に 2008 年に 150 million MNT、2009 年に 100 million 

MNT が配分された。 

IVM は教育文化科学省から配分された資金によっ

て、Primer を作るための Primer Synthesizer と DNA レ

ベルで感染症を診断するための DNA Sequencer を購

入し、国家プログラムの目標達成のため、また診断技

術の向上のために有効活用されている。 

IVM の収入としては、①獣医繁殖庁からの、ワクチ

ン製造による収入、②地方獣医ラボラトリーや関係機

関からの、mAb マウス、ワクチン、診断キット等を

売ること、他機関ではできない感染症の診断を行うこ

とで得る収入、③研修等開催による収入、が挙げられ

る。その他、海外のドナー（IVM の主なドナーは JICA
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と IAEA、獣医繁殖庁の主なドナーは JICA と KOICA）

からも援助を受けている。 

(4)機材の適正管理 

IRC は、プロジェクトで供与された機材

の適正管理に責任をもつ。IRC の将来の組

織変更に伴い、供与された機材が他の機関

や場所に移設される場合には、モンゴル側

は、事前に JICA に相談する必要がある。

 

IRC は現在 IVM 内に位置づけられており、プロジ

ェクトで供与された機材は IVM が責任を持って管理

している。 

(5)関係機関との連携 

診断技術の普及のためには、食糧農牧省

関係機関との連携が不可欠である。現時点

では、組織的な連携体制はとられていない

ことから、まずはどのような形で診断技術

をフィールドに普及させていくかについ

て、モンゴル農業大学、食糧農牧省など関

係者間で具体的な計画をつくることが必

要である。 

 

プロジェクト終了後、診断技術の普及を目的に地方

獣医ラボラトリーと地方獣医サービスの職員のため

の研修が開催されている。 

①IVM が計画実施し JICA が支援した研修 

・フォローアップ専門家（2003-2005 年）在籍時に開

催された研修計 8 回 

・JICA 現地国内研修（2006-2009 年、計 15 回）は中

央獣医ラボラトリーと共同でこれまで 14 回、300

人に実践的な研修が行われた。 

②IVM が計画実施し JICA 以外の支援での研修 

計 9 回 

③獣医繁殖庁、モンゴル農業大学、各県の獣医ラボラ

トリーが計画実施している普及研修に、IVM の研究員

が講師として参加している。 

(6)牧畜分野全体の開発の戦略枠組 

プロジェクトの成果である家畜感染症

診断技術の改善が、上位目標である畜産業

の発展に結びつくためには、過放牧の問題

や市場経済下における遊牧状態、ゾド（雪

害）など自然災害、水供給問題など、関連

する課題について取り組む必要があり、こ

れらが行われないまま診断技術のみを強

化しても成果に結びつかないことが危惧

される。したがって、関連する諸問題を含

めて、牧畜分野全体の開発の方向性と具体

的計画を整理した戦略枠組みが必要であ

り、関係機関間で委員会をつくり、このた

 

政府としては食肉製品のロシア等外国への輸出強

化を考えているが、家畜の感染症が輸出増加のネック

となっている。また、モンゴル政府は 2002-2008 年の

間、口蹄疫の予防と対策に 13 billion MNT も使ってい

るため、財政支出を減らすためにも、感染症を克服す

ることが大きな課題となっている。上記のように、食

肉の安全、感染症の克服という課題から、食糧・農牧

業・軽工業省の“第 3 次家畜の健康国家計画

2005-2010”の政策や、教育文化科学省の“モンゴル

国イノベーションシステム確立のための国家プログ

ラム 2008-2015”が行われている。上記 2 つの政策は

2 つの省庁の間で、何が行われて今後何が必要かとい
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めに協議を行うことが必要である。 う情報等を連絡し合い連携しながら進められている。

上位目標「モンゴルの家畜疾病診断技術が改善され

る」に関連することとして、第 3 次家畜の健康国家計

画 2005-2010 には、獣医サービスの質の向上が挙げら

れている。また、モンゴル国イノベーションシステム

確立のための国家プログラム 2008-2015 には、バイオ

テクノロジー、ナノテクノロジー等の研究能力の向上

とその結果をビジネスに還元することが挙げられて

おり、具体的には、IVM は口蹄疫、鳥インフルエンザ、

炭疽菌それぞれの、ワクチン、薬、診断キットを製造

することを担当している。 

 

3.4 評価結果 
3.4.1 評価 5 項目による分析 

(1)妥当性 

畜産セクターは、モンゴルの経済開発上および国民の生活上、 も重要な分野であ

る。モンゴル政府は、畜産生産物の輸出強化を政策としており、この観点から、疾

病診断技術の改善と家畜の防疫体制の強化は重要で、プロジェクトの目的はモンゴ

ル政府の政策と合致している。 

また、JICA の国別事業実施計画では、農牧業の振興を援助重点分野としており、

この点でも整合性が高い。 

 

IVM の研究員及び獣医学部の職員のニーズについて、終了時評価調査では、「モン

ゴル唯一の獣医学教育・研究機関であり、家畜疾病の調査・診断及びワクチンの開

発等の業務を担っている IVM では、市場経済移行後、国外からの新たな情報が途

絶え、研究所内の技術が停滞し、公的家畜衛生サービスの低下が深刻な問題となっ

た。このため、家畜の重要疾病の蔓延の危険性が増大し、畜産物の増産計画の障害

となることが危惧されていた」と報告されている。よって、プロジェクト開始前の

ニーズは高かったと言える。 

終了時合同評価調査団の実施した質問書による調査結果によれば、98％の C/P が、

「派遣専門家の技術と技術移転に満足しており」、「供与された機材の使用にも慣れ

て」、「これまでに移転された技術に関して自信をもっている」と回答していること、

C/P の定着率が高い理由として、IRC の研究レベルがモンゴル国内の他の研究機関

に比べて高く、研究自体に魅力があることをあげており、当該プロジェクトは上記

の人々のニーズを満たしてきたと判断できる。 
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一方、プロジェクト計画については、妥当性に欠ける面がみられた。理由は第一に、

IRC は研究機関であって実際の家畜疾病診断を行う機関ではないことから、プロジ

ェクト成果が現場にインパクトをもたらすためには、食糧農牧省との連携が不可欠

である。しかしながら、プロジェクト計画では、かかる連携・協力の推進は活動に

含まれていない。あらかじめ連携・協力の推進が含まれていれば、より現場へのイ

ンパクトをもたらし得たと考えられる。第二に、プロジェクトの効果が直接家畜疾

病鑑定・診断の現場に行きわたることを重視するならば、援助対象機関を IRC 以外

の機関（例えば、食糧農牧省中央獣医ラボ等）とすることも検討されるべきであっ

た。第三に、プロジェクト計画が技術的側面を重視するあまり、IRC の組織運営面

に対する検討が十分でなかった可能性がある。IRC は独自スタッフ・予算・施設を

もたず、IVM との二重構造がプロジェクト実施において困難を生じさせていたこと

を考えれば、プロジェクト計画策定時に、実施機関の組織体制・運営管理面がもっ

と検討されるべきであった。 

 

よって、妥当性については、政策の整合性は高く、ニーズも満たしたが、プロジェ

クト計画は妥当性に欠ける面がみられ、検討されるべきであったと言える。 

 

(2)有効性 

プロジェクト目標の達成度に関しては 3.3.1 で述べた通りである。 

プロジェクトにより IRC にプロジェクトの研究活動に必要な機材が投入され、 

C/P は研修および専門家の指導により必要な技術を習得した。C/P は兼任の体制で

はあったものの、終了時評価調査の補足調査では、C/P の多くがプロジェクトを通

じて習得した技術に自信をもっていると回答しており、当初目的の技術移転は終了

した。よって、プロジェクトは当初目標を達成したと言えるため有効性は高い。 

また、IRC には他のドナーによる協力は限られていたことから、プロジェクト目標

はプロジェクトの活動・投入によって達成されたといえる。 

 

研究活動が全項目でほぼ完了した要因としては、①タイムリーな機材供与、②専門

家の指導、③C/P 研修の有効活用、④試薬、BALB/c 系統マウスの供与、⑤C/P 研修

を通じて研修員と受入先である大学の教授との間で師弟関係ができ、E-mail などで

指導を受けることができたこと、⑥IRC、獣医学研究所（Veterinary Research Institute: 

VRI）上層部の尽力があったことがあげられた。 

 

「教育、行政分野の他の家畜衛生関係機関との緊密な協力や調整が存在したか」と

いう外部条件については、プロジェクト期間中、セミナー、啓発活動、広報、デモ、

野外サンプルの採取などを通じて、いくつかの地方の獣医事務所や診断ラボラトリ
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ーとの連携活動の展開を図ってきた。しかしながら、技術的な共通性が高い獣医学

部や中央診断ラボラトリー、また、近隣にある中央レベル機関との組織だった連携

協力はプロジェクト期間中では実現しなかった。プロジェクト終了後、地方の獣医

師会、診断ラボラトリー等に技術を移転していくうえで緊密な連携は不可欠である

ため、食糧農牧省では、まず近隣の中央県から始めて、順次地方の組織との連携を

深め、診断技術が伝播していくことを計画した。 

 

(3)効率性 

時間的効率性について、プロジェクトは、計画通りの期間で目標を達成し、終了し

たと言える。投入の把握については、専門家派遣、供与機材、日本側のローカルコ

スト負担、C/P 研修実績、モンゴル側の投入実績、「協力期間中、C/P の異動がなか

ったか」という外部条件について、以下に述べる。 

 

専門家派遣については、長期専門家の一部が計画通り派遣されなかったことを除き、

日本側からは必要な投入が行われた。長期専門家の不在は短期専門家により補われ

て十分に効果をあげたが、長期専門家が予定どおり派遣されていれば、より有効で

あった可能性はある。 

 

供与機材については、プロジェクトが開始されてから調達されたために、第 1 年次

には供与されず、第 1 年次には専門家の携行機材を使用した研究を中心に行った。

しかし、1998 年 11 月以降は、順調に供与されており、そのあとの活動の進捗に大

きく貢献した。また、供与された機材は十分活用された。 

 

日本側のローカルコスト負担については、IRC が予算年度の途中で新設されたため

に、モンゴル側には第 1 年次における IRC の活動予算がなく、また、そのあとの活

動予算に関してもモンゴル側の予算上の制約のため、日本側がプロジェクトを円滑

に実施する目的で、実験器具、試薬、車の燃料代、通関手数料、セミナーおよび技

術の普及活動のための費用など、ローカルコストの一部をモンゴル側に代わって負

担した。また、本プロジェクトの開始にあたり、IVM の細菌学とウイルス学の研究

室が提供されたが、1960 年に建てられた建築物でいたみが激しく、そのままでは

プロジェクトで使用することができなかったため、日本側の費用で改修工事を行っ

た。改修部分の面積は、合計 270 ㎡で、改修工事は 1997 年度内には完成し、建物

がプロジェクトの研究施設として使用された。 

 

C/P 研修実績については、合計 22 名の C/P が日本で研修を受け、このなかで、毎

年 2～3 名が 10 か月の本邦研修を行った。C/P 研修は、短期専門家派遣と連携して
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行われ、技術の導入・定着に大きな役割を果たした。 

 

モンゴル側の投入については、電気代、暖房費、C/P の給与、安価な試薬の購入の

ほか、実験室、スタッフルーム、準備室、車庫の補修等の費用をモンゴル側は負担

した。また、食糧増産援助（KR2）の見返り資金を活用して小動物実験舎の改修を

行った。ラボの機材・消耗品等の購入や機材の維持管理を日本側に依存していたこ

と、当初予定されていた獣医学部からの C/P の不参加などがみられたが、これらに

もかかわらず、プロジェクトの成果自体は達成された。 

 

モンゴル側の投入と関わる「協力期間中、C/P の異動がなかったか」という外部条

件については、モンゴル側はプロジェクトの実施のために、合計 41 名の C/P を配

置した。しかし、IRC が独自の人員・予算・施設をもたず、IVM の人員・予算・施

設を活用する形であったため、C/P は IVM の研究と兼任する体制であった。この

ため、C/P によっては、プロジェクト活動への関与が限定されたものになり、技術

移転に困難が生じた。事務職員に関しても、IVM から 1 名が配置されたが、プロジ

ェクトのための業務はほとんど行わなかったため、日本側が、プロジェクトの費用

で秘書兼事務職員を雇用した。また、当初獣医学部から指名された C/P は、活動に

ほとんど参加せず、これが病理分野の活動の遅延を招いた。病理部門の C/P はプロ

ジェクト発足以来、離脱した者が 4 名、新採用が 2 名、転出 1 名があり、複雑な人

員構成となった。 

しかしながら、C/P 41 名のうち、大学の獣医学部から派遣されて本邦研修を受けた

あと、プロジェクトに参加することはなかった 2 名と消息不明の 1 名以外、38 名

の C/P は全員プロジェクトに残って、積極的にプロジェクトの成果の完成に向かっ

て研究活動を継続した。よって、C/P の人選については、おおむね適切であったと

考えられる。C/P の定着率が高い理由としては、全員が IVM の常勤職員であるこ

と、IRC の研究レベルがモンゴル国内の他の研究機関に比べて高く、研究自体に魅

力があること、また、C/P を高給でヘッドハンティングする企業がモンゴル内にな

いことなどの理由があげられた。 

 

(4)インパクト 

上位目標の達成度に関しては 3.3.2 で述べた通りである。教育文化科学省は“モン

ゴル国イノベーションシステム確立のための国家プログラム 2008-2015”を実施中

であるが、教育文化科学省でのインタビューによると、1997 年からの JICA プロジ

ェクトがこの国家プログラムのベースになっている、とのことであった。よって、

このプロジェクトはモンゴルの国家プログラムにも影響を与えるプロジェクトで

あったと言える。 
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プロジェクトのインパクトとして主に以下の 5 点が挙げられる。 

①レベルの高い研究者の育成 

日本で Ph.D を取得した C/P が帰国して、2007 年に新しく設立された分子遺伝子研

究室長として任命された。日本で Ph.D を取得して帰国した C/P が 2 人、現在日本

で Ph.D を取得中の IVM 研究員が 3 人いる。プロジェクト期間中、合計 22 名の C/P

が日本で研修を受け、プロジェクト後ものべ 17 名の IVM 研究員が日本で研修を行

っている。また、プロジェクトを通して日本で学んだ C/P が新しい世代の研究者を

指導し育成している。IVM 研究員がプロジェクト後も日本で研修を行い、レベルの

高い研究者を育成し続けていることはプロジェクトの大きなインパクトと言える。 

 

②日本の大学との連携 

日本でPh.Dを取得したC/P3が日本での研究生活でよかったこととして、国際的なジ

ャーナルに自分の論文が掲載されたことを挙げていた。IVMだと、組織としての知

名度・信頼度また財政的にも、論文を書いても国際的なジャーナルに載せることは

現時点ではまだできないとのことで、日本のレファレンスラボラトリー4を持った

大学で、国際レベルの研究ができ自信がついた、とのことであった。 

帯広畜産大学との連携では、帯広畜産大学はレファレンスラボラトリーを持ってお

り、IVM の寄生虫学ラボラトリーは帯広畜産大学の原生動物病の国立センターと共

同で、新しいトゥイニングプログラムのプロポーザルを国際獣疫局（OIE）に提出

予定である。 

プロジェクトを通して日本の大学との交流・連携がなされ、レベルの高い研究者を

育成し続けていることにより、IVM では日本の研究方法を採用しているとのことで、

この事実はプロジェクトのインパクトを示していると言える。 

 

③組織としての国家診断基準の認定 

IVM は国家診断基準の認定を 2006 年から 2010 年まで取得した。これは IVM の診

断が国家診断として認定されることであり、IVM の技術・人材・機材が認められ、

IVM のステイタスがモンゴルの獣医分野の中で確立していると言える。 

後述の自立発展性と関連するが、国家診断基準の認定を受けたことによって IVM

に感染症の診断が依頼されるようになり、診断収入が得られることは国家診断基準

の認定を受けたメリットと言える。 

                                      
3 この C/P とのインタビューによると、日本での約 7 年間の研究生活で、First author として中心になって

著した論文が 6、協力して著した論文が 13 あるとのことである。 
4 例えば、北海道大学は鳥インフルエンザの疾病診断で OIE のレファレンスラボラトリーである、という

言い方をし、このレファレンスラボラトリーの診断が国際的に 終的な判断となる。レファレンスラボラ

トリーからは本の出版はもちろん、国際的なジャーナルに論文を載せることも可能である。 
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④国家診断基準として登録された診断技術 

IVM の細菌学、病理学ラボラトリーから国家診断基準として登録された診断技術が

計 21 あり、それらはマニュアルとして出版されている（細菌分野 15 冊、病理学分

野 6 冊）。また、これら国家診断基準として登録された診断技術計 21 のマニュアル

は、獣医繁殖庁をはじめ広く関係機関に紹介され使用されていることから、プロジ

ェクトの大きなインパクトであると言える。 

 

⑤関係機関との連携 

・モンゴル農業大学 

学生（学士・修士・博士）が、プロジェクトで供与された現代的で稼働状況が良好

な機材・設備を持つ IVM に研究を行うために訪れ、IVM の研究員が機材の使い方

などを通して学生にも指導している。大学の教員や学生が IVM で研究を行うこと

で IVM の詳細でより質の高い研究方法が大学側にも紹介されている。 

また、IVM は、関連するバイオテクノロジーや、人畜共通の感染症の分野とも協力

している。 

 

・獣医繁殖庁 

IVM で作成された感染症診断マニュアルが紹介され、それらは獣医繁殖庁で使用さ

れている。IVM は獣医繁殖庁から依頼を受けてワクチンの製造を行っている。また、 

獣医繁殖庁が行っている普及研修に IVM の研究員が講師として参加している。 

 

・中央獣医ラボラトリー 

IVM の 3 人の Dr. が 5 年間（2005-2009）感染症診断専門家として招かれている。 

JICA 現地国内研修を IVM と共同で行っている。 

 

・地方獣医ラボラトリー 

各県の獣医ラボラトリーが行っている普及研修に IVM の研究員が講師として参加

している。また、JICA 現地国内研修（2006-2009 年、計 15 回）を通して、地方獣

医ラボの診断技術の向上に寄与している。これまでに 14 回、300 人が実践的な研

修に参加した。研修の評価として、IVM は研修ごとに質問票を配布し、参加者から

の回答を次回の研修に活かしている。IVM は研修やセミナーを今後も継続し、中央

獣医ラボや他のサービスラボとの連携をより一層深めながら、診断技術の面で地方

獣医ラボを支援することが求められている。 

 

・他ドナーとの連携 
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各県獣医ラボラトリーの機材や設備の整備に関しては、JICA や EU、各国ドナーが

支援している。 

中央獣医ラボラトリーでKOICAは 3 つのプロジェクトを行っている。その 1 つは

2006 年から始まったBiosafety5ラボラトリーを設置するものである。中央獣医ラボ

ラトリーでは、家畜感染症の診断を行う際はOIEのマニュアルに従っている。 

IVM には JICA の他は IAEA の支援が細く長く続いている。IAEA の支援は、JICA

と比べて一年間で約 35,000 USD と金額的に大きくないが、診断キットや機材の提

供、オーストラリアやヨーロッパでの技術研修などの支援が 1985 年頃から細く長

く続いている。 

 

上記のように、プロジェクト終了後、関係機関との連携が促進されたと言える。関

係機関と連携することで、技術向上・研究強化についても技術普及についても正の

インパクトがあったと判断できる。フォローアップの専門家が関係機関との連携を

業務に位置づけていたことも効果があったと考えられる。 

 

(5)自立発展性 

終了時評価調査時では、プロジェクトは当初目標を達成したといえる、としている。

よって今回事後評価調査では、プロジェクト目標が達成された状態が協力終了後も

継続しているか、という点に関して調査を行い、結果は上述の通りである。 

 

①政策・組織面 

モンゴルは遊牧民のバックグラウンドを持ち、畜産・獣医セクターはモンゴル国の

産業の中でも重要分野である。政府は食肉製品のロシア等外国への輸出強化を推進

しているが、家畜の感染症が輸出の際の障害となっている。また、モンゴル政府は

2002-2008 年の間、口蹄疫の予防と対策に 13 billion MNT も使っており、財政支出

を減らすためにも、感染症を克服することが大きな課題となっている。上記のよう

に、食肉の安全、感染症の克服という課題から、食糧・農牧業・軽工業省の“第 3

次家畜の健康国家計画 2005-2010”の政策や、教育文化科学省の“モンゴル国イノ

ベーションシステム確立のための国家プログラム 2008-2015”が行われている。 

 

上位目標「モンゴルの家畜疾病診断技術が改善される」に関連することとして、第

3 次家畜の健康国家計画 2005-2010 には、獣医サービスの質の向上が挙げられてい

る。また、“モンゴル国イノベーションシステム確立のための国家プログラム

2008-2015”には、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー等の研究能力の向上と

その結果をビジネスに還元することが挙げられている。 
                                      
5生物災害管理…ウイルス研究における感染・汚染などを防ぐための安全管理 
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教育文化科学省“モンゴル国イノベーションシステム確立のための国家プログラム

2008-2015”では、サブプログラムのバイオテクノロジー開発の部分を IVM は担当

しており、具体的には、口蹄疫、鳥インフルエンザ、炭疽菌それぞれの、ワクチン、

薬、診断キットを製造することを目標に、以下に示すように資金も割り当てられた。

また、世界的な経済停滞の影響を受け、建設が一時延期となっているが、ワクチン

製造のための Biosafety を備えた製造ラボラトリーを IVM の横に建設予定である。 

 

食糧・農牧業・軽工業省の“第 3 次家畜の健康国家計画 2005-2010”の政策は、2010

年の後も同様の政策は続くとしている。教育文化科学省でのインタビューによると、

教育文化科学省のイノベーションプログラムを食糧・農牧業・軽工業省も応援して

おり、上記 2 つの政策は 2 つの省庁の間で、何が行われて今後何が必要かという情

報等を連絡し合い、連携しながら進められている、とのことである。 

 

実施機関の組織体制について、プロジェクト期間中 IRC が担っていた活動を IVM

が全て引き継いでいるため、IVM の組織体制について述べると、IVM はモンゴル

農業大学の付属機関であるため組織体制は安定している。モンゴル唯一の獣医学研

究機関であること、モンゴル農業大学、獣医繁殖庁、中央獣医ラボラトリー、地方

獣医ラボラトリー等関係機関とも連携し、ワクチン、診断キット等の開発や研修等

開催などで存在意義があることから、組織の持続性は高いと言える。 

 

②財政面 

IVM はモンゴル農業大学の付属機関であるため、IVM 所長は大学が決めるなど、

人事権は大学にあり、研究所の運営等も大学の指揮監督のもとにある。しかし財政

的には大学からは運営資金を受けておらず、直接教育文化科学省から資金を受けて

いる。IVM は主に教育文化科学省から資金を受け、上記国家プログラムも継続され

ることから、財政面での持続性は高いと言える。 

 

下表の左側は、教育文化科学省から IVM に配分された、科学プロジェクトのため

の予算を示している。上記国家プログラムの中の、バイオテクノロジーのレベルア

ップに関して、口蹄疫、鳥インフルエンザ、炭疽菌それぞれの、ワクチン、薬、診

断キットを製造するため、IVM に 2008 年に 150 million MNT、2009 年に 100 million 

MNT が配分された。 

 

下表で示されている IVM の収入は、①獣医繁殖庁からの、ワクチン製造による収

入、②地方獣医ラボラトリーや関係機関からの、mAb マウス、ワクチン、診断キ
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ット等を売ること、他機関ではできない感染症の診断を行うことで得る収入、③研

修等開催による収入、が挙げられる。 

①に関して、ワクチン等を開発する際は、サンプルを作成するための費用を教育文

化科学省から受け、サンプルが獣医繁殖庁で認められ、大量に製造することが決定

されると製造するための資金が獣医繁殖庁から得られる。サンプルを作成する段階

では収入はないが、ワクチンを製造する段階では獣医繁殖庁から収入を得ている。 

②に関して、上述のインパクトと関連するが、国家診断基準の認定を受けたことに

よって IVM に感染症の診断が依頼されるようになり、診断収入が得られることは

財政面での自立発展性につながるものである。 

 

下表の右側、その他の支援は、ドナーからの支援や、教育文化科学省からの科学プ

ロジェクト以外での支援を表している。 

IVM の主な海外からのドナーは JICA と IAEA である。教育文化科学省からの科学

プロジェクト以外での支援は、2007 年に新しく設立された分子遺伝子研究室に 500 

million MNT, (400,000 USD)の資金を受けたこと等である。 

 

Financial results of IVM from 1998 to 2008 (thous.MNT) 

Year  Budget from MECS 
Through Scientific Project 

   Income of IVM Other support 

1998 65400.0 5000.0 3500.0 

1999 83300.0 5600.0 4544.0 

2000 95800.0 6500.0 5800.0 

2001 114940.0 7810.0 6815.0 

2002 133309.4 10000.0 8500.0 

2003 152237.0 4000.0 17054.0 

2004 154634.7 6000.0 53400.0 

2005 188360.0 5000.0 68340.0 

2006 204185.7 5852.1 98180.0 

2007 266440.5 7543.1 150.000.0 

2008 630687.4 11223.0 655.100.0 

In total  2.089.294.7 74.528.2 1.071.233 

出所：IVM と MECS 

 

③技術面 

共同研究、研修受け入れを通じて、帯広畜産大学をはじめとして、日本の大学との

交流・連携がなされたことが、診断技術の持続的な向上につながっている。特に日
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本で Ph.D を取得して帰国した C/P は、スーパーバイザーの教授と今も Email で連

絡を取り、指導を受けたりシンポジウムなどの情報を得たりと教授のネットワーク

の中に入ることで、帰国後も診断技術を向上させている。プロジェクトの専門家は

プロジェクト終了後も継続して技術的なサポートをしていくことは難しいが、大学

同士だと共同研究などで関係を長く続けていくことができる。プロジェクト実施中

に研修員受け入れなどを通して大学と連携し、プロジェクト終了後も良好な関係を

継続していることが、診断技術の持続的な向上に大いに貢献している。 

 

また、プロジェクト終了時点の C/P 38 名のうち、日本に留学、研修中の研究員も

含め 17 名は今も IVM に所属しており、17 名中 12 名は現在も IVM に勤務している

ことから技術的な持続性は高い。日本で研修を受けた C/P のうち 3 名が IVM を辞

めたものの、モンゴル農業大学や中央獣医ラボラトリーなどの関連機関に勤務して

いる者も 12 名おり、C/P の IVM、関連機関への定着率は高い。 

 

機材メンテナンスの体制については、終了時評価報告書の ANNEX 4 に添付されて

いた機材リストの内、100 万円以上の主要な資機材の使用状況について、今回調査

を行った。結果を添付資料 3-4 にも示したように、10 年前に購入された機材が多

くあるにもかかわらず、プロジェクトで購入された機材の稼働状況は現在も良好で

ある。ほとんどの部品はウランバートルで調達可能であり、メンテナンスにかかる

費用は、部品によっては JICA などのドナーに依頼することもあるが、ほぼ IVM が

負担している。以前は機材の調子が悪い時にメンテナンス会社に連絡して修理して

いたが、IVM と隣接する中央獣医ラボラトリーにエンジニアがいるため、一年前か

ら IVM とエンジニアが契約を結び修理を依頼している。 

 

3.4.2 貢献・阻害要因の分析 

(1)プロジェクトの貢献要因 

①インパクト発現に貢献した要因 

レベルの高い研究者の育成 

日本で Ph.D など学位を取得し、研修を受けた多くの C/P・ IVM 研究員が新しい世

代の研究者を指導し育てている。IVM 研究員がプロジェクト後も日本で研修を行い、

レベルの高い研究者を育成し続け、人材育成の面で大きな成果をあげたことが、国

家診断基準の認定や、関係機関との連携にも繋がったと考えられ、インパクト発現

の大きな貢献要因と言える。 

 

②自立発展性に貢献した要因 

定着率の高さ 
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プロジェクト終了時点の C/P 38 名のうち、日本に留学、研修中の研究員も含め 17

名は今も IVM に所属していること、日本で研修を受けた C/P のうち 3 名が IVM を

辞めたものの、モンゴル農業大学や中央獣医ラボラトリーなどの関連機関に勤務し

ている者も 12 名おり、C/P の IVM、関連機関への定着率が高いことは、診断技術

の持続的な向上に大いに貢献している。 

 

日本を含む大学との連携による人材育成・技術向上 

共同研究、研修受け入れを通じて、帯広畜産大学をはじめとして、日本の大学との

交流・連携がなされたことが、診断技術の持続的な向上につながっている。プロジ

ェクトの専門家はプロジェクト終了後も技術的な支援を継続していくことは難し

いが、大学同士だと共同研究などで長く関係を続けていくことができる。プロジェ

クト実施中に研修員受け入れなどを通じて大学と連携し、プロジェクト終了後も良

好な関係を継続していることが、技術の持続的な向上への大きな促進要因と言える。 

 

政策的・財政的支援 

教育文化科学省“モンゴル国イノベーションシステム確立のための国家プログラム

2008-2015”のサブプログラム、バイオテクノロジー開発の部分を IVM は担当して

おり、財政的支援も得た。背景にはモンゴル経済が発展し、モンゴル政府も科学技

術の振興を重視して予算をつけることができるようになったことがあげられる。ま

た、獣医繁殖庁との連携が促進され、mAb マウス、ワクチン、薬、診断キットを

製造することで獣医繁殖庁から収入を得ることもできるようになった。このような

政策的・財政的支援を得たことは、継続的にモンゴルの家畜疾病診断技術が改善さ

れるための重要な貢献要因であると言える。 

 

(2)プロジェクトの阻害要因 

①インパクト発現を阻害した要因 

診断技術普及 

依然として Tuv 県と Selenge 県では浄水器などの必要な機材や設備が整っていない

こと、22 県中 14 県は ELISA、8 県は IFAT の診断機器が整っていないことから昔な

がらの診断技術を使用しており、診断技術の普及を推し進める必要がある。 

 

②自立発展性を阻害した要因 

特になし。 

 

3.4.3 結論 

プロジェクト後も、大学と連携しながらレベルの高い研究者が育成され、人材育成の
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点で大きな成果をあげていること、組織として国家診断基準の認定を受け、国家診断

基準として登録された診断技術が計 21 あること、政策的・財政的支援が得られてい

ること等からプロジェクトのインパクトは大きく、自立発展性も高いと判断できる。 

一方、中央および地方の診断ラボラトリーで使用されている診断技術は、それぞれの

ラボラトリーで向上してきているものの、依然として Tuv 県と Selenge 県では浄水器

などの必要な機材や設備が整っていないこと、22 県中 14 県は ELISA、8 県は IFAT の

診断機器が整っていないことから昔ながらの診断技術を使用しており、地方獣医ラボ

ラトリーへの診断技術の普及に関してはまだ改善の余地が残されている。 

 

3.5 提言と教訓 
3.5.1 提言 

(1) 診断技術普及のための機材整備 

依然として Tuv 県と Selenge 県では浄水器などの必要な機材や設備が整っていないこ

と、22 県中 14 県は ELISA、8 県は IFAT の診断機器が整っていないことから昔ながら

の診断技術を使用しており、診断技術の普及を推し進める必要がある。モンゴル政府

は地方獣医ラボを支援する政策を維持し、特に機材整備の面で対策を講じることが必

要である。 

 

(2) 診断技術普及のための技術支援 

IVM は研修やセミナーを今後も継続し、中央獣医ラボや他のサービスラボとの連携を

より一層深めながら、診断技術の面で地方獣医ラボを支援することが求められる。 

 

(3) 診断結果記録および疾病発生報告の活用 

診断結果記録および疾病発生報告は利用されているが、各郡・県から提出された情報

をデータ化して詳しく分析するには至っていない。情報をデータ化して分析し、疾病

発生や診断結果、問題点を可視化することにより、現状把握が容易になり、関係者と

情報を共有することが可能になれば、各郡・県から提出された情報がさらに有効に活

用されうる。 

 

3.5.2 教訓 

(1) 相手国のニーズに合わせたプロジェクトの継続 

プロジェクト(1997-2002) 終了後も、フォローアップ専門家の派遣(2003-2005)、現地

国内研修 (2006-2009) 支援と、相手国のニーズに合わせて技術協力を継続してきたこ

とが、モンゴルの家畜疾病診断技術が継続的に改善されてきた要因の一つであると考

えられる。 
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(2) IRC の位置づけ 

プロジェクト実施機関であった IRC は、プロジェクト実施期間中から独自の施設をも

たず、C/P はすべて IVM の職員であったことに加えて独自予算ももたなかったため、

IRC は組織運営上も財政上も独立した組織とはなっていなかった。フォローアップ専

門家（2003-2005 年）在籍時、IRC を独立した研究機関とするか、関連する IVM や中

央獣医ラボラトリーと統合するか、IRC の位置づけに関して検討委員会が設置された

が結論は出ていない。IVM の 11 あるラボラトリーのうち 5 つ（感染症と免疫学ラボ・

ウイルス学ラボ・病理形態学と組織解剖学ラボ・昆虫原虫学ラボ・分子遺伝学ラボ）

を IRC と称し、プロジェクト期間中 IRC が担っていた活動を IVM が全て引き継いで

いるため、IRC は IVM の一部として統合されたと考えられる。 

IRC の活動は IVM に全て引き継がれたが、プロジェクトフレームワークをデザインす

る時に、プロジェクト実施機関として、組織面・財政面・運営面で問題がないかの充

分な検討が重要である。 

 

(3) 上位目標と指標 

2002.3.28 に改訂された PDM は、上位目標がプロジェクト目標と類似しており、指標

も具体的な数値で表されているものはない。上位目標はプロジェクト終了後、C/P が

上位目標に向かって課題を解決していけるものが良い。そのために指標のいくつかは

具体的な数値で表されている等、結果が目に見え、関係者間で現状、良い点、問題点

が共有できるものが望まれる。 
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