
 
 

第 3章 モンゴル国家畜感染症診断技術化以前計画 

評価結果要約表 
事後評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 
国名：モンゴル国 案件名：家畜感染症診断技術改善計画 
分野：家畜衛生 協力形態：技術協力プロジェクト 

協力金額：7.81 億円 所轄部署： 
農業開発協力部畜産園芸課 先方関係機関：モンゴル農業大学免疫研究センター 

（Immunological Research Center: IRC） 
日本側協力機関：帯広畜産大学、北里大学、岐阜大学、日本大学 協力期間： 

1997 年 7 月 1 日～2002 年 6 月 30 日 他の関連協力：長期研修員 
1-1. 協力の背景と概要 

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。 
1-2. 協力内容 
(1) 上位目標 

モンゴルの家畜疾病診断技術が改善される。 
(2) 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。 
(3) アウトプット（成果） 

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。 

(4) 投入（プロジェクト終了時）： 
日本側： 
長期専門家派遣  ：10 名            機材供与      ：205,640 千円 
短期専門家派遣  ：38 名            ローカルコスト負担 ： 64,118 千円 
専門家派遣   計：48 名（449,901 千円）       調査団派遣     ： 19,593 千円 
研修員受入    ：22 名（ 41,900 千円）    総額 7.81 億円 
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相手国側： 
カウンターパート配置 41 名  土地・施設提供 
ローカルコスト負担（光熱費、実験小動物舎の改修等）：1 億 4,795 万トゥグルグ（約 1,479 万 5 千円）

2. 評価調査団の概要 
調査者 評価分析   ：  伊藤 美保           インテムコンサルティング株式会社 
調査期間 2009 年 5 月 17 日 – 2009 年 6 月 4 日 評価種類：事後評価 
3. 実績の確認 
3-1 プロジェクト目標の状況 
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。今回事後評価調査で

は、下記の通り、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と判断できる。 
(1)指標 1：免疫学研究センターで確立された診断技術 

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。

(2)指標 2：実施中研究課題のレベル、質、適切さ 
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、獣医繁殖庁をはじめ広く関係機関で使用されている。 
また、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。 
(3)指標 3：研究発表の数と質 

プロジェクト終了後、IVM の細菌学、病理学、ウイルス学、原虫学、分子遺伝学ラボラトリーから、

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を合わせると 233 にのぼる。 
(4)指標 4：免疫診断技術の野外応用試験結果 

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 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。

3-2 上位目標の達成状況 
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。 
(1)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 

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、診断技術の種類の増加、マクロレ

ベルの診断しかできなかったラボラトリーが今はミクロレベルの診断が可能になるなど、それぞれの

ラボラトリーで向上してきているが、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 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。 
(2)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
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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。 

(3)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と連携しながら、郡⇔県⇔獣医繁殖庁の

間の連絡経路を使って、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。

3-3  終了時評価での提言の活用状況 
(1) 機材メンテナンスの体制整備 

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。 
(3) プロジェクト終了後の予算措置 

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、
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2009 年に 100 million MNT が配分された。 
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 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 

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。IVM が計画実施し、中央獣医ラボラトリー等と連携してこれまで計 31
回（2009 年 7 月までに計 32 回）、また、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 

食肉の安全、感染症の克服という課題から、牧畜分野全体の開発の戦略枠組として、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う情報等を連絡し合い、連携しながら進められている。

4. 評価結果の概要 
4-1 評価結果の要約 
(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。また、プロジェ

クトは IVM の研究員及び獣医学部の職員のニーズも満たしてきた。しかし、プロジェクト実施機関で

あった IRC は独自スタッフ・予算・施設をもたなかったため、プロジェクト計画策定時に、実施機関

の組織体制・運営管理面に対する検討が十分でなかった可能性がある等、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。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言える。 
(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、供与機材等、日本側の投入は、量・質・タイミングの面において、

概ね適切に実施された。C/P 研修は、短期専門家派遣と連携して行われ、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、C/P の定着率が高く、C/P の人選については概ね適切で

あったと考えられること、供与された機材は十分活用され、プロジェクトの成果自体は達成されたこ

とが挙げられる一方、ラボの機材・消耗品等の購入や機材の維持管理等ローカルコストの一部を日本

側に依存していたことも指摘されている。 
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(4)インパクト 
①レベルの高い研究者の育成 

日本で Ph.D を取得して帰国した C/P が 2 人（内 1 人は 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）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。

②日本の大学との連携 
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。 
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。 
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、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。 
⑤関係機関との連携 
 プロジェクト後、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 
①政策・組織面 
食肉製品の輸出強化を推進するためには、食肉の安全、感染症の克服が課題となっている。そのため、

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。食糧・農

牧業・軽工業省の政策は、2010 年の後も同様の政策は続くとしている。 
実施機関の組織体制について、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、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が、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。 
③技術面 
共同研究、研修受け入れを通じて、帯広畜産大学等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。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、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名いることから、技術的な持続性は高いと言える。
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4-2 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 
C/P の IVM、関連機関への定着率は高いことは、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 
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、財政的支援も得たこと、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と等、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。 
4-3 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 
4-4  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。 
4-5  提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
(1)診断技術普及のための機材整備 

診断技術の普及を推し進めるため、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。 
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(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。 
4-6  教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に

参考となる事柄） 
(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。 
(2) IRC の位置づけ 

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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