
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要  

国名：南米南部（アルゼンチン、ボリビア、パラ

グアイ、ウルグアイ）  

案件名：広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人

材育成プロジェクト 

分野：家畜衛生 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部畑作地帯第１課 協力金額（評価時点）： 約 2 億 9100 万円 

（2004～2009 年度計） 

先方関係機関：アルゼンチン国ラ・プラタ大学獣医学部、ボリビ

ア国ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部、パラグアイ国アス

ンシオン大学獣医学部、ウルグアイ国共和国大学獣医学部  

日本側協力機関 

協力期間  

 

(R/D):  

2005 年 8 月 1 日～ 

2010 年 7 月 31 日 

(延長):  

(F/U) : 他の関連協力 

１-１ 協力の背景と概要 

 南米南部においては、南米南部共同市場（メルコスール）諸国が中心となり域内貿易の自由化が進められてお

り、2003年には、その一環として隣接するアンデス共同体との自由貿易協定（FTA）が締結されるなど、経済的な

結びつきの広域化、深化が進んでいる。こうした動きは、同地域の主要産業の一つである畜産業の活性化につな

がり、国際間の家畜生体・畜産物の流通が盛んになっていると同時に、家畜疾病が国境を越えて伝播するリスク

が高まっている。 

 家畜疾病は、ひとたび発生すると単純に家畜が損失し、農家経済に影響を与えるだけでなく、2001年のウルグア

イ国（以下｢ウ｣国とする。）や、2001年、2003年のアルゼンチン国（以下「ア」国とする。）における口蹄疫発生時に

は、諸外国から輸入禁止措置がとられた例もあり、国家経済に多大な影響を与える危険性を秘めている。 

 本案件は、本格化する経済連携下にある南米南部諸国のうち、我が国とパートナーシップ協力を結んでいる

「ア」国を中心に、メルコスール経済圏において畜産業が盛んな「ウ」国、パラグアイ国（以下「パ」国とする。）及び

ボリビア国（以下「ボ」国とする。）を対象とするものである。 

 上記4か国における家畜疾病対策上の主要な共通課題は、①教職・研究職志望者の養成を除いて、現職の獣医

師への卒後教育制度がなく、臨床現場の診断が科学的根拠によらない、個人の経験や主観に依存した診断に陥

りがちであること、②疫学情報資源の作成・配信に係る技術、ネットワークが十分でなく、地域・国レベルの疾病対

策に生産現場の情報が適切に反映されないことが挙げられる。 

 これまで我が国は「ア」国の家畜衛生改善のため、「ア」国内のラ・プラタ大学に対する「ラ・プラタ大学獣医学部

研究計画」（1989年より5年間）や同計画のフォローアップ協力（1994年から2年間）、同計画アフターケア協力（2001

年から2か年）の他、第三国研修として「家畜疾病の診断と研究」（1996年から5か年）及び同研修フェーズ2（2001年

から5か年）を実施するなど、個々の家畜を対象とした診断能力向上に係る成果を挙げてきた。しかしながら、習得

した診断技術を全国の獣医師に広く普及し、生産現場レベルの診断能力を向上させるまでには至らなかった。ま
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た地域（県・州）や国レベルの総合的な疾病対策を行うには、個々の家畜ではなく家畜群を対象とし疾病の原因や

発生条件を明らかにする、いわゆる「疫学」に関する情報資源の作成と配信が必要であり、このことが喫緊の課題

となっている。 

 これらの課題解決のためには、「獣医師の卒後継続研鑽」及び「疫学部門の強化並びに当部門と臨床・ラボ部門

との連携による重要家畜疾病防除体制の整備」が不可欠で、特に越境性のある家畜疾病を対象とする協力を効

果・効率的に実施する場合、国際間の連携を強化する対応が求められる。  

１-２ 協力内容 

南米諸国において、家畜疾病の診断、伝染病予防等の国ごとのレベルの差は大きく、また、各国が自国の国境

監視に終始してきたことから、国境を越えた家畜疾病防除のための技術と制度の確立といった共同対策が急務と

なっている。 

 本案件は、南米南部を対象とした協力に参加を表明した｢ア｣国、｢パ｣国、｢ボ｣国、｢ウ｣国の 4 か国を対象に、大

学の獣医学部をカウンターパートに実施している広域協力案件である。 

 要請段階の「南米地域における家畜疾病防除計画」が示すとおり研究能力の向上やラボラトリーの強化を目指

す性格の案件であったが、その後 2 度の事前調査を経て、獣医師の再教育を通じて人材育成を行う「広域協力を

通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成」に整理され、4 か国で案件が開始された。 

 活動の枠組みは、20 年間近く｢ア｣国ラ･プラタ大学で実施してきた家畜衛生・疾病診断技術に係る協力の成果を

活用し、同国に隣接する｢ボ｣国、｢パ｣国、｢ウ｣国に協力の対象地域を拡大し、家畜衛生改善のための技術を強化

するものである。対象者は大学、研究所の獣医師のみならず、家畜疾病診断を担う現職獣医師の再教育を実施す

るとともに、それらの人的連携及び疾病情報データベース・獣医師メーリングリスト等の活用による家畜衛生（疫

学）情報を広域ネットワーク上で整備し、域内の疾病診断能力を強化するものである。 

協力期間は 2005 年8 月～2010 年7 月の 5 年間である。プロジェクト実施機関は、ラ･プラタ大学（｢ア｣国）、ガブ

リエル・レネ・モレノ大学（｢ボ｣国）、アスンシオン大学（｢パ｣国）、ウルグアイ共和国大学（｢ウ｣国）であり、ラ･プラタ

大学が広域プロジェクトの事務局を務めている。 

なお、中間レビューで改訂したプロジェクトの骨子（PDM ver2）は次のとおりである。 

 

(1) 上位目標 

南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒後継続研鑽が推進される。 

(2) 広域プロジェクト目標 

 域内獣医の業務においてプロジェクトによって作られた情報が活用される。 

(3) 各国プロジェクト目標 

1) ｢ア｣国 

① 広域目標 

プロジェクトのテーマに関するリポートが作られる。 

② アルゼンチン目標 
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ラ大獣医学部の当該分野の能力が向上する。 

2) ｢ボ｣国 

① 広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情報が作られる。 

② ボリビア目標 

ボリビアの家畜疾病診断の能力が向上する。 

3) ｢パ｣国 

① 広域目標 

プロジェクトに関する疾病についての情報が作られる。 

② パラグアイ目標 

パラグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

4) ｢ウ｣国 

① 広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情報が作られる。 

② ウルグアイ目標 

ウルグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

(4) 各国成果 

1) ｢ア｣国 

① ラ大獣医学部の育成中の教員が診断と疫学についての技術を訓練されている。 

② ラ大獣医学部の教員たちがプロジェクト参加の 3 か国の大学教員に診断と疫学技術を移転する能

力が身についている。 

③ ラ大獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 

④ ラ大獣医学部の調整による診断・疫学情報の広域ネットワークが確立する。 

2) ｢ボ｣国 

① モレノ大学獣医学部の教員の能力が向上する。 

② 大学以外の獣医の能力が向上する。 

③ モレノ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 

3) ｢パ｣国 

① ア大獣医学部の教官の能力が向上する。 

② ラボ及び現場の獣医師の能力が向上する。 

③ ア大獣医学部の診断と研究の環境が改選する。 

4) ｢ウ｣国 

① 共和国大学獣医学部の教員の能力が向上する。 

② ラボの獣医の能力が向上する。 

③ 現場の獣医の能力が向上する。 

④ 共和国大獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 
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(4) 投入計画 

PDM Ver2 における投入計画は次のとおりである。 

日本側の投入 

長期専門家  

｢疫学/プロジェクト調整｣ 1 名 ｘ 55M/M 

｢卒後研鑽/広域管理｣ 1 名 ｘ 25M/M 

短期専門家  

診断技術 1M/M（年間） 

第三国専門家 

｢ア｣国より診断技術研修の講師派遣 

研修員 

協力対象 4 か国からの｢ア｣国での受入 

機材供与 

在外事業強化費等 

 

アルゼンチン側の投入 

第三国専門家の派遣（派遣経費を除く。） 

第三国研修員の受入 

カウンターパートの配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

ボリビア側の投入 

カウンターパートの配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

パラグアイ側の投入 

カウンターパートの配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

ウルグアイ側の投入 

カウンターパートの配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長/疫学 要田 正治 JICA国際協力専門員 

家畜疾病防除技術/再教育システム 小野 憲一郎 

㈱日本動物高度医療センター腫瘍科・学術部門長 

(元東京大学大学院教授) 

計画評価  荻窪 恭明 JICA農村開発部畑作地帯グループ畑作地帯第１課企画役 

評価分析 柏崎 佳人 A&Mコンサルタント有限会社 

調査期間 2010 年 4 月 25 日～5 月 23 日 調査種類：終了時評価調査 
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３．調査結果の概要 

3-1 実績確認 

3-1-1 「成果」と「活動」の達成状況 

 (1) ｢ア｣国で期待される成果 

成果１「ラ大獣医学部の育成中の教員が診断と疫学についての技術を訓練されている。」 

プロジェクト終了時に、延べ 30 人の育成中の教員が診断と疫学技術についてトレイニングされている計画に

対し、評価時点では2種類の診断技術研修（分子診断）が実施され、30人の若手教員が参加した。また、疫学入

門コースを 2 回実施し、計 70 人の若手教員が参加した。 

 

成果２「ラ大獣医学部の教員たちがプロジェクト参加の３か国の大学教員に診断と疫学技術を移転する能力が身

についている。」 

5 年間で 3 か国の教員各延べ 20 人がラ大獣医学部でトレイニングされている計画に対し、評価時点ではラ大

獣医学部が延べ 60 人を 3 か国から受入れた。また、30 人のラ大獣医学部の専門家が 3 か国の大学に派遣さ

れ教員をトレイニングしている計画に対し、評価時点ではラ大獣医学部から延べ 42 人が 3 か国に派遣された。

 

成果３「ラ大獣医学部の診断と研究の環境が改善する。」 

プロジェクト終了時までにウイルス学、家禽病理学、微生物学の研究室のラボが国際及び/又は域内の基準

により勧告された生物安全の要件を満たしている計画に対し、評価時点ではすべてのラボが整備された。 

 

成果４「ラ大獣医学部の調整による診断・疫学情報の広域ネットワークが確立する。」 

ラ・プラタ大学を含むプロジェクト参加の４大学のネットワークが確立する計画に対し、評価時点では中間レビ

ュー時より採用されたア国コーディネータを中心とした運営、ネットワークが定着している。また、情報がネットワ

ークにより更新され、毎年アクセス数が１０％増加する計画に対し、ウェブサイトへのアクセス数は毎年 10％以

上増加している。 

 

(2) ｢ボ｣国で期待される成果 

成果１「モレノ大学獣医学部の教員の能力が向上する」 

プロジェクト終了時にプロジェクトに関わる若手教員 6 名が診断技術についてトレイニングされている計画に

対し、評価時点では 8 名の教員がラ大獣医学部で PCR 等の診断技術に関する研修を受け、業務に活用してい

る。 

また、プロジェクト終了時にプロジェクトに関わる教員 10 名がラボ技術についてトレイニングされている計画

に対し、評価時点では 11 名の教官が研修を受け、業務に活用している。 
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成果２「大学以外の獣医の能力が向上する。」 

プロジェクト終了時に 24 名の LIDIVET、LIDIVECO 及び INLASA のラボの獣医及び SENASAG 並びに県の獣

医が協定に基づきトレイニングされている計画に対し、評価時点では LIDIVET の技術者１名がラ大獣医学部で

診断技術に関する研修を受けた。また、各レベルの獣医師が、診断セミナー、計病疫学セミナー、狂犬病ワーク

ショップ等に参加し、診断技術についての研修を受けた。 

 

成果３「モレノ大獣医学部の診断と研究の環境が改善する。」 

プロジェクト終了時までに大学のラボが国際及び/又は域内の基準により勧告された生物安全の要件を満た

している計画に対し、評価時点ではブルセラ病診断抗原製造のために PROVETSUR ラボ内細菌部門の改修工

事を実施し、安全キャビネットクラス 2 が設置された。また、狂犬病監察犬舎が建設され、活用されている。 

 

(3) ｢パ｣国で期待される成果 

成果１「ア大獣医学部教員の能力が向上する」 

プロジェクト終了時に延べ 30 人の若手教員が診断技術についてトレイニングされている計画に対し、評価時

点では延べ 22 人がラ大獣医学部で集団もしくは個別研修を受講している。 

 

成果２「ラボ及び現場の獣医師の能力が向上する」 

プロジェクト終了時に、SENACSA のラボ及び現場獣医師 30 人が診断技術についてトレイニングされている

計画に対し、評価時点では SENACSA の 7 人の獣医師に対しサルモネラ症の分子診断について OJT が実施さ

れている。また、４名が最新診断技術に係る研修を受講している。 

 

成果３「ア大獣医学部の診断と研究の環境が改善する。」 

プロジェクト終了時までにラボが国際及び/又は域内の基準により勧告された生物安全の要件を満たしてい

る計画に対し、評価時点では安全キャビネットクラス 2 が設置され、かつ家禽病理ラボ内部のデザインを基準に

沿って変更した。 

 

(4) ｢ウ｣国で期待される成果 

成果１「共和国大学獣医学部の教員の能力が向上する」 

プロジェクト終了時に共和国大学獣医学部の若手教員 20 名が診断技術についてトレイニングされている計

画に対し、評価時点では延べ 18 人の若手教員がラ大獣医学部で研修を受けている。 

 

成果２「ラボの獣医の能力が向上する」 

プロジェクト終了時に DILAVE のラボの獣医及び民間のラボの獣医 20 名がラボ技術及び疾病の知識につい

てトレイニングされている計画に対し、評価時点では DILAVE の研究員 1 名がラ大獣医学部で研修を受けてい
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る。また、高病原性鳥インフルエンザ及びラボ診断技術に係るセミナーを実施し、農業省、獣医学部、農業研究

所、民間ラボから約 130 人が参加している。 

 

成果３「現場の獣医の能力が向上する」 

プロジェクト終了時に 70 人の現場の獣医師がトレイニングされている計画に対し、評価時点では現場の獣医

師を対象とする研修コースは実施されていなかったが、獣医学部及び試験場にて実施された研修に、予定され

ていた現場獣医師数の 80％が参加した。 

 

成果４「共和国大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する」 

プロジェクト終了時までにラボが国際及び/又は域内の基準により勧告された生物安全の要件を満たしてい

る計画に対し、評価時点では予算的な制約及び学部の移転計画により、国際基準に沿ったラボ整備は実施さ

れなかった。 

 

(5) 広域で期待される成果 

成果１「広域調整システムが作られる。」 

プロジェクト調整委員会においてプロジェクトの計画、実施、モニタリングに対する決定がなされる計画に対

し、評価時点では毎年定期的に関係者による運営委員会及び合同調整委員会が開催されている。 

 

成果２「プロジェクトのテーマに関するリポートが作成される。」 

各国においてプロジェクト関連のテーマに関するリポートが国ごとの計画で作られる計画に対して、評価時

点では各国ニーズに沿った研究をデザインし、その成果レポートが作成されてきている。 

 

成果３「広域研究グループが作られる。」 

プロジェクト 3 年までに 12 の広域研究グループ(自国とプロジェクト参加の他国の教員からなるグループ)が

形成され、プロジェクト終了時までに 20編の査読付論文を出版している計画に対し、評価時点では 26 研究グル

ープが形成され、26 編の査読付論文が出版されている。 

 

成果４「現場獣医や生産者が利用可能な情報が普及している。」 

2009 年初めから加工された情報がプロジェクトのウェブサイトで利用可能であり、2009 年初めからプロジェクト

の専門家のセミナーや印刷物により加工された情報が配信されている計画に対し、評価時点ではプロジェクトの

ウェブサイトは立ち上げられており、公刊された英語論文が加工され、配信されている。 

 

3-1-2 プロジェクト目標と上位目標の達成見込み  

中間レビューにおいて、各国のプロジェクト目標として、国目標と広域目標の二つが設定された。なお、国目標と
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広域目標の間には上下関係はない。 

 

(1) プロジェクト目標 

a. ｢ア｣国 

広域目標：プロジェクトのテーマに関するリポートが作られる。 

30 人のラ大獣医学部の教員がプロジェクトに関するテーマについての学術報告書及び普及誌を毎年最低１

編発行している計画に対し、2006 年査読付論文 3 編、2007 年査読付論文が 8 編、2008 年調査報告書 2 編並び

に 2009 年査読付論文 6 編及び調査報告書 1 編が作成されている。 

 

国目標：ラ大獣医学部の当該分野の能力が向上する。 

ラ大獣医学部による第三者に対する疾病診断、ラボ技術、内外アドバイスのサービスが年毎に 10%増える計

画に対し、評価時点では 2005/2006 年度は 18.6%増、2006/2007 年度は 34.8％増、2007/2008 年度は 11.5％増

及び 2008/2009 年度は 15.5％増となっている。 

b ｢ボ｣国 

広域目標：プロジェクトが扱う疾病についての情報が作られる。 

プロジェクト終了時に研究対象の各疾病について少なくともひとつのリポートが発表されている計画に対し、

評価時点では狂犬病に関し、査読付論文 4 編が公表されている。 

 

国目標：ボリビアの家畜疾病診断能力が向上する。 

プロジェクト終了時、プロジェクト開始時に比較して診断される疾病の数が増える計画に対し、評価時点では

5 疾病（狂犬病、ニューカッスル病、ブルセラ病、馬伝染性貧血及び牛白血病）が新たに診断できるようになって

いる。 

また、プロジェクト終了時に疾病診断数技術数が増える計画に対し、評価時点では血清診断（HA、HI、

ELISA、BPA、AGID）及び分子診断（PCR）が実施可能となっている。 

 

c ｢パ｣国 

広域目標：プロジェクトが扱う疾病についての情報が作られる。 

年間ひとつの技術リポートが作られ、また、プロジェクトに関する教員により関連分野の科学出版が少なくと

も年間ひとつ作られている計画に対し、評価時点ではガンボロ病に関し、査読付論文 3 編が公表されている。ま

た、ガンボロ病に関する実験・調査結果 2 編がまとめられている。 

 

国目標：パラグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

プロジェクトの終了時にプロジェクト開始時と比較して、診断される疾病数が増加し、また、プロジェクト終了

時に診断技術が増える計画に対し、評価時点では 5 疾病（サルモネラ感染症、ガンボロ病、マイコプラズマ（2
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種）及び伝染性気管支炎）が新たに診断できるようになっている。また、ELISA、PCR、免疫磁気ビーズ法、病理

解剖、免疫組織染色法が実施可能となっている。 

 

d ｢ウ｣国 

広域目標：プロジェクトが扱う疾病についての情報が作られる。 

年間ひとつの技術レポートが作られ、また、プロジェクトに関する教員により関連分野の科学出版が少なくと

も年間ひとつ作られている計画に対し、評価時点では査読付論文 2 編、研究報告書 3 編、調査報告書 2 編が作

成されている。 

 

国目標：ウルグアイの家畜疾病診断能力が向上する 

プロジェクト終了時に共和国大学で診断される疾病数がプロジェクト開始時に比較して増加する、また、プロ

ジェクト終了時にウルグアイの診断技術が増加している計画に対し、評価時点では 9 疾病（IBR、BVD/MD、キャ

ンピロバクター、トリコモナス、ネオスポラ、クラミジア、マイコプラズマ、Orthobacterium rhinotracheale、鶏ニュー

モウイルス）が新たに診断できるようになっている。また、ELISA、PCR 及び間接蛍光抗体法が実施可能となっ

ている。 

 

e 広域 

広域プロジェクト目標：域内獣医の業務においてプロジェクトによって作られた情報が活用される。 

毎年プロジェクトのウェブサイトへのアクセス数が増える計画に対し、評価時点ではアクセス数は 10,371 件

（2006 年5 月-2007 年4 月）、11,795 件(2007 年5 月-2008 年4 月)、14,560 件(2008 年5 月-2009 年4 月)、17,806

件(2009 年 5 月-2010 年 4 月)となっている。また、毎年メーリングリストを通じた問合せ件数が増える計画に対

し、目標は達成されていないが、メーリングリスト登録者数の伸びからすれば、活用者の増加が考えられる。 

 

(2) 上位目標 

上位目標：南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒後継続研鑽が推進される。 

プロジェクト終了後 5 年後に域内獣医の過半数が家畜疾病診断について更新された科学的知見を得るため

に学んでいる計画に対し、達成されていなかったが、今後の達成が期待される。 

 

3-1-3 投入(2010 年 3 月 31 日現在) 

日本側の投入 

長期専門家   2 名 

 ｢疫学情報資源整備/プロジェクト運営管理｣：53M/M 

 ｢再教育システム/広域業務調整｣：20M/M 

短期専門家   6 名 
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第三国専門家 42 名（｢ア｣国ラ・プラタ大学獣医学部教員及び｢パ｣国家畜衛生センター獣医師派遣経費） 

機材供与 約 810,270 米ドル（=75,112 千円、換算レート US$1=92.7 円） 

本邦研修 なし 

プロジェクト運営経費負担 約 1,302,448 米ドル（=120,737 千円、換算レート US$1=92.7 円） 

 

アルゼンチン側の投入 

1. 第三国専門家 

（派遣に関する経費のうち、人件費として総額234,000アルゼンチンペソ（=78,000米ドル、換算レートUS$1=3ペソ）

を負担） 

2. プロジェクト実施経費 総額 187,300 米ドル 

3. プロジェクトスタッフの配置 

4. プロジェクト事務所、ラボラトリー、車両等 

 

ボリビア側の投入 

1. プロジェクト実施経費 総額 US$56,355（ここには関係者の賃金は含めない）。 

2. プロジェクトスタッフの配置 

3. プロジェクト事務所、ラボラトリー、車両等 

 

パラグアイ側の投入 

1.プロジェクト実施経費 総額 US$20,320(ここには関係者の賃金は含めない）。 

2.プロジェクトスタッフの配置 

3.プロジェクト事務所、ラボラトリー、車両等 

 

ウルグアイ側の投入 

1.プロジェクト実施経費  総額 US$162,000(ここには関係者の賃金は含めない）。 

2.プロジェクトスタッフの配置 

3. プロジェクト事務所、ラボラトリー、車両等 

 

3-1-4 実施プロセス 

(1) 日本人専門家の役割 

当プロジェクトは2005年8月1日に開始されたが、日本人長期専門家が赴任したのは2006年1月であった。

その期間、｢ア｣国側プロジェクト・コーディネーターと JICA アルゼンチン事務所担当者が中心となってプロジェク

トの運営を担った。ラ大獣医学部が JICA のプロジェクトに慣れていたとはいえ、運営そのものを任されるのは

初めのことであり、また事務所担当者にしても当プロジェクト以外に多くの仕事を抱え多忙であったため、プロジ

ェクトの運営はスムーズに運ばなかった。プロジェクト当初に見られた参加各国間における不信感も、マイナス
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に働いたと言える。 

しかし、長期専門家の赴任以来、そういった疑心暗鬼が払拭されて 4 か国間の関係も改善され、チームワー

クが取れるようになってきたということを、各国における聞き取り調査で確認した。つまり、もともと連携する機会

の少なかった 4 か国を結ぶ広域プロジェクトを実施するためには、触媒となるべき存在が必要であったというこ

とであり、当プロジェクトにおいては日本人長期専門家がその役を担ったと言える。このような参加 4 か国にとっ

て初めての枠組みとなる広域-南南協力という取り組みを、日本人長期専門家が不在のままスタートさせるとい

う決断には大きな無理があったと考えられる。 

 

(2) プロジェクトに対するコミットメント 

広域プロジェクトにおいては、参加各国が一構成員であるとの認識の下、活動の計画、準備、実施の各段階

において遅延のない共同歩調を意識した対応が強く望まれる。また、関係者、関係国間のスムーズな調整は、

プロジェクト全体の進捗を左右する重要な要素であり、各国での事務手続きや連絡調整を行う人材について

は、活動が滞ることのないように適切な人数を適切な期間配置することが不可欠である。 

当プロジェクトにおいては、当初各国は相互の信頼感に欠け、足並みの乱れから共同歩調が取れず、実施

計画(PO)が作成されなかった。JCC が組織されたのも、長期専門家赴任後の 2006 年 5 月である。しかし、各国

にはプロジェクト・コーディネーターとして適切な人材が配置されていたことにより、長期専門家の赴任を機に関

係者間の調整がスムーズに行われるようになった。また、活動が進むにつれ、機材の納入や施設の整備、研修

の実施、論文の掲載など、具体的な成果が目に見えるような形で現れてくると、「自分たちのプロジェクトであ

る」という意識が強まり、特にプロジェクトの後半には積極的にプロジェクト活動を進めるようになってきた。各国

とも新たに若手教員を補充し、プロジェクト活動に当たらせている。人材が育ちモーチベーションが芽生えてきて

いるので、今後各国に期待されるのは、こういった活動を継続させていくための予算確保であろう。 

 

(3) 関係者間のコミュニケーション 

これまで、家畜衛生・獣医分野においてメルコスール加盟国間における連携は希薄であり、各国はお互いに

不信感を抱いていたという。｢ウ｣国の署名が遅れ、活動開始が他 3 か国に比べて 1 年遅れた原因も、そういっ

た不信感にあることは否めない。その様な国々が介在者を伴わずにプロジェクトを開始したのであるから、プロ

ジェクトの運営が滞ったのも当然の成り行きと言える。そういった状況下に長期専門家が赴任し仲介者となるこ

とで、各国間に立ちはだかっていた壁に風穴が開き、4 か国間の連携は改善へと動き出した。また、研修員受け

入れや第三国専門家派遣などといった｢ア｣国側のプロジェクトに対する関与が深まって成果が発現してくると、

自ずと各国の関心が高まり人間関係が深まった。プロジェクト活動が進むにつれて関係者間のコミュニケーショ

ンが深まり、仲間意識が芽生えてきたと推察される。 

活動のモニタリングについても、プロジェクト後半は四半期毎に各国が APO に沿った進捗状況をプロジェクト

事務所に報告している。プロジェクト事務所とラ大獣医学部は、その報告内容を汲み上げる形で次の活動計画

を組み立てており、そのようなプロジェクト運営が中間レビュー以降の大きな成果につながったと考えられる。 

 

(4) 獣医師に対するモニタリング 

本プロジェクトはターゲット・グループを域内獣医師に設定しており、プロジェクトの成果を彼らに活用してもら

うことが上位目標となっている。それゆえ獣医師の現状や要望、卒後研修などの効果を定期的にモニタリングし

て把握し、その結果を将来的な研修内容や調査・研究に反映させていくことが重要である。 
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3-2 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

妥当性はおおむね高いと考えられる。 

① 日本 

わが国は、｢ア｣国に対する協力の重点分野として、これまで実施してきた国際協力を生かした南々協力の

推進を掲げるとともに、地域が抱える共通の課題を地域全体の開発ニーズとして広域協力を効果的に実施す

るとの方針を持っており、本プロジェクトは、その方針と合致し、きわめて妥当性が高いと言える。また、家畜

衛生に関わる人材を育成することにより、衛生管理の改善等が図られることから、畜産が大きな収入源となっ

ている貧困層に裨益すると考えられる。加えて、狂犬病などの人獣共通感染症に係る疾病対策にも力を入れ

ており、人間の安全保障にも貢献している。 

② ｢ア｣国 

｢ア｣国政府（文部省）は、大学の国際化を推進する政策を採っており、ラ大獣医学部を核とした広域協力の

推進には意欲的であり、広域に学生を受け入れることを推進する方針を採っている。また、SENASA とはスタ

ッフのトレイニングに関する協定を結び、SENASAスタッフの教育を一手に引き受けており、国としての家畜衛

生改善に大きく貢献している。 

③ ｢ボ｣国、｢パ｣国、｢ウ｣国 

本プロジェクトの活動を通して移転された診断技術や研究成果、調査結果などが、各国大学で実施してい

る研修コースに反映されてきており、プロジェクト・サイト以外の獣医師にも裨益し、科学的な診断手法が取り

入れられるようになってきた。 

④ 政策上の優先度 

家畜疾病は家畜生産に甚大な被害を与えるというばかりでなく、家畜からヒトへ伝播する人獣共通感染症

という人の健康にも重大な影響を及ぼす可能性がある疾病もある。このため、OIE/FAO は国境を越えた家畜

疾病対策への取り組みを重要と位置づけており、そうした取り組みにこのプロジェクトは整合している。 

⑤ 地域としての行動計画 

現在、当該地域においては、獣医学部間における単位の互換制度を構築する取り組みが進められてい

る。当プロジェクトによる活動を通し、いずれの大学も単位互換制度の取り組みに参加できるまでに発展して

きており、本プロジェクトの妥当性は大きいと推定される。 

 

(2) 有効性 

有効性は高い。 

各国ともにプロジェクト目標はおおむね達成されており、中間レビューの提言等を踏まえた結果、共同実施体

制及び各国におけるプロジェクト運営が有効に機能したためと推察される。現場の獣医師に対する診断技術の

普及について、活動が若干弱い傾向が見られたが、プロジェクト関係者のモチベーション等が高まってきてお

り、今後ともプロジェクトの成果を効果的に普及していくものと期待される。また、C/P の交代や人材流出など、

外部条件に係る問題も殆ど見受けられていない。 

当プロジェクトにおいては、研修員、第三国専門家及び各国プロジェクト・コーディネーターに女性が含まれて

いることから、ジェンダーに対する配慮が伺えた。また、各国が互いに切磋琢磨してプロジェクト活動に励んだこ

とがより大きな成果につながっている。これは広域という枠組みが、プロジェクト目標達成に対して効果的に働

いた結果と考えられる。 

 

(3) 効率性 
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効率性は国によりばらつきが見られる。 

日本側の投入は概ね計画どおり実施されている。投入の活用状況も概ね良好である。 

機材の投入の質・量・タイミングについて、｢ボ｣国、｢パ｣国及び｢ウ｣国においては、一部問題が生じたため、

第三国専門家の活動に不都合が生じた。 

｢ア｣国側の C/P の投入については、質・量・タイミングとも特に問題はない。 

｢ボ｣国及び｢パ｣国では、若手スタッフが職員として採用されている。また、｢ウ｣国は他国よりもおよそ 1 年開

始が遅れたものの、プロジェクトの活動を担う若手教員を数名増員している。 

 

(4) インパクト 

マイナスのインパクトは特に生じていない。プラスのインパクトは上位目標の達成の可能性が期待できる。 

プロジェクトが掲げる上位目標である、「南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒後継続研鑽が推

進される」は、今後プロジェクトが家畜疾病診断分野の情報を発信することによる波及効果として実現されること

が期待できる。 

技術的なインパクトとしては、診断能力の向上と、研究成果の報告書作成能力の向上が上げられる。各大学

ともに若手教員の診断能力が向上した結果、プロジェクトを通して計 26 編の査読付論文が発表されていること

は大きな成果と言える。 

またプラスのインパクトとして最も評価されるのは、各大学スタッフ間に強い絆が生まれたことである。本プロ

ジェクトで培われた関係が、各大学の診断・研究能力の向上だけにとどまらず、今後、域内の家畜衛生分野の

進展に大きく貢献することが期待される。 

 

(5) 自立発展性 

引き続き、自立発展性に配慮した取り組みが重要である。 

① 技術面 

関係国において技術面の自立発展性は十分に期待できる。プロジェクトを通して移転された診断技術は、

ある特定の疾病ばかりでなく他の疾病にも応用できるものであるから、情報交換を各国間で行い、地域全体

としてレベル向上につなげていくことが望まれる。 

② 財政面 

｢ボ｣国、｢パ｣国及び｢ウ｣国は、機材のスペアパーツや消耗品の調達のための予算措置について、今後、

適切な対応を考える必要がある。 

③ 組織面 

大学を対象とした協力であるため、政治状況の変動による影響を受けにくく、組織としての継続性が十分に

期待できる。 

 

3-3 結論 

評価チームは、評価調査の結果、当初種々の問題があったものの、中間レビュー以降は順調に実施されたこと

により、多くの成果が発現していることが確認できた。評価 5 項目に関し、妥当性は概ね高いと判断でき、また、有

効性も高いと判断される。効率性に関しては、プロジェクト開始当初に足並みの乱れが生じ、国毎に差が出る要因

となった。一部、プロジェクトの運営において支障を生じさせる懸念があったものの、結果的に大きな不都合は生じ

なかった。インパクトに関連し、現時点でマイナスの影響が見いだせない。自立発展性に関しては、関係各国によ

るさらなる努力が必要である。同じ地域、同じ家畜衛生分野、同じ大学という機関でありながら、交流が非常に乏し
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かった 4 か国の大学が、当プロジェクトを通して非常に深い信頼関係を築き上げることができたことは、プロジェク

ト関係者の間で広く共有されている。このような関係は努力によって保つことができるものであり、容易に消えてし

まうものではない。しかしながら、プロジェクトによって培った技術を活用し、研究を続け、成果を普及していくため

には、各国関係機関とのネットワークの構築や実務面での強化もより意識すべきと考える。終了時評価調査を通

じて得られたこれら評価結果に基づき、プロジェクト終了後の発展に向けていくつかの課題が抽出された。そこ

で、評価チームは、これらに関する改善への提言を行うとともに、今後の類似プロジェクトの実施に当たっての教

訓を示すこととする。 

 

3-4 提言 

これまでの評価の結果に基づき、評価チームは、次の事項に対処するようプロジェクトチームに対して提言す

る。 

(1) プロジェクトの今後 

本プロジェクトについては、2005 年 8 月の開始から 2010 年7 月までの 5 年間の予定で実施されてきた。今回

の終了時評価調査において、広域及び各国の活動を通じてプロジェクト目標が概ね達成されていることが確認

されたことから、計画どおり 2010 年 7 月をもって本プロジェクトは終了する。本プロジェクトを通じて培われた診

断技術や疫学技術、各大学との協同体制等のプロジェクトの成果については、各大学の自助努力により維持、

発展されるよう今後とも積極的に取り組まれることが望まれる。 

本プロジェクトにおいて培われた診断技術等の拡大強化のために更に支援が必要な場合には、JICA 事務所

と相談の上、既存のスキームを活用した協力を検討されることが望ましい。 

 

(2) 自立発展性についての認識向上 

プロジェクト活動は、プロジェクト実施機関だけのために行なわれているのではなく、プロジェクト終了後の

自立発展的な活動継続のために行なわれるものであることを、関係者は強く認識すべきである。各国は活動継

続に必要な資金源の確保を図ることもさることながら、診断技術及び疫学技術の自立発展的な向上並びに精

度の高いより確実な情報発信を図るため、各国間の診断法の統一化・標準化に向けた取り組みを継続的に実

施すべきであり、また統一化・標準化された対象疾病数を増加するよう努めることが望まれる。 

  

(3) 卒後継続研鑽機会の制度化 

獣医師は社会の要請に応えるために常に研鑽することがもとめられる。大学学部における獣医学教育には

限界があることから、本プロジェクトで取り組まれた活動を参考に、現場の獣医師のニーズに基づいた卒後継

続研鑽を制度化することにより、地域獣医療水準が向上されることが望ましい。更に、各国間で調整した卒後

継続研鑽を制度化することにより、地域共通の課題について質の高い研修が実施されることが期待される。 

 

(4) 行政機関との適切な連携に関する検討 

 本プロジェクトで行われる活動は、最終的には生産現場における家畜衛生分野のニーズに適切に応えるた

めのものであり、それゆえ、関係する獣医師の診断に関する能力向上をひとつの重要な成果としている。その

目的を適切かつ効率的に達成していくためには、各国政府関係機関や獣医関係団体との良好な関係が必要不

可欠であるため、プロジェクト活動を通して生まれた関係を礎にして、今後強固なネットワークへと発展させて

いくべきである。 
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(5) 診断技術及び疫学技術の能力向上の継続 

本プロジェクトでは、大学の若手教員に技術研修を施して能力を向上するという活動はニーズに適合し、成

果を上げた。特に受益対象 3 か国においては獣医学教育が充実しているとは言い難い。大学教員の能力向上

は学部学生の教育レベルの改善、現場獣医師への研修提供の前提条件である。本プロジェクトで、ラ・プラタ

大学の獣医疫学の若い教員により「獣医学における生物統計学マニュアル」が作成されるなど各大学教員の

診断技術等の能力向上が図られてきた。今後とも、調査研究分野で切磋琢磨することにより、診断技術及び疫

学技術の能力向上に努めることが望まれる。 

 

 (6) 消耗品の購入予算等の確保 

プロジェクト終了後、活動によって培われた診断や研究を継続していくためには、試薬やプラスティック類など

消耗品の購入や、設置された機材類の維持管理が必要不可欠である。そのため、各大学は、プロジェクト終了

後に必要な予算を継続的に確保できるのか、また消耗品等の購入ルートは確実に確保されているのか等を十

分に検討し、適切に対応する必要がある。必要な予算を確保する方法として、検査料の徴収や診断液の販売

などが考えられるが、生産者組合など関係機関との連携も視野に入れ、各国に適した方法が検討されることが

期待される。 

なお、各大学は、インキュベーターや冷蔵庫、冷凍庫などの温度管理は、検査結果や試薬類の品質に直接影

響を及ぼす要因であることから、バックアップ体制を整備するなど早急な対応が望まれる。 

 

(7) プロジェクト・ウェブサイトの継続・発展 

2009年12月、「イベロアメリカ獣医予防疫学会」が発足した。この学会発足は本プロジェクトのネットワークが

下地になっている。当該学会には、本プロジェクトで獣医疫学に興味を抱いた獣医師たちが多く参加しており、

この分野の活動が活性化されることが期待される。これを足掛かりに、本プロジェクトで構築された情報ネット

ワークがこの学会と歩調を合わせて発展できるよう、掲載内容の充実や域内の多くの獣医師に幅広く活用され

るような積極的な取り組みが継続されることが期待される。 

 

(8) プロジェクト計画書（PDM）の見直し 

現行のプロジェクト計画書である PDM（以下、「PDM Ver.2」と記す）は、プロジェクト中間レビューの提言に従

って改訂されたものであるが、外部条件が記入されていない。今回の終了時評価では、PDM Ver.2 を用いて評

価を実施した。その結果、プロジェクト活動を阻害する大きな外部条件は確認できなかったため、評価を実施す

るに当たり問題とはならなかった。 

しかしながら、今後プロジェクトを終了するまでの期間に、何らかの外部条件が起こり、プロジェクト目標の

達成に影響を及ぼす可能性が否定できないため、PDM Ver.2に外部条件を新たに加えたPDM ver.3を作成する

ことが推奨される。 

 

3-5 教訓 

これまでの評価の結果に基づき、評価チームは、今後の類似プロジェクトの実施に当たって、次の事項を教訓と

して示す。 

 

(1) プロジェクトに対する共通認識の醸成 

広域協力の実施に当たっては、中核国（機関）の運営面でのオーナーシップ及び受益国（機関）のモチベー
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ションが不可欠である。プロジェクト関係者は、これらをもとに共通課題及び実施枠組みについてのコンセンサ

スをプロジェクト開始時点までに得ることが重要である。 

 

(2) プロジェクト計画書（PDM）策定時の留意事項 

PDM Ver.2 については中間レビュー時に大幅に改定されたが、｢ア｣国分の PDM Ver.2 において、成果２の活

動の記述が不十分であり、論理的に構成されていない。PDM を策定するに当たっては、成果と活動が論理的

に構成されるよう配慮すべきである。 

 

 


