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祝！! ばいてくNews 50号   

 記念すべき第５０号発刊おめでとうございます。２3年間よくぞこ
こまでと感謝する次第です。私は創刊当時、畜産生物工学科の研究職
員でしたが、ばいてくNewsを任されていたら、おそらく途中で挫折
していたことでしょう。改めて歴代編集長には敬意を表します。 

畜産試験場 場長 山本裕介    

 さて、ばいてくNews、受精卵移植や遺伝子に関わる研究や解説という硬いものから
職員と取り巻く人々にまつわる柔らかい話題まで有意義に、また楽しく読ませても
らっています。ここまで続くと年報のようでもあります。道総研は広報を重要視して
いますが、ばいてくNewsは２3年前に先取りしてこれまで至っていることは賞賛に値
します。今後も畜産のバイテク研究はさらに進んでいきますので、ますます分かり易
く、おもしろい情報の発信を期待しています。 

 ざっとニュースを眺めてみますと、個人的で恐縮ですが、思い出深いのはなんと
いっても、体細胞クローン誕生です（第２５号、H１１年）。受精卵移植関係者の間
では、イギリスで羊のドリーが誕生して以来、全国的に牛での体細胞クローン作出が
競って行われていました。もちろん当場でも、ということで出産までこぎつけました
が、２月の寒い牛舎での帝王切開から始まる低体温子牛介護ドキュメントは今でも鮮
明に覚えています。子牛の対応は記事にありますが、当時科長の私は、「勝手」に呼
んだマスコミ対応に追われ、夕方のテレビでは「予断を許さない」というコメントを
悲痛な面持ちで発していました。子牛が無事回復したことで暗い気分は帳消しとなり
ましたが忘れられない出来事です。ともう一つ、第３号（H３年）に山本投手完投勝
利というのが目に止まりましたが、これは思い出せません。 

はじめに  

 1991年（平成3年）4月にスタートした「ばいてくNews」。
おかげさまで、50号まで漕ぎ着けることが出来ました。当初は
毎月発行でしたが、5号で挫折。以後は不定期刊行になり近年は
ほぼ年2号ペースで24年かけて50号に至りました。発行されな
い年もありましたが、「読んでます」「次はまだですか？」な
ど意外に多くの方からの声援があり、それが励みとなりなんと
か続けることができました。編集に一番長く携わってきた者と
して誠に感慨深く、これまでの皆様のご協力、ご声援に改めて
感謝申し上げます。 

ばいてくNews、創刊から50号までのあゆみ 

生物工学G 研究主幹 陰山聡一    
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バイテク研究の開始 
 新得畜試におけるバイテク研究は、昭和57年に国の受精卵移植事業を受けたこ
とが発端です。当初は肉牛科3名で、そこに乳牛科1名が加わった通称“バイテク
チーム”として仕事を始めました。昭和60年にバイオテクノロジー研究室（現診
療棟）が建設され、昭和62年に畜産生物工学科となりました。27号（2000年）
から新庁舎に移り、新体制（受精卵移植科と遺伝子工学科）となり、クローンや性
判別など繁殖バイテクの話題に加えてヨーネ病やBSEなど衛生バイテクの記事が増
えました。42号（2010年）から独法化により現在の体制となりました。 

 発行の経緯 
 ばいてくNews創刊のきっかけは、今に繋がるバイテクグループの生みの親である
工藤主研（当時）が畜試配属29年目にして初めて転勤する際に「前から言われてい
たことなんだが・・・」とニュースの発行を当時バイテクグループで一番下っ端の自
分に言い残していったことです。工藤主研は、新得畜試から中央農試の企画へ行って
いた裏研究員（元根釧農試場長）から「植物関係のバイテク部門はバイテクニュース
を出している」など出会うたびに言われていたそうです。 

イラストが評判 
 はじめはサンヨーワープロでテキストを打ち、レイアウトは切り貼りでしたので、
修正がとても大変でした。10号（1992年）から編集にパソコンが使えるようにな
り、記事のイラストが講演会のスライドなどでも活用でき重宝しました。1990年
頃からインターネットが普及し他農試のホームページが開設される中、新得畜試は
ネットに接続できない状況が続いていたので郵送による配布を余儀なくされていま
したが、25号（1999）からようやくe-メールでお知らせしてネットにアクセスし
ていただく形になりました。 
 編集担当は何人も替わりましたが、イラストは全て森安研職（現法人本部主査）
の担当でした。特に関係者の似顔絵は評判でした。森安研職が異動した後は同じイ
ラストを使い回して凌いでいます。たまには新しいイラストを描いて欲しいところ
です。 

夢が現実に 
 記事としてはPCR、LAMP法、クローン、BSEなど敬遠されがちなキーワードに
少しでも親しみをもってもらおうと課題や学会発表、研修などの話題を取り上げて
きました。個人的に特に印象深いのは、5号（1991年）で南橋研職（現家畜研究
部長）が長期研修でカナダへいくことになった記事の中で「新得畜試でも近いうち
に一卵性の8つ子を生ませたいですね」とあり、これが2002年5月に実現し29号
の記事「受精卵クローン8つ子誕生」になっています。また、35号（2005年）で
南橋科長（現家畜研究部長）が優秀畜産技術者表彰を受賞した記事の中で「・・・
また、胚移植および核移植技術を利用した黒毛和種種雄牛の産肉能力検定法を確立
し、全国に通用する黒毛和種種雄牛を生産したいと考えています」とあり、これが
去年実現し48号の記事「受精卵移植技術の応用例: 絶好調『勝早桜5』の作り方」
に繋がりました。 
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 おわりに 
 節目節目に場長・部長に書いていただいた記事には共通して、「バイテク研究の必
要性や課題のわかりにくさ、なかなか成果が出ず肩身が狭かった・・・」というよう
な話が出ていて、決して追い風が吹くことの無い分野の宿命を改めて認識していまし
た。しかし、年々逆風が強まる中でも「生物工学は・・・せめて道総研ではしっかり
やって欲しい」とおっしゃって下さる方がいることを励みに、この毛色の変わった分
野が続いている証として、このばいてくNewsについて地道に号を積み重ねて行けれ
ばと思います。（陰山） 

動物遺伝研 研修記 H26 in 梅雨 

 平成26年6月23日～7月11日の18泊19日の
日程で、福島県白河郡西郷村にある公益社団法
人畜産技術協会附属動物遺伝研究所（遺伝研）
において、またもや実験三昧の日々を過ごしま
した。 
 今回は私にとって初体験のDNAチップという
ツールを用いた解析に挑戦しました。これは一
度に多くの1塩基多型（SNP）の型判定（ジェ
ノタイピング）が可能な優れものです。研修の
様子を皆様に御紹介します。 

生物工学G 内藤 学   

動物遺伝研究所 外観 

1）脂肪組織からのDNA抽出（１週目） 
 脂肪サンプルからDNAを抽出するのはこれまで同
様にクラボウ自動DNA抽出装置を用いて行いました
（右：写真）。チップ解析には高純度のDNAが要求
されるということで、慎重に作業したつもりではあ
りましたが、抽出後のDNAの濃度を測定すると、予
想外に低濃度のものが多く焦りました。 

クラボウ装置使用でDNA抽出 

内藤研究主査の
研修報告です。 

 DNAの品質チェック（右：写真）で純度を確認し
た後、濃度が低いサンプルは再抽出しました。新た
なサンプルも加えて、何とか予定数のDNAチップ
12枚相当、予定数288サンプル分を解析用DNAと
して調整することができました。 

電気泳動でDNAの品質チェック 
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2）DNAチップを用いた解析（2-3週目） 
 DNAチップ解析は、すでに経験のある肉牛G 
鹿島研究職員（右：写真）と共に行いました。 
チップ１枚で24頭分のサンプル解析ができます。 
 解析１サイクルは連続した3日間でおこない、 
チップ4枚についての作業を併せて行うことで、 
1サイクル96頭のサンプル解析ができます。 

 １日目はDNAサンプルを96ウェルプレートに分
注し、変性・中和などの作業の後、一晩専用オーブ
ンに入れてDNAを増幅します（全ゲノム増幅反
応）。初日はそれほど作業量が多くありません。 

 ２日目は昨日から今日にかけて増幅させたDNA
を酵素により断片化し、断片化したDNAを沈殿、
再懸濁した後、DNAチップに処理したサンプルを
分注し、一晩専用オーブンにより反応させます。
チップにサンプルを分注する時が最も緊張する局
面です（右：写真）。手順は複雑で覚えきれるも
のではありませんが、実験の合間の待ち時間は比
較的多いのが救いです。 処理後のDNAをチップに分注 

今回の解析の師匠、鹿島研職 

 ３日目は反応を終えたDNAチップを洗浄した後、
様々な試薬を用いて反応を行い、蛍光色素を結合
させます。この反応の時は一定時間ごとにピペッ
トで試薬を注入していく作業（右：写真）でほぼ
２時間装置の前に付きっきりとなります。反応終
了後のDNAチップを洗浄、固定化し（下左・中：
写真）、iScan（下右：写真）という読み取り装置
でスキャンしてデータを取り込みます。 一塩基伸長反応の作業 

洗浄・固定化 反応終了後のDNAチップ iSCAN（データ取り込みと解析） 
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3）ジェノタイピングデータのチェック 
 取り込んだデータについて利用可能かどうか確認します。X染色体のマーカー
タイプの矛盾や実験精度の数値をチェックして、DNA抽出の不備やサンプル同士
のコンタミネーションが疑われるようなサンプルはデータから排除します。今回
の解析では利用できる個体数は288頭中267頭、利用可能なSNPマーカーは
6336個でした。 

4）SNPマーカーの効果検証 
 いよいよ得られたデータを用いて解析を行う段階となりました。枝肉形質の中か
ら代表的な項目として枝肉重量、BMS No.そしてオレイン酸の3形質を選択して、 
家畜改良センター渡邊研究員の作成したプログラムによって解析を行いました。そ
の結果、枝肉重量に関連したSNPマーカーが、これまでの手法（マイクロサテライ
トDNAマーカー）の結果と同じ染色体上に示され、今回の解析がうまくいったと
考えられました。詳しい内容については別の機会にお示しできると思います。 

 この類の研修は大概そうですが、終わってみるとあっという間でした。今回、鹿
島研職の指導のお蔭もあり躊躇なく遂行できました。もうマイクロサテライトDNA
マーカー解析には戻れそうにありません。また改良センターの宿泊施設では1-2週
目に団体の研修が入っていて食堂や浴室が利用できたことで、研修所暮らしの快適
さも前回より大幅に充実しました。但し、梅雨と台風によりほとんど天気が良い日
はなく、休日は研修所に籠っていました。この時期の本州滞在はなるべくなら避け
たいものです。FIFA World Cupのおかげで退屈せずにすみましたが、睡眠時間
は削られました。（内藤） 

福田研究主任、APPSで３回目のポスター賞 

 平成２６年7月6～7日、アジア太平洋プリオン
シンポジウム（APPS）2014が韓国済州島国際コ
ンベンションセンターで行われました。 
  APPSは、「アジア太平洋プリオン研究会」を基
盤とした国際学術集会であり、国内では唯一のプリ
オンやプリオン病の研究者が一同に会する学術集会
です。これまでは日本国内で行われてきましたが、
今年は韓国ハルリム大学のキム教授が大会長となり、
初めて日本以外での開催となりました。日本、韓国
をはじめカナダ、アメリカ、オーストラリア、中国、
英国等からプリオンの研究者約150人が集まりま
した。 

済州国際コンベンションセンター外観 

 

コンベンションセンター入口 

 

福田研究主任がアジア太平洋プリオンシンポジウム2014で 
２年連続３回目のポスター賞を受賞しました！ 
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 シンポジウムでは、Special lectures3題、Hop topics7題、事前審査により口頭
発表に選出された10題を含むポスター47題が発表されました。今回は、平成25年
度の研究成果から「Change of the resting score measured by pedometer as 
the index of clinical symptom of L-type BSE affected cattle（非定型BSE感
染牛の行動量の変化）」をポスター発表しました。   

開演前の会場 大会長の韓国ハルリム大学キム教授 シンポジウム会場前 

Change of the resting score measured by 
pedometer as the index of clinical symptom 
of L-type BSE affected cattle. 
 Fukuda S, Fujii T, Kageyama S, Hirayama H, 
Naito A, Okada H, and Yokoyama T. 
要約：非定型BSE感染牛に万歩計を装着し、その行動量
を解析したところ、発症時に休息状態の減少が継続するこ
とが明らかとなった。 

正房瀑布（チョンボンバッパ） 
ホテル近くの滝 

 今回の渡航で初めて韓国済州島を訪れました。
APPS会場のコンベンションセンターは周辺にロッ
テやハイアットなどの高級リゾートホテルが並ぶ済
州島南部のリゾートエリアにあり、南側の窓から東
シナ海が一望できます。私は隣町の西帰浦（ソギ
ポ）市に宿泊。西帰浦には、水が海に直接流れる滝
「正房瀑布（写真）」や市場などがあり、空いた時
間に散策することができました。こちらの食事はキ
ムチ以外にも唐辛子が多く使われています。カップ
麺も唐辛子入りが主流でした。（福田） 

 来年のAPPS2015は、石川県金沢市で9月4～
5日に行われる予定です。またAPPS2016は、こ
れまで欧州や北米で開催されている国際学術集会
PRION2016との合同開催となることが決まりま
した。 

 全演題の中で牛を用いた研究発表は本演題のみであったこともあり、会場投票で
選出される「優秀ポスター賞」に選ばれました。APPSでは、2006年、昨年に続き、
3度目の受賞となりました。 



 平成26年7月23日から29日までの1週間、青海省牧畜獣医科学院から技術協力
の依頼を受け、道総研法人本部の森安主査とともに中国は青海省西寧市へ行ってき
ました。このプロジェクトは、中国政府が行っている国際共同研究プロジェクトの
一つです。 

 青海省牧畜獣医科学院では、ヤクの改良・増殖に関する研究に取り組んでいます。
ヤクはウシ科に属し、高度3500m以上の草地に生息する高山動物です。チベット
族の人々の生活を支える大切なライフラインであり、クローン技術や体外受精技術
等を使って効率的に増やすための研究がなされています。以前に森安主査が核移植
指導のため同研究所を訪れたことは「ばいてくNews45号」の中で紹介しています
が、今回は核移植に加えて、初期胚の遺伝子 
発現解析の技術指導を行ってきました。 

 ただし、胚盤胞への発生率やその質はまだ
まだ低く、クローン産子の作出には成功して
いません。実験後には、発生培養の条件、胚
の凍結方法、移植作業等についてディスカッ
ションしました。研究所の隣には小さな牛舎
があり、実際に核移植胚の移植も行いました。
ヤクのクローン誕生もそれほど遠くないよう
な気がします。 
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続・西遊記（西寧 核移植技術布教の旅） 
           -ヤクのクローン誕生を目指して- 

生物工学G 藤井貴志   

 滞在期間中に、2回の核移植実験を行いまし
た。奧でマニュピレーターを操作するのが新人
の李さんで、手前が孫さん。現在では、ウシの
卵子とヤクの体細胞から安定して胚盤胞を作れ
るところまできたようです。3年前の森安主査
の指導の賜物です！ 

 胚の遺伝子発現解析に関するレクチャーでは、
学生時代に行っていたウシ体細胞クローン胚の
分化に関わる遺伝子発現解析について紹介しま
した。同研究所の遺伝子チームの方々にも参加
していただきました。たどたどしい英語での発
表でしたが、森安主査のお力添えもあり、何と
か終了。発表後には様々な質問もしていただき
ました。 

藤井研職の
中国滞在記
です。 

核移植実験の様子 

クローン胚移植の様子 

牛胚の遺伝子発現解析に関する講義 



 残念ながら今回は機材が足りなかったことも
あり、実際に胚の遺伝子発現解析はできなかった
のですが、機材は今後準備できるそうです。遺伝
子チームと協力してヤククローン胚の遺伝子解析
ができれば大変おもしろい研究になると思います。 

 滞在期間中にはヤク牧場を訪問することが 
できました。牧場は高度3500m以上のところに 
あり、少し走っただけで息が切れます。ヤクは 
季節繁殖で、訪問した7月はまさに繁殖期。 
発情行動を示すヤクを多数観察することができました。牧場の従業員さんの自家
製ヤクのヨーグルトもいただきました。 

 休日は、西寧市の市街地や動物園を観光。市街地は人や車で埋め尽くされており、
街の活気はすさまじいものがあります。 
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 ウェルカムパーティー、食事の様子です。実は食事について若干の不安があった
のですが、どの料理も驚くほど美味しくいただけました。特に羊肉は全く臭みがな
く非常に美味しかったです。写真右はヤク肉のしゃぶしゃぶ。 

講義中の筆者 

ヤク牧場 ヤクのヨーグルト 

ウェルカムパーティ- ヤクの肉（しゃぶしゃぶ用） 
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 今回は技術指導ということで訪問しましたが、実際は私自身が様々な勉強をさせ
ていただいたという感じで、他国の研究現場を見ることができ大変良い経験となり
ました。ちなみに、実は私、海外旅行は今回が初めて（パスポートもこのために取
りました）・・・出発前はあらゆる面で不安のほうが大きかったのですが、異文化
に触れ、現地で多くの人々と会話したことで、世界には多様な考え方があることを
肌で強く感じることができました。 
 またこのような海外出張のチャンスがあれば積極的に参加したいと思います。 
 （藤井） 
 

 近年の繁殖生物学会は半分以上が実験動物を研究対象にしている印象（個人の感
想）ですが、IRRSは打って変わってネズミの話はタブーということで、実質4日
間、朝から晩までほぼ牛と羊の話が続きます。IRRSは4年に一度、反芻獣の繁殖
に関わる最新情報を総ざらいして知識をアップデートしようというシンポジウムで、
家畜繁殖研究をリードする世界の研究者による講演は内容も濃く聞き応え満点でし
た。次回のIRRS2018は地球の裏側、ブラジルで開催とのことです。 
（平山） 

 今年の日本繁殖生物学会は8月21～23日の3日間の日程で帯広畜産大学において

開催され、その翌週には国際反芻獣繁殖シンポジウム（the 9th International 

Ruminant Reproduction Symposium, IRRS）が8月25～29日の日程でホテル

日航ノースランド帯広を会場に開催されました。二週にわたり、早朝に公用車で新

得を出て夜に戻る毎日で少々からだに堪えました。 

 繁殖生物学会では、畜試からは

口頭1題（ウシの分娩時胎盤節に

おけるTGF-βおよび受容体の発

現解析）とポスター1題（牛子宮

内膜組織における免疫調節および

細胞外マトリックスリモデリング

関連遺伝子のmRNA発現動態）

を発表しました。牛の生体を用い

た研究は材料採取も解析も難しい

ことから、関連分野の諸先生方か

ら益々がんばるようにと励ましや

アドバイスを頂きました。 

国際反芻獣繁殖シンポジウム（IRRS)の 
会場の様子 

今年の８月は学会三昧 平山主査 
の報告です。 
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森安 悟    道総研法人本部   

 JICAの国際協力レポーターに採用
され中東の国ヨルダンを１週間ほど
見てくることができました。この事
業は日本の政府開発援助(ODA)の様
子を一般市民が現地で視察しそれを
報告するというものです。日本人の
旅行先としては珍しい国ですので、
その雰囲気も含めレポートします。 
 

ヨルダンのODA現場を見に行く 

昨年8月24日から31日まで、森安主査がヨルダンを視察してきました。 
遅くなりましたがここでご紹介いたします。 

TOPICS：1 

 最初のODA視察地はヒッティーンのパレスチナ
難民キャンプ。イスラエルの侵攻によりパレスチ
ナの地を追われた難民が暮らす街です。60年が経
過し、テントが石造りの街になっても、故郷はパ
レスチナの地であると信じる彼らは自分たちの居
住区をキャンプと呼び続けています。ここでは幼
児教育協力を行う青年海外協力隊員の活動を視察
しましたが、彼女の口をついて出たのは意外なこ
とに幼稚園に「勉強」を求める親と、情操教育の
大切さを伝えたい自身の思いとの葛藤でした。 

ヨルダンの位置（ウィキペディア フリー百科辞典 
ja.wikipedia.org/wiki/ヨルダン ：2014.05.06最終更新版 より） 

サウジアラビア 

シリア 

イラク 

イスラエル 

 日本からアブダビで乗り継ぎ18時間でヨルダ
ンの首都アンマンへ。8月末のヨルダンは気温こ
そ高いものの、乾期で空気が乾燥しきっているた
め日陰に入れば涼しさを感じる気候です。アンマ
ンの市街は起伏の激しい丘に張り付くように広が
り、瀟洒な建物やアメリカのファーストフード店
が軒を連ね、アラビア文字の看板さえ見えなけれ
ば自分がどこにいるかを一瞬忘れてしまいそうに
なります。 
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 ヨルダンの国民一人あたりの利用可能な水の量は世界最低レベルです。この状況を
改善するため日本からの無償供与でザイ浄水場と揚水施設が造られました。首都アン
マンの上水道使用量の50%がここから供給されているそうです。ちなみにアンマン
とのこの浄水場との標高差は1000mあり、24時間ポンプアップが必要ですが使わ
れているポンプは日本製。故障が少なくて使いやすいとか。 

 アンマンから車で１時間ほど北東、街並
みが途切れ、羊を放牧するベドウィンだけ
が住む土漠。シリア国境からわずか16km、
そこに突如出現するのがシリア難民を収容
するザータリキャンプです。命を繋ぐため
だけのテントとプレハブ小屋でできた文字
通りのキャンプ。機銃を内側に向けた装甲
車が取り囲む3×2km四方の空間に12万
人のシリア難民が暮らす、最もシビアな
ODAの現場です。 

JICAヨルダン事務所撮影 

 シリア政府軍の毒ガス使用への懲罰として近日中にアメリカが攻撃を実施するか
もしれない状況で何とか可能になったキャンプの視察は、車列の前後を警備車両と
装甲車に護衛され一台ごとに一人警察官が同乗する物々しいものでした。残された
家族や知人に危険が及ぶかもしれないため撮影はいっさい禁止。移動中の車窓から
は、埃まみれのテント、生活排水が流れる側溝、所在なさげに座りこむ男たち、共
同のタンクから水を汲む少年、そんなキャンプ生活の困難さ厳しさを表す風景が見
えます。 

 そんな中で、JICAは青少年の教育に協力しています。子供たちに紙芝居を読み、
いっしょに歌を歌う明るい女性協力隊員。彼女は以前シリアに協力隊員として派遣
され、今回の内戦で難民になったシリアの人たちの手助けをしたくてここに来たと
言う。内戦のため荒んだ子供たちの心をなんとか和らげたい。そう話す彼女の胸に
縫い付けられたJICAのマークと日の丸は「日本はシリア難民を見捨てない。」とい
う力強いメッセージを送っているようでした。 
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 JICAはアンマンの日本語学校に日本語教師の
青年海外協力隊員を派遣しています。ヨルダンの
若者が日本語を学ぶきっかけはほとんど100%ア
ニメ。アニメから入った彼らはやがて広く日本に
興味を持ちよき理解者になってくれています。こ
の事業はある意味もっとも効率的な国際協力かも
しれません。それにしても、まさか中東の地でグ
レンダイザーの主題歌をヨルダン人と肩を組んで
歌う日が来るとは思いませんでした。 

 石油をはじめとする地下資源がほとんどないヨ
ルダンにとって観光は重要な外貨獲得手段です。
JICAのODAによる観光開発がヨルダン各地で進
んでおり、その現場もいくつか見てきました。 
 アンマン近郊の古都サルトでは、北大観光学高
等研究センターのスタッフがJICA専門家として現
地に入り、日本の萩市で成功した「まちじゅう博
物館」というコンセプトで持続可能な観光開発を
行っています。 

 また、ヨルダン最大の観光地と言える死海観光振
興のため、死海を見渡せる高台に展望台、レストラ
ン、博物館等を備えた死海パノラマコンプレックス
を円借款で建設しています。ここからは対岸のイス
ラエルも見渡せ、キリスト教、イスラム教、ユダヤ
教の聖地エルサレムも視野に入ります。ここを視察
している最中にも遠くからイスラエルの軍用機の爆
音が聞こえていました。観光地でありながら国境で
もあることを感じさせるひとコマでした。 

 さらに世界遺産であり映画インディージョーン
ズのロケ地にもなったペトラ遺跡も見学すること
ができました。ここでもJICAヨルダン事務所が博
物館建設のための予備調査を実施しているそうで
す。 

 中東といえば思いつくのは紛争とかテロ。実際私も行ってみるまではそういう
イメージを持っていましたが、実はヨルダンは中東の中では奇跡的に治安のいい
国でした。考えてみれば治安がいいからこそ周辺国から難民も入ってくるわけで、
実際滞在してみても、街の雰囲気も明るく、街行く人たちが旅行者に気軽に
“Welcome to Jordan!”と声をかけてくれます。 夜でもイスラム教国のため
酔っ払いが徘徊していることもなく、ホテルの周りをそぞろ歩いても不安はない
など治安のよさも実感することができました。 



 今回のヨルダン滞在はこれまで抱いていた中東というひとくくりのイメージを
壊すに十分なものでした。日本人がそうであるようにヨルダン人にも、多様な考
えを持つ人がいる。イスラム教徒ですら宗教に対する思いは人によって違う。逆
に国や宗教がちがっても、同じものに心を動かされることがある。そんなあたり
まえのことに改めて気づかされる旅でした。中東に旅行してみたいならヨルダン
はオススメの国です。（森安） 
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 また現地住民と話してみると、日本語学生やJICAのODA事業関係者は当然とし
て、それ以外でも日本に良い印象を持つ人が数多くいるのです。日本からはその存
在を意識することが少ないヨルダンという国はかなり親日的な国でした。ちなみに
多くの人が英語を話すことができますし、街の看板もアラビア文字と英語併記が多
いので意外なほどコミュニケーションにも苦労しませんでした。 

ヨルダン川西岸地区。遠くに見える黒い帯がヨルダン川。その向こうはパレスチナ。 

速報  「ヨーネ病検査マニュアル」にLAMP法を用いた 
コロニー同定の手法が記載されました！    

 動物衛生研究所で作成していて、全国の家畜保
健衛生所でのヨーネ病検査に役立てられている
ヨーネ病検査マニュアルの最新版（2014.10.17
改定）に、当場で開発したLAMP法によるヨーネ
菌の同定法の記述が追加されました。LAMP法に
よる検査の普及により、一層ヨーネ病診断の利便
性が高まることを期待します！ 

↓動衛研 ヨーネ病WEBサイト 
http://www.naro.affrc.go.jp/niah/disease/paratuberculosis/index.html 
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TOPICS：2 

編集 
後記 

「畜産試験場公開デー2014」が開催されました  

 8月1日（金）は畜産試験場の公開デーでした。天候にも恵まれ、 
たくさんの来場者が訪れました。当日のスナップショットです。 

 編集担当としては、新たなイラストを手掛けたくとも絵心が・・。
森安さん、法人本部でお絵かき研修の開催、検討してみてもらえませ
んか？（AN） 

生物工学G 実験室公開↓→ 

 第50号の編集に関わらせていただき光栄です。今回は記念号にふさ
わしい力作が並び、読み応え十分ではなかったでしょうか！ 

大好評！一日研究員 

↑バルーンアートで 
動物を作ろう！ 

修了おめでとう！！ 

液体窒素に興味津津 

薔薇がバラバラ・・・・ 

液体窒素で 
-196℃を体感 

うしのたまご？！ 


