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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 21 年 9 月 25 日 

担当部・課：農村開発部水田地帯グループ水田地帯第一課 

1.案件名  

インドネシア国マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画 

2.協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトでは、インドネシア国（以下、「イ」国）において、供試ミバエ類

の実験室における飼育技術、供試ミバエ類の蒸熱処理(Vapor Heat Treatment: VHT)

による消毒方法、試験データ及び分析結果を蓄積するためのデータシステムの構築・

管理にかかる能力向上を支援し、蒸熱処理技術を利用したマンゴー生果実（ゲドン・

ゲンチュウ）におけるミバエ類の消毒技術の確立を図る。 

(2) 協力期間： 2009 年 10 月－2013 年 3 月（3.5 年） 

(3) 協力総額（日本側）：約 2.8 億円 

(4) 協力相手先機関：園芸総局（Directorate General of Horticulture of Ministry 

of Agriculture: DGH）、農業検疫庁（Agency for Agricultural Quarantine: AAQ）、

DGH下部組織の病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute: PFI） 

(5) 国内協力機関：農林水産省 

(6) 裨益対象者及び規模:  

【プロジェクト・サイト】 

PFI（西ジャワ州ジャティサリ） 

【直接裨益者】 

DGH職員 4名、AAQ職員 6名、PFI職員 6名 

 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

「イ」国の農業生産は全GDP の14.4％を占め（2009年）、農業人口が全労働人口に

占める割合は46%であり、食料安全保障、雇用機会創出、経済成長の観点から農業は重

要なセクターである。 

その中で、熱帯性果実や野菜、観葉植物、薬用植物等を含む園芸作物は、食用作物

と比較して経済価値が高く換金作物として国内で流通しているとともに、輸出産品と

しても重要な位置付けにある。 

「イ」国においてマンゴーは、バナナやマンゴスチンと並ぶ主要な輸出用果物であ

るが（マンゴー及びバナナの生産量は各々世界 6 位、マンゴスチンは世界 1 位）、約

1.8 百万トンに及ぶ総生産量のうち輸出されているのは 0.1％未満に過ぎず、その潜在

的な輸出拡大の可能性が注目されている。現在、「イ」国産のマンゴーは、中近東や東

南アジアの市場向けに輸出されており、輸出量も徐々に伸びている。しかし、「イ」国

にはマンゴーに寄生し甚大な被害を与えるミバエ類が数多く生息していることから、

輸出相手国は、ミバエ類が既に生息しているか、ミバエ類の侵入が経済的な損害を及

ぼすことがないため、ミバエ類が寄生するマンゴーを植物検疫の対象としていない国

に限られている。「イ」国は、世界最大の島嶼国であり、その生物多様性も豊かで、生

息するミバエ類も数十種に及ぶが、日本に輸入が解禁されたマンゴーにおけるミバエ

類の消毒技術として最も一般的な蒸熱処理技術を用いて寄生するミバエ類を消毒する

ことにより、マンゴーの輸出拡大を目指しており、我が国に対しても 1997 年にマンゴ

ーの輸入解禁を要請している。 

このような状況を踏まえて、「イ」国政府は、既にシンガポール等に一定量を輸出し

ている実績があり、輸出用果物としてポテンシャルが高いゲドン・ギンチュウ（現地

語名）を対象種としてマンゴー生果実の輸出促進を図るため、蒸熱処理技術を利用し

たミバエ類の消毒に関して先進的な技術と豊富な経験を有する我が国に当該技術の移

転・能力強化に関する技術協力プロジェクトの実施を要請した。 
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プロジェクトの実施機関となる DGH は植物保護の観点で病害虫調査や病害虫の監視

に基づく生産ガイドラインの策定を行っており、プロジェクトサイトである DGH 下部

組織の PFI でミバエ類の同定及び累代飼育と蒸熱処理試験を実施し、AAQ は PFI にお

ける実験データ取りまとめを行う。 

なお、本プロジェクトは日尼経済連携協定（EPA）署名（2008 年 6 月）の際の共同

声明文の別添文書に記載された協力案件である。 

 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

「国家中期開発計画（2004-2009 年)」において、地方における雇用機会創出と経済

成長の促進を目的とする「農業再活性化」が重点項目の一つとなっており、農水産物

の競争力及び付加価値強化、輸出増を目指している。 

「園芸作物開発計画（2005-2009 年）」においては、園芸作物の生産増、流通の改善、

消費の促進等において包括的な支援を行うとしており、そのための 4 つの戦略の 1 つ

として、輸出市場の衛生植物検疫措置(SPS)を含む「品質の改善」を掲げている。また

「農業検疫プロフィール」（2008 年 11 月）では農業検疫の再活性化プログラムを定め、

インフラ整備、人的資源開発、規制と検疫システム等に関する取り組みを重視してい

る。本プロジェクトは、これらの「イ」国の政策に合致するものである。 

 

(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別援助実施方針上の位置付け 

我が国の対「イ」国国別援助計画では、3 つの柱のうち「民主的で公正な社会造り

のための支援」において、農水産業の振興を通じた雇用創出や農家の所得向上の観点

から、農民組織の運営強化、関連インフラの整備、生産性の向上、加工・流通システ

ムの確立等を中心に支援するとしており、本プロジェクトによる植物検疫技術の向上

は流通システムの確立に寄与するものである。 

また、本プロジェクトは、JICA の対「イ」国国別援助実施方針（2009 年 4 月）にお

いて「食料安定供給プログラム」の「農水産物競争力強化」に位置付けられる。 

 

(4)他援助機関の関連事業との関係 

 PFI は、無償資金協力「稲病害虫発生予察防除計画」(1989 年) で建設され、並行し

て、技術協力「作物保護強化計画」及び同「フェーズⅡ」が実施された拠点である。

また、対象となるマンゴー（ゲドン・ギンチュウ）は、有償資金協力「園芸作物開発

事業」(1996-2002 年) で西ジャワ州チレボン、インドラマユ、マジャレンカを含む各

県で導入・拡大されたものである。 

オーストラリア国際農業研究センター(Australian Center for International 

Agriculture Research : ACIAR)は、野外におけるミバエ類の研究を 2005 年から実施

中であり（2009 年 12 月終了予定）、更に、マンゴー及びマンゴスチンの国際競争力を

高めるための栽培技術、病虫害対策、収穫後処理を通じた品質向上に関する研究プロ

ジェクトを実施予定（2009～2012 年）である。ミバエ類の同定や飼育技術に関する情

報交換を行うなどして有機的な連携を図ることが重要である。 

４.協力の枠組み 

 本プロジェクトは、蒸熱処理技術を利用したマンゴー生果実（ゲドン・ギンチュウ）

におけるミバエ類（ミカンコミバエ群種及びウリミバエ）の消毒技術の確立を目指し

ている。｢イ」国におけるマンゴーの収穫時期は主に 9～12 月であり、効率的に実験を

行うためにマンゴーの収穫時期に絞って短期専門家を派遣し、プロジェクトのカウン

ターパートである DGH、AAQ、PFI の職員とともに、以下のような取り組みを行う。 

 まず、ミバエ飼育及び蒸熱処理試験を行う実験棟を増築し、基礎的なインフラを整

備し、蒸熱処理機やバイオトロン等の機材を設置する。施設及び機材の整備が完了し

た後、1 年目のマンゴー収穫時期は、プロジェクト期間中を通じて十分な量の供試ミ

バエ類を確保するために、PFI において対象ミバエ類の飼育に適した温度・湿度・光

周期の環境を確立し、各成長段階のミバエ類の飼育方法を改善する。また、試験用果

実については、生産地からの調達方法及び保管方法を確立する。更に、蒸熱処理試験
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に先立ち、蒸熱処理機内に果実を配置して温度設定等の諸条件の調整を行うと共に、

マンゴーの熱障害にかかる実験を開始する。 

2年目は、裸虫の状態でのミバエ類の耐性を確認するために温湯浸漬試験を行い、全

ての対象ミバエ類の中で最耐性ステージを仮決定する。それと同時に、寄生供試果実

の作製方法を確立し、蒸熱処理試験を開始して全ての対象ミバエ類の中での最耐性ス

テージを決定する（熱感受性比較試験）。その後、小規模殺虫試験を実施し、蒸熱処

理による最耐性種の完全殺虫のための条件を決定する。また、それと並行して果実に

商品として問題となるような熱障害を回避する対策を検討する（小規模熱障害試験）。

3年目は、2年目に引き続き小規模殺虫試験及び小規模熱障害試験を実施し、完全殺

虫及び熱障害回避を満足する基準が確立された段階で、果実及びミバエの数を増やし、

大規模熱障害試験及び大規模殺虫試験を実施し、基準が有効であることを確認する。

プロジェクト期間を通じて、ミバエ類の飼育方法や各実験に関する全てのデータを

記録し、分析を行う。3年目には、蓄積したデータを輸入解禁申請の際に相手国に提出

できるレベルの報告書として取りまとめる。 

 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

目標：マンゴー生果実（ゲドン・ゲンチュウ）について、ミバエ類に対する蒸熱処

理による消毒技術が確立される。 

【指標】：3万頭以上の大規模殺虫試験で、全ての対象ミバエ類の中で最も熱耐性のあ

るステージにおいて、供試果実に重大な障害を起こさずに供試ミバエ類を完全消毒す

る基準が確立される。 

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

目標：他の熱帯性果実について、ミバエ類に対する蒸熱処理による消毒技術が確立

される。 

【指標】：消毒技術が確立される熱帯性果実の種類の数 

 

(2)活動及びその成果（アウトプット） 

〔成果 1：供試ミバエ類の実験室における累代飼育に関するカウンターパートの能力

が向上する。〕 

活動1-1：実験室において、異種ミバエの混入を防ぐため定期的に供試ミバエ類の種

を同定する。 

活動1-2：実験室において、一定の温度、湿度及び光周期で飼育環境を管理する。 

活動1-3：対象ミバエ類の成長ステージを明確にする。 

活動1-4：採卵、幼虫・成虫飼育を含むミバエ類の全ての成長ステージにおける飼育

方法を改善する。  

【指標 1】：カウンターパートが採卵器により効率的にミバエ類の卵を採取できる。 

【指標 2】：カウンターパートが実験計画に従って、それぞれのミバエ類の幼虫を人工

飼育できる。 

【指標 3】：カウンターパートが実験室で供試ミバエ類を成虫 6千頭規模で累代飼育で

きる。 

 

〔成果2：供試ミバエ類の蒸熱処理による消毒方法に関するカウンターパートの能力が

向上する。〕 

活動2- 1：ミバエ類による再寄生を防ぐ為に、実験室において寄生した果実と処理

をした果実の保管条件を確立する。 

活動2- 2：適切な時期に適切な量と質の供試果実を確保する方法を確立する。 

活動2- 3：実験室において、供試果実の一定温度での保管環境を確立する。 

活動2- 4：温湯浸漬試験により全ての対象ミバエ類の中で最耐性ステージを決定す

る。（熱感受性比較試験） 

活動2- 5：殺虫試験のための寄生供試果実の作製方法を確立する。  
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活動2- 6：供試果実への温度センサーの挿入方法を確立する。 

活動2- 7：蒸熱処理機内でのセンサー果実の配置を決定する。 

活動2- 8：蒸熱処理による全ての対象ミバエ類の中で最耐性ステージを決定する。

    （熱感受性比較試験） 

活動2- 9：蒸熱処理による最耐性種の完全殺虫のための条件を決定する小規模殺虫

試験を実施する。 

活動2-10：蒸熱処理による熱障害の症状と原因を確認し、その熱障害を回避する対

策を検討する。（小規模熱障害試験） 

活動2-11：蒸熱処理による熱障害を回避するための熱障害試験を実施する。（大規

模熱障害試験） 

活動2-12：蒸熱処理による最耐性種の完全殺虫のための条件を証明するための大規

模殺虫試験を実施する。 

【指標 1】：カウンターパートが適切に蒸熱処理機を操作できる。 

【指標 2】：カウンターパートが全ての対象ミバエ類の中で最耐性ステージを決定で

きる。 

【指標 3】：カウンターパートが全ての対象ミバエ類の中での最耐性ステージにおけ

る完全消毒条件を決定できる。 

【指標 4】：カウンターパートが適切な蒸熱処理方法により果実の熱障害を回避でき

る。  

 

〔成果 3：試験データ及び分析結果を蓄積するためのデータシステムが構築される。〕

活動 3-1：継続的に試験データを記録する。 

活動3-2：試験データを分析する。 

活動 3-3：マンゴーの輸出が想定される国に提出するための報告書としてデータを取

りまとめる。  

【指標 1】：ミバエ飼育及び蒸熱処理試験を含む全てのデータが蓄積される。 

【指標 2】：ミバエ飼育及び蒸熱処理試験の各段階についてのマニュアルが取りまと

められる。 

【指標 3】：分析されたデータが報告書として取りまとめられる。 

 

(3)投入(インプット) 

1）日本側投入 

a.専門家派遣 

    長期専門家（業務調整/データ管理、1名） 

  短期専門家（ミバエ飼育、蒸熱処理消毒試験、果実障害試験等） 

b.本邦研修 

   研修員受入 1-3 名／年 

c.供与機材 

  蒸熱処理機、ミバエ飼育用バイオトロン、寄生果実保管用バイオトロン、プレハ

ブ式恒温室、発電機、車両等 

d. 施設 

 蒸熱処理実験棟の改修・増築工事 

e.プロジェクト活動予算 

2）「イ」国側投入 

a. カウンターパートの配置、給与 

b. プロジェクトに必要な土地及び施設（プロジェクト事務室を含む） 

c. 蒸熱処理実験棟建設にかかる樹木伐採、電気・水道・通信回線の引込工事 

d. 試験用マンゴーの調達 

e. 運営予算（実験棟にかかる電気代、発電機の燃料代、一部人工飼料等） 

 

(4)外部要因（満たされるべき外部条件） 
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1）前提条件 

・ 対象ミバエ類を決定するために、「イ」国側からペストリストが提出される。

 2) 成果（アウトプット）達成のための外部条件 

・ （気象条件等の影響を受けずに）試験用マンゴー果実（ゲドン・ギンチュウ）

が確実（一定量･品質）に入手できる。 

・ 必要な施設と機材に関する技術的なトラブルが回避される。 

・ 訓練を受けたカウンターパートが現在の業務を継続する。 

3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 訓練を受けたカウンターパートが現在の業務を継続する。 

4）上位目標達成のための外部条件 

・ 訓練を受けたカウンターパートが現在の業務を継続する。 

・ 植物検疫強化に必要な資金が確保される。 

 

５.評価 5項目による評価結果 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

(1)妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる 

 「イ」国において、マンゴーは熱帯性果実の中でバナナやマンゴスチンと並ぶ主

要な輸出産品であるが、現在、輸出量は生産量のわずか 0.1％未満に留まっている。

輸出の障害となっているミバエ類による果実汚染に対応するため、解禁に不可欠

な「イ」国のミバエ類殺虫技術の確立に関する支援を行う効果は大きい。 

 周辺のアジア諸国とは収穫時期が異なり市場性も期待できるゲドン・ギンチュウ

種を対象果実として選択することは妥当であり、輸出の拡大による農民の所得向

上や地方における雇用機会創出の効果は大きい。 

 我が国は、ミバエ類の消毒技術（特に、蒸熱処理技術）に関して先進的な技術を

有しており、過去に他国において類似の協力を実施した経験もあることから、当

該分野に係る支援において比較優位がある。 

 「イ」国「国家中期開発計画（2005-2009 年）」、「園芸作物開発計画（2005-2009

年）」、農業検疫「再活性化プログラム（2008 年）」において、輸出振興につながる

植物検疫技術の向上と人材育成は重要課題として位置付けられている。 

 本プロジェクトはこれら先方ニーズや優先課題と合致するものであり、また、当

該分野における支援は JICA の対「イ」国国別援助実施方針において「食料安定供

給プログラム」に位置付けられるものである。 

 

(2)有効性 

 本案件は以下の理由から有効性が認められる。 

 プロジェクト目標は、対象となるマンゴー（ゲドン・ギンチュウ）の蒸熱処理による

ミバエ類の完全殺虫と熱障害の回避にかかる技術の確立であり、その指標も明確に設

定されており、プロジェクト目標の設定は明確である。 

 本プロジェクトでは、まず PFI における供試ミバエ類の実験室における累代飼育

に関する能力を向上し（成果 1）、次に DGH、AAQ、PFI による供試ミバエ類の蒸熱

処理による消毒技術に関する能力を向上し（成果 2）、最終的に試験データ及び分

析結果を蓄積するデータシステムを構築する（成果 3）こととしており、これらの

成果によりプロジェクト目標が達成されるという道筋は明確である。 

 

(3)効率性 

本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

 短期専門家の派遣に当たっては、JICA 沖縄センターで実施中の課題別研修「ミバ

エ類温度処理殺虫技術」に講師として関わった経験を有する人材の派遣が想定さ

れており、「イ」国関係者の技術レベルやニーズをよく理解していることから、効

率的な技術移転が可能である。 



 

 6

 「イ」国側カウンターパートには、上記課題別研修の参加者が含まれており、そ

の研修成果を直接現地でのプロジェクト活動に役立てることが期待され、本邦研

修と技術協力プロジェクトの効率的な連携が可能である。 

 短期専門家をマンゴーの収穫時期に合わせてシャトル派遣することにより、現地

で必要とされる技術を段階的かつ集中的に移転することが出来る。 

 

（4）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下のように予測できる。 

 本プロジェクトで移転されるマンゴー（ケドン・ギンチュウ）についてのミバエ

類の蒸熱処理技術は、他のマンゴー種や他の熱帯性果実のミバエ類殺虫技術への

応用が可能であり、上位目標が達成される見込みが高い。 

 蒸熱処理技術の確立により、ミバエ類の植物検疫を行っている国に対する輸出が

可能となることが見込まれ、マンゴーなどの熱帯性果実の輸出が促進され、地方

における雇用機会創出や、西ジャワ州のマンゴー（ゲドン・ギンチュウ）生産農

家（約 20 万世帯以上）の所得向上に貢献することが期待できる。 

 

（5）自立発展性 

本案件の自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。 

 （政策・制度面）「イ」国は我が国との EPA において、本プロジェクトの実施を重

視しており、本プロジェクトの終了後もマンゴー等の熱帯性果実の輸出実現に向

けた政策的な後押しが見込まれる。他方、蒸熱処理技術の確立のほか、国内にお

ける植物検疫体制（島間移動の規制やミバエ発生状況のモニタリング等）の強化

についても「イ」国側が並行して取り組むことが求められる。 

 （組織・技術面）ミバエ類の蒸熱処理による消毒技術については、DGH、AAQ、PFI

の多機関が関与しているが、プロジェクト実施期間中はプロジェクトマネジメン

トユニットの設置が予定されており、その経験を踏まえてプロジェクト終了後も

協働体制が確保されることが期待できる。蒸熱処理による消毒技術は、非常に緻

密な技術であることから、技術を習得したカウンターパートの継続的な従事が不

可欠である。 

 

６.貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 貧困・ジェンダー・環境等に対する負の影響は予想されない。 

 

７.過去の類似案件からの教訓の活用 

 我が国は、過去にコロンビア（「地中海ミバエ殺虫技術開発プロジェクト」）とベト

ナム（「ミバエ類殺虫技術向上プロジェクト」）において熱帯性果実にかかるミバエ類

検疫技術の支援実績があり、それらにおける以下のような教訓を活用する。 

 蒸熱処理による消毒技術の導入に当たっては、プロジェクトの本格的な活動に先

立って実験環境の整備が不可欠であり、実験棟の整備、電力や水供給等のインフ

ラ整備が必要である。詳細計画策定調査段階において、インフラ担当の団員を派

遣し、双方の役割分担や本格的な活動開始までのスケジュールを明確に整理した。

 短期専門家不在中のミバエ類飼育や実験データの取りまとめを支援するため、業

務調整専門家（長期）を派遣することが効率的であることが教訓として得られて

いることから、本プロジェクトにおいても業務調整専門家を派遣して適切な実施

管理を行っていく。 

 

８.今後の評価計画 

中間レビュー：短期専門家の二度目の派遣時期（2011 年 10 月ころ 予定） 

終了時評価： 短期専門家の最終派遣時期（2012 年 12 月ころ 予定） 

事後評価：  プロジェクト終了から 3年後を目処に実施予定 

 


