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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画プロジェ

クト 

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地

帯第一課 

協力金額（評価時点）：2 億 8,000 万円 

協力期間 

（R/D）：2009 年 10 月 16 日～

2013 年 4 月 15 日（3.5 年） 

先方関係機関： 

園芸総局（DGH）、農業省農業検疫庁（AAQ）、 

DGH 下部組織の病害虫予察センター（PFI） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア国」）において農業は食料安全保障・雇用機会創

出・経済成長の観点から重要なセクターであり、そのなかでも園芸作物（熱帯性果実を含む）

は経済価値が高く、国内流通のみならず輸出産品としても重要な位置づけにある。このうち、

マンゴーは主要な輸出用果物であるが、約 2,400 万 t に及ぶ総生産量のうち、輸出量はわずか

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、主に中近東や東

南アジアの市場向けに輸出され、インドネシア国政府はわが国に対しても 1997 年にマンゴーの

輸入解禁を要請している。しかしインドネシア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。 

このような状況を踏まえ、インドネシア国政府は、マンゴー生果実のなかでも既にシンガポ

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（現

地語名）の輸出促進を図るため、蒸熱処理（Vapor Heat Treatment：VHT）技術を利用したミバ

エ類殺虫において先進的な技術と豊富な経験を有するわが国に技術協力プロジェクトの実施を

要請した。これを受け、JICA は 2009 年 10 月から 2013 年 4 月までの 3.5 年間の予定で本「マ

ンゴーにおけるミバエ類検疫向上計画」を開始し、長期専門家を 1 名及び短期専門家を数名を

派遣し、協力を実施中である。なお、本プロジェクトは日インドネシア国経済連携協定

（Japan-Indonesia Economic Partner：JIEPA）の署名（2007 年 8 月）の際、共同声明文の別添文

書に対象プロジェクトとして記載された協力案件である。 

 

１－２ 協力内容 

 (1) 上位目標 

他の熱帯性果実について、ミバエ類に対する VHT による消毒技術が確立される。 

 

 (2) プロジェクト目標 

マンゴー生果実（ゲドン）について、ミバエ類に対する VHT による消毒技術が確立さ

れる。 
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 (3) 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（C/P）の能力が向

上する。 

2) 供試ミバエ類の VHT による消毒方法に関する C/P の能力が向上する。 

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。 

 (4) 投入（評価時点） 

1) 日本国側：総投入額 約 2 億 2,900 万円 

・長期専門家派遣 1 名 ・機材供与 約 1 億 2,000 万円（38 種） 

・短期専門家派遣 12名 ・ローカルコスト負担 約 800 万円 

・研修員受入 20名 ・実験棟改修・増築工事費 約 2,800 万円 

2) インドネシア国側： 

・カウンターパート配置 14 名 ・プロジェクト事務所  

・ローカルコスト負担 27 億 5,700 万インドネシアルピア（C/P 人件費を含む） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 丸岡 秀行 JICA 農村開発部 次長 

植物検疫行政 坂田 尚史 農林水産省 消費･安全局 植物防疫課 課長補佐 

植物検疫技術 柴田 信幸 農林水産省 消費･安全局 植物防疫課 生産安全専門職 

データ管理 安藤  毅 JICA 農村開発部 

評価分析 松本  彰 A&M コンサルタント有限会社 代表取締役 

計画管理 園山 英毅 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 特別嘱託 

調査期間 2011 年 11 月 24 日～12 月 14 日 調査種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 成果の達成状況 

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 C/P の能力が向上する。 

計画されていた活動は完了済みか、あるいはほぼ完了見込み。C/P の採卵や幼虫・成虫の

飼育能力にかかる各指標もほぼ達成されている。 

成果 2：供試ミバエ類の VHT による消毒方法に関する C/P の能力が向上する。 

各種試験は進行中だが、活動 2-2 の試験用マンゴーの果実の品質に課題。活動 2-4 に実験

手順の見直し等により約 1 カ月の遅れが生じている。C/P の能力向上には専門家からの継

続指導が必要である。 

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。 

データは継続的に蓄積されてきており、マニュアルも一部作成済みである。 

 

(2) プロジェクト目標の達成見込み 

一部の活動に遅れが見られるものの、これまでの活動と成果はプロジェクト目標の達成に

貢献しつつある。今後、小規模並びに大規模殺虫試験、大規模熱障害試験の実施によって、

VHT による完全消毒基準が明確になる予定である。活動の遅れを取り戻すための対策が適

切に講じられれば、プロジェクト目標の協力期間内の達成は見込まれると考えられる。 
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 (3) 実施プロセス： 

投入及び活動はほぼ R/D や PDM、PO に沿って実施され、成果品も作成されてきている。

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：以下の観点から高いと評価される。 

1) インドネシア国政府の農業セクター開発政策、園芸作物及び植物検疫に係る戦略や方

針に大きな変更はなく、本プロジェクトの方向性は政府の政策に合致している。またわ

が国の対インドネシア国国別援助計画において、本プロジェクトは「食料安定供給プロ

グラム」のもと、農水産物競争力強化に資する案件として位置づけられる。JIEPA の対

象協力案件ともなっており、実施の意義は高い。 

2) プロジェクト実施機関（園芸総局・農業検疫庁・病害虫予察センター（PFI））は、園

芸作物の品質管理政策の施行、動植物検疫、病害虫予察において重要な役割を果たして

おり、園芸作物の国際市場へのアクセス向上のため、本プロジェクトの対象技術を必要

としている。「ミバエ類に対する蒸熱処理による完全消毒基準の確立」はインドネシア国

がマンゴーの輸出促進のために植物検疫処理の技術力を高め、実践していくうえで非常

に重要である。 

3) わ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、他

国（ベトナム等）における類似協力の実施経験もあり、当該分野の支援に優位性がある。

 

(2) 有効性：以下の観点から高いと判断される。 

・今後、活動の遅れを取り戻すための対策が適切に講じられれば、C/P の技術面・運営面

の能力強化が図られ、プロジェクト目標の協力期間内の達成は見込まれる。プロジェク

トデザイン上、各成果の発現からプロジェクト目標の達成に至るまでの論理性は現時点

においても妥当なものであり、３つの成果はいずれもプロジェクト目標達成に有効に寄

与するものと判断される。 

 

(3) 効率性：以下の観点から中程度と判断される。 

1) インドネシア国側の C/P の配置数は、R/D 上で計画されていた 17 名（プロジェクトデ

ィレクター等の幹部を除く）に対し、実際の配置は 11 名のみであり、人員不足の問題が

生じている。この他の日本側、インドネシア国側の投入は、概してその量、質、タイミ

ング的にも適切に行われてきているといえる。 

2) プロジェクトはおおむね活動計画に沿って実施されてきているが、一部の遅れにより、

今後の進捗に影響が生じ、2013 年 4 月までのプロジェクト終了が困難となる可能性があ

る。この要因としては、「C/P の配置不足（現在の C/P への負担増）」「プロジェクトサイ

トにおけるインドネシア国側のチームリーダー（調整役）の不在」「計画どおりの作業完

了の難しさ（労働条件に対する不満も要因）」などさまざまな点が指摘される。 

 

(4) インパクト：以下の観点から中程度と判断される。 

1) 上位目標の達成見込みについては、インパクト発現までには時間を要するため、まだ

現時点で評価できるまでには至らない。しかし、C/P には、これまでの活動を通じて学
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んだ知識、技術の活用や改善を通じ、消毒試験活動を更に継続していくことが期待され

る。 

2) 下記のとおりの正の波及効果が認められる。 

・マンゴー（ケドン）に対するミバエ類の VHT 技術は、他のマンゴー種やその他の熱

帯性果実（パパイヤ、ドラゴンフルーツ等）に対しても応用が可能である。また、VHT

技術の確立を通じ、他国の輸入解禁条件をクリアし国際市場へのアクセスが向上すれ

ば、高いインパクトを生むことが期待できる。 

・C/P は VHT 試験やミバエ類飼育にかかる技術的知識や経験のみならず、時間管理能力

や活動全体における位置づけを理解しながら作業を行う視点を徐々に身に着けてきて

いる。 

 

(5) 自立発展性：現時点では以下の理由から不確実であると判断される。 

1) 蒸熱処理（VHT）機材の正確な操作、試験データの詳細分析やレポート作成に関する

C/P の能力はまだ十分とはいえない。向上のためにはまだかなりの時間と尽力を必要と

するものと考えられ、専門家による更なる技術的支援や指導が不可欠であるといえる。 

2) 当面、インドネシア国政府の園芸作物の輸出促進のための取り組みの一端として、本

プロジェクトに対する政策的支援が継続する見込みは高いが、現在の事業運営・調整体

制は必ずしも適切に機能しているとは言い難く、試験用マンゴーの調達、電気系統のト

ラブル、マンゴー輸出にかかる情報提供、C/P の労働条件や人員配置不足などの問題に

関し、タイムリーな対応措置が取られてきていない。主な要因の１つは、インドネシア

国側において現場レベルの活動全体に責任をもつプロジェクトリーダーが不在であり、

予算管理、C/P の業務管理、活動計画の作成や監督、事務局との連絡調整に権限と責任

を担う人材が配置されていない点にある。また、プロジェクト終了後に主体となって活

動を継続する責任機関も決定されておらず、現体制においても各機関の責任関係が明確

となっていない。 

3) インドネシア国政府はこれまでプロジェクト運営予算を確保しているが、今後の財政

面での持続性は不明である。プロジェクト終了後も成功裡に活動を継続していくために

は、特に C/P の手当て、マンゴーの調達、ミバエ用飼料の購入、機材の維持管理等の予

算確保に一層の努力を重ねていくことが重要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特記事項なし。 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 同一の短期専門家人材の派遣： 

同じ人材が短期専門家として繰り返し派遣されており、プロジェクト活動の円滑な実

施、効率的な技術移転が可能となり、C/P との良好な関係構築にもつながっている。 

2) インドネシア国側によるプロジェクト運営費の確保： 

インドネシア国側が、R/D に基づき、試験用マンゴーの購入や実験棟の水光熱費等の

プロジェクト運営費を確保してきたことは、プロジェクトの進捗に貢献している。 
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3) さまざまな技術マニュアルの作成： 

プロジェクトで作成・加筆修正を行っている技術マニュアル類は、C/P の作業確認や

技術習得に有用なばかりでなく、将来にわたっても活用可能である。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特記事項なし。 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 試験用マンゴーの質と量：  

試験に必要とされる一定のサイズ（250～300g）や熟度（85％）のマンゴー果実を入手

できていない。ミバエや他の害虫による寄生、栄養障害（果肉の変質）が多くの果実内

部に見られており、試験の実施や、正確なデータ収集の妨げにもなっている。 

2) 機材の設置の遅滞とトラブル発生： 

「発電機が停電時に自動的に作動しない/停電回復時に通電が自動的に復帰しない」

「恒温水槽の温度調整機能に不具合が発生」等のトラブルが発生してきており、円滑な

プロジェクト活動を阻害する一因となっている。いくつかのトラブルは解消したとはい

え、まだ課題はあり、引き続き機材の保守維持管理にかかる留意が必要である。 

 

３－５ 結論 

これまでのプロジェクト活動はおおむね良好に実施され、C/P の能力も強化されてきている

といえる。ただし、活動の遅れも観察され、必要な対策が講じられなければ予定期間内のプロ

ジェクト完了が困難となる可能性が高い。また、プロジェクト終了後の活動の持続や強化のた

めには、特に組織体制面においてインドネシア国側の大きな努力が必要である。中間レビュー

調査団からの提言を踏まえたうえで、残り期間の活動に取り組むことが求められる。 

 

３－６ 提言 

(1) プロジェクトへの提言 

1) ミバエ用飼料の探索：これまで、ミバエ飼料（AY65）は日本からの輸入によって調達

されているが、プロジェクト終了後は価格や手続面でインドネシア国独自による調達が

困難となる可能性が大きい。代替源となる飼料をプロジェクト終了時までに決定すべき

である。 

2) プロジェクト活動従事にかかる証明書の発行：C/P の能力は、国全体のミバエ飼育・

蒸熱処理分野の能力強化に 大限活用されるべきである。同分野における C/P の業務経

験が認知され、活動継続が促進されるよう、プロジェクト活動に従事した C/P に証明書

を発行することが期待される。 

 

(2) インドネシア国側への提言 

1) プロジェクトへの C/P 配置： 

インドネシア国側は R/D 上で合意された C/P（園芸総局より 5 名、農業検疫庁より 6

名）を速やかに配置すべきであり、またこの際、過去の本邦・オーストラリア研修経験
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者を候補者として優先的に考慮すべきである。園芸総局（Directorate General of 

Horticulture：DGH）には、プロジェクトサイトに常駐し、現場の活動運営や調整にすべ

ての権限と責任を負うフルタイムのプロジェクトリーダーを 2012年 3月までに配置する

ことが求められる。必要に応じ、予算措置や内規改正等も速やかに執り行われるべきで

ある。 

2) 持続的な組織体制の確立： 

VHT 試験を持続的に計画・実施していく組織体制がインドネシア国側に確立されなけ

れば、プロジェクト終了後、他品種のマンゴーや他の熱帯性果実の消毒基準を確立して

いくことは困難である。DGH は、農業検疫庁（Agency for Agricultural Quarantine：AAQ）

や病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute：PFI）と協議のうえ、機能し得る組織

体制を 2012 年 3 月までに設定すべきである。必要に応じ、内規改正等も行われるべきで

ある。 

3) 適切な試験用マンゴーの調達： 

インドネシア国側は、栄養障害がなく、一定の熟度やサイズの十分な質と量のマンゴ

ーを確保するための調達体制を 2012 年 3 月までに確立すべきである。 

4) プロジェクトへの情報提供： 

VHT 試験は将来のマンゴー輸出時に想定される具体的条件のもとで行うことが望ま

しく、果実の熟度、保管環境（温湿度等）や輸送期間等に関するインドネシア国側から

の情報提供が必要であるが、現在まで実現していない。インドネシア国側は必要情報を

2012 年 3 月までにプロジェクトに提供すべきである。 

5) 実験棟の環境改善： 

精密な実験用機材を利用する本事業の実施において電気の問題は重要であるため、実

験棟施設の電気システム見直しや確認・保守管理・修理担当者の補強等、組織としての

対応能力の強化が必要である。インドネシア国側は 2012 年 1 月までに実験棟の環境改善

に向けたアクションプランを立案し、これに基づいた対策を実行していくべきである。 

 

(3) 日本側及びインドネシア国側への提言 

短期専門家の追加派遣：これ以上の活動の遅れを防止し、また現在の遅れを取り戻すた

めには、特に VHT 試験分野において短期専門家を追加的に派遣することが必要である。

インドネシア国側・日本側には速やかに必要な手続きを進めることが求められる。 

 

３－７ 教訓 

責任・権限関係が明確化された組織体制の設立：本プロジェクトの活動にはさまざまな組織

が、各組織や人員の責任や権限を明確に定義しないまま関与しており、結果的に円滑な活動運

営を困難にし、問題の処理や意思決定の遅れにつながっている。責任部局が明確に定義されな

ければ、プロジェクトの持続性も担保されない。異なる C/P 機関の連携のもとで実施する場合、

まずは責任や権限が明確化された体制を確立することが重要である 

 

 

 


