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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 

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：農村開発部農村開発第一

グループ 
協力金額（調査時点）：約2.9億円 

先方関係機関：農業省園芸総局 農業省食用作物総局

農業省農業検疫庁 

日本側協力機関：農林水産省 

協力期間： 
（R/D）：2009年10月16日～ 
  2013年4月15日（3.5年間） 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

マンゴーはインドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）にとって重要な輸出果物で

あるが、総生産量210万tのうち、輸出量はわずか0.1％にも満たない（2011年）。 
マンゴーの輸出は中東や東アジア諸国を中心に増加傾向にあるものの、同国には、マンゴー

に寄生する複数種のミバエが存在することが知られており､輸出が可能なのはミバエ類が寄生

するマンゴーを植物検疫の対象としない国に限られている。 
この課題を解決し、日本を含めた海外の市場への輸出を増加させるために、インドネシア政

府はわが国に対し､蒸熱処理（Vapor Heat Treatment：VHT）技術を利用したミバエ類殺虫に関す

る技術協力を依頼し、2009年10月に討議議事録（Record of Discussion：R/D）の署名に至った。

国際協力機構（JICA）は同年10月から「マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画（以下、

「本プロジェクト」）」を開始し、2013年4月まで3.5年間の予定で協力を実施中である。 
なお、本プロジェクトは日本・インドネシア経済連携協定（Indonesia Japan Economic Partnership 

Agreement：IJEPA）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 

プロジェクト概要：本プロジェクトは、ミバエ類の実験室における飼育技術、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・管理に係る能力向

上を支援し、VHT技術を利用したマンゴー生果実におけるミバエ類の消毒技術の確立を図るも

のである。 
 （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。 
 
 （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（Counterpart：C/P）
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の能力が向上する。 
2．供試ミバエ類のVHTによる消毒に係る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日本側：総投入額2.9億円 
専門家派遣：延べ14名（長期専門家2名、短期専門家12名） 
機材供与：約1.17億円 ローカルコスト負担：約3,550万円（2012年度分を含む計画値）

②インドネシア側 
C/P人材の配置：15名 
土地・施設提供（専門家執務室、VHTラボなど） 
プロジェクト運営費：C/P給与、水道・光熱費など 

 

２．終了時評価調査団の概要 

 担当分野 氏 名 所 属 

日本側 総括 角田 幸司 JICA農村開発部 参事役 

植物検疫行政 鈴木 学 
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 

計画管理 山根 誠 JICA農村開発部 水田地帯第一課 企画役 

 

評価分析 東野 英昭 
㈱レックス・インターナショナル シニアコ

ンサルタント 

総括 
Ms. Anastasia 
Promosiana 

農業省園芸総局 評価課 課長 

団員 
Mr. Turhadi 
Noerachman 

農業省農業検疫庁 植物産品輸出課 

団員 Ms. Rasmi 農業省計画局モニタリング・評価課 

団員 
Ms. Priliani 
Setiyaningsih 

農業省国際協力センター アジア太平洋局 

団員 Mr. Deni Satriaman 農業省園芸総局 評価課 職員 

イ ン ド ネ

シア側 

団員 
Ms. Sindha Cahya 
Wardhani 

農業省園芸総局 計画課 職員 

調査期間 2012年11月29日～12月19日 調査種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の概要 

 （1）プロジェクト目標の達成状況：プロジェクト目標は達成された。 
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
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消毒技術が確立される。 
 

指 標 

指標：3万頭以上の大規模殺虫試験で、すべての対象ミバエ類のなか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。 

 
 2012年11月から12月にかけて、すべての対象ミバエ類のなかで最も熱耐性のあるステージ

であるB. papayaeの成熟卵の大規模殺虫試験が実施され、以下の表に示すように3万頭以上の

殺虫頭数（殺虫率100％）を達成した。また、VHTによる供試果実の熱障害については、果肉

に､重大な障害はみられず、供試ミバエ類の完全消毒の基準が確立された。 
 

コントロール 
蒸熱処理（47度/ホールディング

タイム30分） 
No. 実施時期 試験条件 

果実数 生存数 果実数
推定 

殺虫頭数 
生存数 

殺虫率

（％）

1. ’12.11.22 ハーフロード  30  3,332  75  8,330 0 100 

2. ’12.11.23 ハーフロード  30  3,545  75  8,862 0 100 

3. ’12.12.3 フルロード  30  3,633 100 12,110 0 100 

4. ’12.12.7 フルロード  30  3,422 100 11,406 0 100 

合計 120 13,932 350 40,708 0 100 
 

 

 
 （2）成果の達成状況 

1：達成された。 
指標1-1 C/Pが採卵器により効率的にミバエ類の卵を採取できる。 

2010年3月のバイオトロンの導入、採卵器の改良により、飼育3種ミバエ（B. carambolae、
B. papayae、and B.cucurbitae）とも、計画どおりの採卵ができるようになった。 

指標1-2 C/P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。 
バイオトロンの導入、人工飼料の材料の変更、飼育容器の標準化などによりC/Pはミバ

エ類の幼虫を実験計画に従って効率的に飼育できるようになった。 
指標1-3 C/Pが実験室で供試ミバエ類を成虫6,000頭規模で累代飼育できる。 

バイオトロンの導入、使いやすい飼育ケージの標準化、飼育スケジュールの策定、成

虫の人工飼料の改良、給餌・給水方法の改善により、成虫6,000頭以上の飼育が可能とな

った。 
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2：達成された。 
指標2-1 C/Pが適切にVHT機器を操作できる。 

2010年3月に病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute：PFI）にVHT機器が設置さ

れ、さまざまな試験が行えるようになった。以来、C/PはVHT機器の操作について継続し

て学び、知識を習得してきた。VHT機器操作を主担当とするC/Pは、既に独力で固定モー

ドやプログラムモードでの殺虫試験を実施しており、時には、独力で調査項目を設定し

VHT機器を運転するようになっている。 
プロジェクトの前半で活動の進捗を妨げることとなった設備関係のトラブル（VHT機

器の設置の遅れ）や､電源関係のトラブル（発電機、ウォーターバスなど）は、ほぼ解決

されているが、今後、C/Pが独力でラボの運営をしていくため、VHT機器の点検や修理時

の日本メーカーとの連絡を円滑に行うため、関連情報の取りまとめ指導が必要となって

いる。 
指標2-2 C/Pがすべての対象ミバエ類のなかで最耐性ステージを決定できる。 

対象ミバエ類の最耐性種の決定は、試供マンゴーの確保の遅れなどから作業が延滞し

ていたが、活動を促進するために2012年3月から7月までの間、2名の日本人短期専門家が

追加派遣された。 
C/Pは専門家の指導の下で温湯浸漬試験を実施し、対象ミバエ類のなかで最耐性種（B. 

papayae）を決定した。 
指標2-3 C/Pがすべての対象ミバエ類のなか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。 
2012年3月から7月までの日本人短期専門家2名の追加派遣によって熱感受性試験を実

施し、B. papayaeの成熟卵が最耐性ステージであることが判明した。この結果に基づき、

C/Pは2012年10月に完全消毒条件を設定するための数回の小規模殺虫試験を実施した。結

果として（果実の中心温度：47度、ホールディングタイム：30分など）の条件が定めら

れた。 
指標2-4 C/Pが適切なVHT方法により果実の熱障害を回避できる。 

終了時評価時点で、C/Pはさまざまな条件を設定し、熱障害を回避するための最適な条

件を検討中である。 
 

3：プロジェクト終了までに達成される見込み。 
指標3-1 ミバエ飼育及びVHT試験を含むすべてのデータが蓄積される。 

ミバエ飼育データ、試験データについてその都度、集積され蓄積されつつある。なお、

試験データは共用のパソコン内に整理、保存し、紙データはファイリングするよう専門

家が指導中である。 
指標3-2 ミバエ飼育及びVHT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。 

ミバエ飼育マニュアル、VHT機器使用マニュアルが2012年11月に完成した。他のマニ

ュアルについては現在作成中。 
指標3-3 分析されたデータが報告書として取りまとめられる。 

熱感受性試験や小規模殺虫試験データなど取りまとめ分析中。大規模殺虫試験の結果
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なども引き続き取りまとめ、2012年12月から派遣されている短期専門家の指導などを経

て報告書を作成する予定。 
 
３－２ 終了時評価評価結果の要約 

 評価5項目に基づく評価結果は以下のとおり。 
 （1）妥当性：高い 

インドネシア政府の農業セクター開発政策（国家中期開発計画2010～2014年）、園芸作物

及び植物検疫に係る戦略や方針（園芸作物開発計画2010～2014年）に大きな変更はなく、

本プロジェクトの方向性は日本の協力政策にも沿っていることが確認された。また、プロ

ジェクト実施機関は、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おり、本プロジェクトは受益者ニーズに対する適切な対応であ

ったといえる。さらに、わが国はミバエ類の消毒技術（特にVHT技術）に関して先進的な

技術を有し、他国における類似協力の実施経験の点からも当該分野の支援に優位性がある。

 
 （2）有効性：高い 

本プロジェクトはVHT消毒技術の確立をめざすものであり、ミバエ飼育、消毒技術、デ

ータシステム構築の向上をめざす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

論理性は確保されている。終了時評価の時点で、供試果実に重大な障害を起こさずに3万頭

以上の大規模殺虫試験を完了し、プロジェクト目標の指標の達成が確認された。 
 
 （3）効率性：中～高い 

日本・インドネシア国側双方の投入は、全体としては、質、量、タイミングの点で適切

であると判断され、特に、短期専門家の投入に関しては、インドネシアにおけるマンゴー

の収穫時期に合わせ、毎年当該時期に絞ってシャトル派遣することで、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形をとったことに加え、適宜、短期専門家の追加派

遣を行うなど、柔軟な対応を行ったことにより、効率的な投入が行われたと判断される。

一方、プロジェクト前半において、インドネシア側C/Pは配置が当初計画を下回ったことで

活動の一部に進捗の一時的な遅れが発生し、効率性を低下させる要因となった。 
 
 （4）インパクト：正のインパクトが認められる 

VHT殺虫技術の導入と応用はインドネシアにとって初めての試みであるが、プロジェクト

で対象としたマンゴー以外の果実として、多くの果実への応用が可能である。インドネシ

ア側C/Pは、VHTによるマンゴーミバエの殺虫技術を十分に習得しており、VHTによる殺虫

技術の適用を通じて、マンゴーのみならず、他の熱帯果実についても国際市場への参入が

可能となった時は、経済的なインパクトが期待される。ひとたびVHT殺虫技術の基準が確

立されれば、国際市場への参入による事業の拡大が期待されるため、多くの果実貿易業者

がこの技術に興味を示し、導入することとなろう。 
上位目標達成に向けた課題は、インドネシア政府の意志決定と行政手続きである。輸入
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解禁のための技術報告書の提出に至るプロセスは、厳格な審査を重ねるために通常数年間

かかることから、上位目標が期待される期間内に達成されるかどうかは、いかに速やかか

つ円滑に、インドネシア側がこれらの手続きを進めていけるかどうかにかかっている。 
 

 （5）持続性：中程度 
VHTラボに配置されたインドネシア側C/Pが徐々に技術的な能力を向上させ、ミバエの累

代飼育、VHT殺虫試験、並びにVHT機器の維持管理に必要な知識と技能を習得しており、

技術面では今後の能力向上が期待できる。また、政策面では農産物の輸出促進の一環とし

て、園芸作物の品質管理と植物検疫は、現状のインドネシアの政策において高い優先度を

与えられている。一方、本プロジェクトの実施機関である園芸総局（Directorate General of 
Horticulture：DGH）、農業検疫庁（Agency for Agricultural Quarantine：AAQ）及び食用作物

総局（Directorate General of Food Crops：DCFC）/PFIについて、中央政府レベルでの組織間

連携に課題を抱えており、3者のうち、どの機関がプロジェクト活動の継続を主導していく

かについて、明確な将来像が示されていない。また、財政面では、評価調査団は、インド

ネシア政府がこれまでプロジェクト活動に必要な活動経費を負担してきたことを確認して

いる。2013年については、DGHがプロジェクト活動に必要な予算要求案として9億インド

ネシアルピア（Indonesian Rupiah：IDR）を策定したが、現在のところ、承認された予算の

額は5.22億IDRである（※）。DGHは、VHT機器の故障やスペアパーツの購入が必要となった

場合には、DGHに配賦された他予算費目からの流用で対応する用意があるとしている。 
    （※）2013年度の実績として約10億IDRの予算が配賦された（2014年1月確認）。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 
特になし。 

 
 （2）実施プロセスに関すること 

1）短期専門家の継続派遣 
日本人短期専門家は、これまでのプロジェクト期間中、同じメンバーがシャトル方式

で派遣されてきた。これにより、円滑なプロジェクト活動の実施と技術移転が可能とな

った。また、インドネシア側C/Pとの良好な関係の構築にも貢献したと考えられる。 
2）インドネシア側の活動費確保 

インドネシア側は、R/Dに記述されたとおり、プロジェクトの活動経費の確保に努力

をしてきており、供試マンゴー果実の購入、VHTラボの光熱費など、必要な経費を継続

して負担してきている。 
 
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 
特になし。 
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 （2）実施プロセスに関すること 
1）供試マンゴー果実の質・量（プロジェクト前半） 

プロジェクト前半では、購入された供試マンゴー果実は、指定サイズ（250～300g）や

質を満たしていないものが多く、ミバエが寄生したものや、栄養障害が認められるもの

も含まれていた。この問題は、中間レビュー調査時点でも指摘され、プロジェクトの後

半では改善されている。しかし、不適切な供試果実のために、プロジェクト前半、試験

結果の信頼性、輸出条件との乖離などの面で、プロジェクト活動の進捗を妨げたことは

否定できない。 
2）資機材の設置遅れと不具合 

プロジェクトの前半では、VHT機器のPFIへの設置の遅れと、電源関係（発電機）や温

浴槽などの不具合により円滑な活動が妨げられた。これらの問題のほとんどは、現在ま

でに対応がなされている。しかし、現在でも、VHT設備の純水（脱イオン）カートリッ

ジの警告表示の問題（本来の交換時期以前に交換警告が表示される）などが未解決であ

る。設備の適切な維持管理のために引き続き注意と迅速な対応が必要である。 
3）インドネシア側実施機関の連携の不足 

プロジェクトの前半では、インドネシア側実施機関の連携不足が目立ち、プロジェク

トの円滑な進捗が妨げられた。 
 
３－５ 結論 

合同終了時評価調査団（以下、「評価調査団」と記す）は、現地視察、関係者へのインタビュ

ー並びに一連の協議などを通じて、評価5項目によるプロジェクトの評価を行った。妥当性、有

効性、効率性の評価は期待されるレベルのものであり、技術面でのインパクトも確認すること

ができた。他方、持続性については、中央政府レベルでの組織間連携に課題が認められた。以

上から、プロジェクト目標はプロジェクト期間中に達成される見込みであり、R/Dに記載され

た当初計画どおり2013年4月をもって終了すべきであると結論する。 
 

３－６ 提言（詳細は報告書第6章） 

３－６－１ 即時の対応を要する項目 
 （1）プロジェクトに対する提言 

1）資機材の維持管理体制 
プロジェクトは、インドネシア側C/Pが独力でラボの資機材の運営・維持管理を行える

ように、スペアパーツの調達方法や、日本の製造業者とのコンタクト方法を含め、必要

な情報をプロジェクトの終了時までに取りまとめること。 
2）中間レビュー調査時の提言に対する対応 

プロジェクトは、中間レビュー調査時になされた提言のうち、対応が未了となってい

る「適切なミバエの人工飼料の探索」及び「業務従事証明書の発行」についての対応を

行うこと。 
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 （2）インドネシア国側に対する提言 
1）プロジェクト・マネジメント・ユニット（PMU）の検討 

DGH、AAQ、PFIから成るプロジェクト・マネジメント・ユニット（Project Management 
Unit：PMU）の組織体制は、中間レビュー調査時の提言に対応して見直しがなされてい

る。インドネシア側は、プロジェクト活動の円滑な遂行と持続性のために、プロジェク

ト協力期間の終了までに、プロジェクト活動に関連するすべての組織が担当する業務内

容と責任範囲を明記したPMUの組織図作成を行うべきである。これに伴い、インドネシ

ア政府は､農業省大臣による大臣令を発令し、PMU組織に法的な根拠を与えること。 
また、実施機関の間で定期的な会合を開催し、各組織の役割が的確に行われているか

確認を行うこと。 
2）技術報告書作成チームの設置 

技術報告書作成活動（試験データに基づく報告書の作成）は2012年12月から実施され、

2013年3月まで行われる予定である。本活動は、これまでのプロジェクト活動の集大成と

位置づけられるものであり、すべてのプロジェクト関係者が参加し､担当事項についての

責任を果たすことが望ましい。よって、評価調査団はPMUに対し、速やかに技術報告書

作成チームを組織することを提言する。チームの中心メンバーは、隔週ベースで技術報

告書作成の担当者と定期会合をもち、進捗の確認を行うこと。 
3）VHT殺虫技術のマンゴー（ゲドン品種）以外への適用 

上位目標に示されるように、VHT殺虫技術を他の熱帯果実にも適用し確立するために、

GDHは対象の果実を具体的に定め、将来のVHT機器の維持管理予算案も含めた活動計画

案を策定するべきこと。 
4）検疫手続きの着実な進捗 

AAQはインドネシアの国際植物保護機関（National Plant Protection Organization：NPPO）

として、輸出対象国のNPPOとの間で、植物検疫の輸入解禁に必要な協議の実施を促進す

べきである。また、同時に、関連組織との間の最新の情報交換を行うこと。 
 
３－６－２ 協力期間終了後の対応を要する項目 
 （1）インドネシア側に対する提言 

1）将来の輸出を想定したマンゴーの品質管理及び食品安全管理 
将来のマンゴーの輸入解禁に備えるために、GDHに対し、栄養障害のない高品質のマ

ンゴーの生産のための指導を、生産者に対して行うことを提言する。GDHは、また、関

連する部署と協働し、輸出対象国の残留農薬（化学物質）の要求・基準を満たせるマン

ゴーの生産体制を整えること。 
2）C/Pの技術レベルの維持 

GDH、AAQ、PFIは、C/Pがプロジェクトの実施を通じて、日本人専門家から学んださ

まざまな試験のための技能や技術のレベルを維持できるように、プロジェクトのチーフ

C/Pの指導の下、C/P間の研修プログラムや技術研究を実施すること。 
3）殺虫技術の輸出業者へのガイダンス 

GDH、AAQ、PFIは商業目的のVHT技術による殺虫が適切に行われるよう、輸出業者
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の問い合わせに対応するためのVHT殺虫プロセスの管理・技術ガイドラインを協力して

作成すること。 
 
３－７ 教訓 

責任と権限を明確にした実施体制の構築 
本プロジェクトの実施体制として、農業省内のDGH、DGFC/PFI、AAQという並列関係にあ

る3機関が実施機関であったことから、輸出検疫方針やC/Pの配置をはじめとするプロジェクト

の方針策定において各機関の意見調整に多大な労力を費やすこととなあった。現場レベルでは

チーフC/Pを任命し各C/Pの責任所在を明確化することで、改善されたが、中央政府レベルでは

縦割り行政体制に起因する各機関の調整はプロジェクト終了まで課題を残すこととなった。こ

のように複数の実施機関によるプロジェクトの実施体制を構築する際には、実施検討時におけ

る各機関の責任と権限を明確にした実施体制の構築と明文化が重要であり、こうした体制の下

で、適時の意志決定が行われ、プロジェクトの活動が円滑に行えるものと思料する。 
 

 




