
How to scale CSA? Experiences from CCAFS
CSAの導入・拡大方法とは？ CCAFSの経験

“… we understand scaling as the set of processes required to go beyond 
pilot projects to bring more quality solutions, to millions of farmers in a 
fast, equitable and lasting manner … “
「...スケーリングとは、より多くの農業従事者に、迅速かつ持続する方法で
高品質のソリューションを届けるために、パイロットプロジェクトを超える
内容であることが求められる一連のプロセスであると理解しています。」

(CCAFS Learning Platform on Partnerships and Capacities for Scaling, 2018)
（ 2018年。パートナーシップとスケーリング能力に関するCCAFS学習プラットフォーム）



What do we want to scale?
スケーリングの対象とは？
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INTEGRATED COMMON IMPACT PATHWAYS FOR 
ALL CGIAR CLIMATE CHANGE RESEARCH

すべてのCGIAR気候変動研究に関係する共通の影響経路を統合

SCALING CSA
CSAの導入・拡大

USES
使用Cross – Cutting 

Mechanism
分野横断の仕組

CCAFS approach to scaling CSA
CCAFSによるCSAの導入・拡大へのアプローチ



Within a few seasons of R&D 300,000 farmers paying for climate-informed advisory services
気候情報に基づく有料の助言サービスを利用する農業従事者がR&D後数シーズンで30万人に

Public private partnership to scale climate information in Ghana
気候情報の導入・拡大に向けたガーナにおける官民連携



Scaling climate information services in Colombia
コロンビアにおける気候情報サービスの導入・拡大

• Developed the Local Technical 
Agro-Climatic Committees 
approach.
ローカル技術農業気候委員会による
アプローチを開発。

• Facilitated adoption of the 
approach by more than 190 
institutions in Latin America.
ラテンアメリカの190以上の機関に
同アプローチを普及。

• Agroclimatic information 
provided through the LTACs.
LTACより農業気候情報を提供。

Outcome: Over 100,000 farmers benefitting from agroclimatic information
結果：10万人以上の農業従事者が農業気候情報の恩恵を受けている



Solar powered irrigation as a “remunerative crop”
太陽光を用いた灌漑を用いた「報酬を生む作物」

• Sell to the grid
売電

• Sell water to other farmers
水を他の農家に販売

• More secure irrigation water
安定した灌漑水の確保

• Positive GHG implications
温室効果ガス削減に有効

• Limited over-pumping if incentives 
right
適切なインセンティブにより、過
剰揚水を制限

• USD 21.5 billion investment in 
rolling out 2.75 M solar irrigation 
pumps in India
インドでは、275万機の太陽光灌溉
ポンプの敷設に215億米ドルの投資

5% cropland in Africa irrigated – global 
average 20%

アフリカで灌溉が行われる農地は、
世界平均20%に対し5%である

Can solar be an energy and water 
solution?

太陽光がエネルギーと水の解決策？



Scaling Climate-Smart Villages with 
the private sector in India
インドの民間セクターによる気候変動対応型農村の導入・拡大

• ITC Limited is one of India’s largest 
conglomerates, reaching over 
40,000 villages to source 
commodities.
インド最大の複合企業の一つである
ITC Limitedは、40,000以上の農村で
商品を調達している。

• CCAFS supports ITC in:
CCAFSによるITCへの支援：
 CSA technology targeting

CSAテクノロジーに関する目標達成
 Identification of context-specific CSA 

portfolios
状況に応じたCSAポートフォリオの特定

 Capacity building
能力開発

 Evaluation and evidence generation
評価と根拠の提示

• Early results are promising with 
gains in yields and incomes.
収益と収穫量増加において早期の結
果が期待できる。
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Helping establish industry wide 
best practices on CSA
CSAに関する業界全体のベストプラクティスの確立を支援

• 2015: Established partnership with the World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) to support CSA efforts of member companies.
会員企業のCSAの取り組みを支援することを目指し、持続可能な開発のための
世界経済人会議（WBCSD）とのパートナーシップを確立。

• 2017: Assessed progress towards statement of ambition.
目標宣言に対する進捗状況を評価。

• 2018: Organized capacity development workshop for major companies in the 
CSA space.
CSA分野の大手企業向けの人材開発ワークショップを開催。

• 2019: Development of 
the Smarter Metrics Guide to 
enable target setting and action.
目標設定と対策を有効にする
Smarter Metrics Guideの開発。

Companies with combined revenue of US$ 250 billion/annum
年間合計2,500億米ドルの連結収益がある企業



The way forward for scaling CSA:
Key messages from the 5th Global Science Conference on CSA
CSAの導入・拡大を進める方法： 第５回CSAに関する国際科学会議の主要メッセージ

第5回CSAに関する国際科学会議
「気候変動の下で変革を遂げるフードシステム」

2019年10月8-10日 | インドネシア、バリ島



5th Global Science Conference on CSA
第5回CSAに関する国際科学会議

• Hosted in Bali, Indonesia, 8-10 
October, by the Australian Centre for 
International Agricultural Research 
(ACIAR), CCAFS, Ministry of 
Agriculture, Indonesia, and Ministry 
of Agriculture, Nature and Food 
Quality, Netherlands
10月8-10日、インドネシアのバリ島
で開催。オーストラリア国際農業研
究センター（ACIAR）、CCAFS、イ
ンドネシア農務省、オランダ農業自
然食品安全省などが主催した。

• 410 participants from over 200 
institutions based in over 60 
countries.
60か国以上に拠点を置く200以上の
機関から410の参加者が集まった。

• Focus on ‘transforming food systems 
under a changing climate’
主題は「気候変動の下で変革を遂げ
るフードシステム」。



Key messages for scaling technologies for 
farmers and the earth
農業者と地球のための技術の導入と拡大

Greater emphasis needed on future technologies and food systems innovation for accelerating 
progress towards the SDGs
SDGの推進強化に必要とされるのは、未来のテクノロジーと食品システム革新へのより重点的な取り組み

代替食品・飼料
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集約化 投入 デジタル農業

ボタニカルズ垂直農業

気象予測の精度向上 「農場からフォークまで」の
バーチャルマーケットプレイス

病害虫の早期診断
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Key messages for scaling technologies for 
farmers and the earth
農業者と地球のための技術の導入と拡大
• Communicate and Cooperate: Strengthen partnerships among science, the 

private sector, governments and civil society
コミュニケーションと協力：科学、民間セクター、政府、市民社会の連携強化

• Develop new business models: For delivering user oriented research to enable 
scale.
新規ビジネスモデルの開発：導入・拡大を可能にする、ユーザー指向の研究を提供

• Show leadership: Mobilize leaders from businesses, governments, research 
institutions and civil society to catalyse change.
リーダーシップ発揮：変革の牽引力として、企業、政府、研究機関、市民社会の
リーダーを動員

• Address the implementation gap: Prioritise efforts to get back on track to 
achieving global goals and targets.
実施ギャップに対処：グローバル目標の達成により近づけるための取り組みを最優
先に実施

• Identify levers for change: Including Nationally Determined Contributions (NDCs), 
empowerment of women and youth, and collective actions can catalyse change.
変革への力を見出す：貢献目標（NDC）、女性・若者のエンパワーメント、共同行
動を変革の牽引力に
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Conclusions
結論
• Scaling CSA is the need of the hour due to challenges around food security, 

adaptation and mitigation.
食料安全保障、適応、および緩和に関する課題などの観点から、CSAの導
入・拡大は刻下の急務である。

• A suitable enabling environment does exist to scale, e.g. through NDCs, SDGs 
etc.
NDC、SDGなどがもたらす、スケーリングを可能にする最適な環境作り

• An approach of innovative partnerships, communications, capacity building 
and policy engagement has proven effective in the CCAFS context.
革新的なパートナーシップ、コミュニケーション、能力開発、および政策へ
の関与によるアプローチは、CCAFSにおいて効果が立証されている。

• Private sector engagement will be a cornerstone to achieving scale.
民間セクターの関与は、スケーリング達成のための礎石となる。

• Beyond business as usual approaches are necessary across the food system 
to catalyse a transformation.
変革をもたらすには、BAU（business as usual）を超えた食品システム全体
へのアプローチが必要。



www.ccafs.cgiar.org

Thank you
ありがとうございました


