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3.3.1 参画企業との連絡・協議・調整 

（1）今年度事業に関する参画日系企業の意向の聞き取り 

事業開始後の 2021 年 6 月から 7 月にかけて、プロジェクト管理者はまず参画日系企業から

オンラインで今年度事業に対する要望や参画目的を聞き取り、取りまとめた。参画日系企業

は昨年度事業からの継続参加であったため、昨年度の経緯を踏まえた上で、今年度事業に何

を求めるのか、聞き取りを行うよう心がけた。 
プロジェクト管理者は、昨年度事業から得た教訓と、それを今年度事業にどう反映するの

かという点を参画日系企業各社に伝え、各社の了承を得た。具体的には、下記の 2 点である。 
 
1）補助金や小規模金融（マイクロファイナンス）等のスキームとの結びつき 
・ 昨年度の FPO イベントでは、日系企業各社の製品・技術を使用するには、州政府の補

助金や小規模金融（マイクロファイナンス）を活用する必要がある、と農家からコメン

トを受けた。これは同州でこうした仕組みが広く活用されており、また、現地の小規模

農家にとっては参画日系企業各社の製品・技術が高価な場合もあるためである。 
・ この点を踏まえ、今年度事業で開催するイベントについては、州政府の補助金関係者を

招待するなど、より現地における上述のスキームと結び付けた形で展開していくことを

想定していることを伝えた。 
 

2）参画日系企業各社の製品・技術に関する個別具体的な評価の入手 
・ 昨年度事業のイベントでは、参加した農家から、参画日系企業の製品・技術全体につい

て非常にポジティブなフィードバックを受けた。その一方で、個別の製品・技術につい

てはイベントで配布したフォームにも記述があまりなく、どの製品・技術がどのように

現地の農家にとって有用であるのかは、分からない面もあった。 
・ そこで、今年度事業の FPO イベント開催にあたっては、より各社の製品・技術にフォ

ーカスする形でフィードバックを受けることを想定していると伝えた。また、今年度事

業については、別途ウェビナーという形で、参画日系企業各社の製品・技術についてイ

ンド側関係者に直接広報する機会を設けることを周知した。 
 

参画日系企業によっては、昨年度からの製品・技術の改良やより積極的なインド展開を検

討しているとの企業もあった。また、社内の状況などから、昨年度は参画したものの、今年

度の参画を見送るとした日系企業も一部あった。 
 

（2）事業開始会議の開催 

上記の聞き取り結果を踏まえて、プロジェクト管理者は農林水産省輸出・国際局及び JD 社

と今年度の 2 つのイベントの具体的な実施方針を協議し、計画案を作成した。その後、参画

日系企業に対してその内容を周知することを主な目的として、2021 年 9 月末にオンラインで

事業開始会議を開催した。 
会議では、農林水産省から事業実施の方向性に関する説明を頂くとともに、2 つのイベント
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の具体的な実施案をプロジェクト管理者が説明し、最後に参画日系企業と意見交換を行った。

会議には、その時点で今年度の参画に関する意向を明確にしていなかった企業を含む 11 社が

出席したが、会議後に各社に最終的な意向確認を行った結果、表 15 の 8 社の参画が確定した。 

 
（3）イベント開催に向けた事前調整・準備 
 事業開始会議後、2 つのイベントの開催にあたっては、上記の参画日系企業に対し、対応可

能な日程を事前に確認し、インド側の関係者と調整のうえで開催日時を決定した。 
また、各参加企業はイベントで用いる製品・技術の説明資料（PPT プレゼンテーション及

び広報資料）を作成し、それをもとに JD 社と参画企業、プロジェクト管理者間で、適宜、オ

ンライン会議による打合せを行った。ただし、「既に昨年度の事業で資料や発表内容について

JD 社と協議・確認済みである」などといった理由から、企業側より要望が無かった場合は、

打合せは行わなかった。 
 また、先述の通り、イベントの開催日程が複数回後ろ倒しとなったため、この調整にあた

っては、参画日系企業各社に対して、個別に電話で事情を説明し、調整状況や日程の再調整

の必要性を十分に説明するよう配慮した。 

 
（4）結果報告会議の開催 

今年度の 2 つのイベントの終了後、参画日系企業とともにその結果を振り返り、意見交換

を行うことを主な目的として、2022 年 3 月にオンラインで結果報告会議を開催した。 
会議では、プロジェクト管理者が 2 つのイベントの結果報告を行い、参画日系企業、農林

水産省輸出・国際局、プロジェクト管理者の間で今後に向けた意見交換が行われた。 

 
3.3.2 日系企業の技術及び製品導入支援及び広報 

（1）日系企業の技術・製品導入に向けた UP州 FPO 向け説明イベントの開催 

1）背景と目的 
インドでは、FPO と呼ばれる農民組織が中央政府や州政府、開発パートナー等と連携し、

農業技術の普及にかかる各種イベントや補助金の受給等を行っている。具体的には、政府等

主催者が FPO の代表農家を複数名、イベントに招聘し、各企業の製品・技術の展示や使用方

法・有効性の説明を行い、その後、参加者は自身の所属する FPO の会員農家に対して情報を

共有する。それらの情報を基に、会員農家は必要に応じてグループを形成し、所属する FPO
を通じて希望する商品への補助金の適用を政府に申請するといった流れとなる。 
昨年度の本事業では、FPO を通じて現地農家に対し各企業の製品・技術を紹介し、フィー

ドバックを得ること、また政府の補助金等を利用した各企業の製品・技術の普及・展開の可

能性について検討することを目的に FPO 向けの説明イベントが実施された。 
今年度の本事業でも同様に、UP 州内の現地農家に参画日系企業の技術や製品をより広く周

知し、認知度や関心を向上させるためのプロモーションの機会として位置づけ、FPO 向け説

明イベントを再度実施した。活動が比較的活発で、補助金の利用やカンプール農業大学（CSAU）

主催の農業祭への参加実績等もある FPO を優先的にイベントの対象とすることで、潜在的な
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エンドユーザーの開拓、補助金制度を活用した具体的な技術導入に直結させることをねらい

とした。 
 
2）実施内容 
FPO イベントは 2021 年 12 月 21 日、UP 州の州都ラクナウの北西約 600 キロに位置するサ

ハーランプル市（Saharanpur）において、下表のとおり、同市の周辺地域の計 9 つの FPO か

ら計 57 名の代表者が参加する形で開催された。 
 

表 19 FPO イベントへの参加団体一覧 
 参加団体（FPO） 人数 
1 Diversification Agriculture Producer Company Ltd. 7 
2 Jaynayak Farmer Producer Company Ltd. 19 
3 Teel Farmer Producer Company Ltd. 5 
4 Umar Said Farmer Producer Company Ltd. 4 
5 Moksharth Farmer Producer Company Ltd. 5 
6 Suswatsthyam Organic Farmer Producer Company Ltd. 5 
7 Pahari Shehtra Kissan Organic Farmer Producer Company Ltd. 5 
8 Javik Kisan Organic Farmer Producer Company Ltd. 3 
9 Anay Sampada Farmer Producer Company Ltd. 4 

 計 57 
 
準備段階においては、昨年度のイベント実施を経験している JD 社が、現地での準備・調整

を行った。参加者への案内に際しては、昨年度と同様、現地の慣習的な方式に則り、地域の

代表的な FPO である『Agriculture Diversification Producers Company Limited』が形式上は主催

者となり、他の FPO を招待するという形をとった。上記 3.3.1（1）で述べた方針に従って、

UP 州政府より農業多様化庁（UPDASP：State Nodal Agency for Agricultural Diversification）の

補助金制度の担当者も参加した。 
開催地の通信環境の制約上、日本へのオンラインでの接続はせず現地のみで開催した。こ

のため、日系参画企業の製品・技術については、各企業と JD 社との事前のすり合わせを踏ま

え、JD 社、主催 FPO の代表者、及び同 FPO によって招かれた農業研究センターの農業専門

家が各企業に代わって紹介や説明を行った 10。FPO からの参加者の大半は現地語のみ理解可

能であり、通訳を介しての複数言語による実施は時間と予算の制約上も困難であったことも

踏まえ、会議は現地のみで、現地語を使用して実施する方式をとった。 
イベントの具体的なプログラムは下表の通りである。 

 
 

                                                        
10 ただし、株式会社太陽/Taiyo India は唯一、現地のイベント会場に直接参加したため、自社で説明と
紹介を行った。 
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表 20 FPO 向け説明イベントのプログラム 

 
まず、各 FPO からの参加者に対し、農業専門家が UP 州の農家が抱える一般的な課題につ

いて説明し、その解決策として各日系参画企業の製品・技術を導入することの利点を解説し

た。さらに、JD 社、主催 FPO のスタッフ、あるいは参画企業の担当者が各製品・技術につい

てより詳細な説明を加え、質疑応答を行った後、参加者はグループに分かれ、主催 FPO と JD
社の主導により、各製品・技術についてディスカッションを実施した。その結果を踏まえ、

参加者全員がフィードバック用のフォーマットにイベントや製品・技術への評価を記入した。 

   
FPO イベント会場の様子 FPO イベント会場の様子 各製品の説明を聴くイベント参加

者 

    
企業の製品・技術のプレゼン 実物を用いた製品の説明の様子 グループディスカッション 

 
3）実施結果 

会場におけるフィードバック 
イベントに参加した各 FPO の代表者からの会場における反応は、ほぼ昨年度と同様、肯定

時間 活動 備考 
10:30 ～

11:15 
参加者受付 JD 社 

11:30 ～

11:45 
イベント開会及び開会挨拶 主催 FPO 代表者 

11:45 ～

12:45 
参画日系企業の製品・技術の

説明 
農業研究センターの農業専門家（プロジェクター

利用） 
主催 FPO 代表者  

12:45 ～

13:15 
参加日系企業の製品・技術の

紹介と質疑応答 
JD 社および主催 FPO 代表者が参加日系企業の製

品・技術のポスターの説明に基づき、JD 社主導

による議論 
13:15 ～

14:00 
グループディスカッションと

フィードバック 
参加者による議論とフィードバック 

14:00 閉会 イベント参加者 
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的なものとなった。ただし、上述のとおり、一般的な感想のみにとどまらず、各社の製品・技

術毎に個別にフォーカスする形でフィードバックを受けることを今年度のイベントのねらい

としたものの、現地の報告による参加者からのコメントに目立った違いはなく、どの企業の

製品・技術に対してもほぼ一様の反応が示された。 
過去の研究・実証データ等を用いる形で製品・技術を紹介した企業が多かったためか、そ

の性能や効果については「良く理解できた」と評価するコメントが出ていた。「中国製の製品

等と比べて日本製の製品・技術の品質は信頼できる」「価格は高くとも耐久性がある」とのコ

メントも寄せられた。今回のように多くの日系企業の製品を一度に効率的に知ることができ

るイベントを、今後も頻繁に実施してほしい、との要望も出た。 
一方、昨年度と同様、どの製品・技術についても、性能や効果をより具体的に理解し実際

に確認することができるよう、イベントにおける紹介や説明だけにとどめるのではなく、圃

場や現場でのデモンストレーションや、使用方法に関するより詳細なトレーニングを実施し

て欲しい、とのコメントが出ていた。「少なくとも FPO の代表者向けにトレーニングを実施

してもらえれば、その後、トレーニングを受けた代表者が各村で他の一般の会員農家向けに

説明し、普及することが可能」との提案も出た。 
また「各製品はいつ市販されるのか。できるだけ早く市販して欲しい」という、販売に関

する情報への要望や、「インドでの販売価格がいくらなのかを教えて欲しい」という、価格情

報を求めるコメントも出た。そのうえで、農家による製品の購入を可能とするため、政府の

補助金やローンの適用の対象として欲しい、との意見も昨年度と同様に多く見られた。こう

したコメントを受け、本イベントに招待された UPDASP の補助金事業の担当職員から、今後、

同州で予定されている様々な補助金制度の紹介が行われた。 
 

 参加者に対するアンケートの結果 
 計 57 名のイベント参加者に対して簡単な選択回答式のアンケートを配布し、回答を回収し

たところ、イベント自体には参加者全員より「満足している」との回答が得られたが、残念

ながら各企業の製品・技術に関する参加者の関心の度合いを確認するための設問については、

設問通りに回答が選択されていなかったり、極端な偏りが見られるなどの齟齬が見られ、信

頼性のあるデータを得ることができなかった。 
ただし、その一方で、参加者全員が「今後、製品のテストのために日系企業側と協働する

ことに関心がある」「製品のより具体的な感想や将来の協働可能性について話すため、日系企

業側から、直接連絡をしても構わない」とも回答しており、今後、各企業の意向や要望次第

では、参加した FPO 側の関係者とコミュニケーションをとることが可能である点が確認され

た。 
下図は、アンケートで得られたその他の主な回答について示したものである。上記（3.1）

で述べた通り、UP 州の農業は多様性に富んでいるため、あくまでサハーランプル周辺の参加

農家の傾向を示したものとなるが、どのような作物栽培を対象とした技術にニーズがあるか

を把握する上で、参考に資すると思われる。最も問題として重視され、関心が高いものとし

て、農薬の質・コストや病虫害の予防があげられている。また、参画企業が取り扱う各分野
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の製品・技術にどの程度の需要があるのかという点も企業側の関心事項の１つだが、アンケ

ート結果からはバイオスティミュラントや、農薬以外の病害虫忌避ツールに関しては、それ

ぞれ 2 割前後の参加者によって既に利用されていることが確認された（図 17 参照）。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）日系企業の製品・技術の実証・普及・販売等の強化に向けたウェビナーの実施 

1）背景と目的 
上記の FPO イベントが、参画日系企業の技術や製品について最終消費者となる現地農家向

けにプロモーションを行うための機会として企画された。これに対しウェビナーは、各企業

による BtoB の事業展開支援のため、現地の民間企業（製造・販売業者）向けにその製品・技

術を紹介し、認知度と理解、関心を高める機会とすることをその主な目的として設定した。

また、インドからは民間企業のみならず州政府や大学、FPO 等の関係者も招き、各日系企業

が今後の実証や製造・販売における連携や協働等の可能性を含め、自社の事業展開を検討す

るうえで役に立つ情報や助言を得る機会とすることもねらいとした。 
 

図 15 FPO イベント参加者の栽培作物
（N=57） 

図 14 FPO イベント参加者の農業における課
題（N=57） 

図 16 FPO イベント参加者が将来実現し
たい目標（N=57） 

図 17 FPO イベント参加者の技術の使用状況

（N=57） 
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2）実施内容 
ウェビナーは 2022 年 2 月 16 日、オンライン会議で、日本側からは日系参画企業 7 社、イ

ンド側からは以下に示す関係機関の代表者が参加する形で実施された。 
 
＜インド側＞ 
 UP 州農業局（Department of Agriculture Education and Research, Uttar Pradesh） 
 UP 州農業多様化庁（UPDASP：State Nodal Agency for Agricultural Diversification） 
 カンプール農業技術大学（CSAU） 
 UP 州商工会議所（PHD Chamber of Commerce &Industry, Uttar Pradesh）（会頭および役

員：農業・発電分野の 5 企業） 
 FPO（Diversification Agriculture Producer Company Ltd.）の代表者 

 
準備段階においては JD 社が、開催日時の都合確認を含め、インド側の関係者との事前調整

を行った。ウェビナーは農林水産省輸出・国際局が主催者となり、インド側の各関係機関を

招待状の送付を通じて招待する形をとった。招待状の準備と送付作業はプロジェクト管理者

が JD 社とともに農林水産省に代わって実施した。 
また、各参画日系企業が自社の関心や状況に基づいて必要とする情報や助言をウェビナー

の場でインド側の参加者から得ることができるよう、各社には、自社の発表資料と合わせ、

インドでの普及・展開に向けた質問や確認事項等の事前準備を依頼した。プロジェクト管理

者はウェビナー前にそれらをインド側参加者側に共有し、ウェビナーの場での回答やコメン

トの提供を依頼した。 
ウェビナーの具体的なプログラムは下表の通りである。 

 
表 21 ウェビナーのプログラム 

 
参画日系企業の戦略・製品・技術の説明のセッションでは、各企業に個別に約 15 分間の時

間が割り当てられ、各企業から製品・技術の紹介や今後のインドにおける事業展開に関する

プレゼンテーションが行われた後、日系企業側からの事前質問もしくはインド側参加者から

の質問に沿って、質疑応答が行われた。企業別のセッションの終了後は、参画日系企業から

の事前質問のうち、有機認証登録や他企業にも共通する一般的な質問に関する質疑応答が行

時間 
（インド時間） 

活動 備考 

10:00 開会挨拶 農林水産省 
10:05 開会挨拶 UP 州商工会議所 
10:10～11:55 参加日系企業（7 社）の戦略・製品・技

術の説明と質疑応答（個別） 
各企業より、1 社あたり約 15 分

で発表と質疑応答を順に実施 
11:55～12:10 質疑応答（一般） 

 
各企業からの一般的な内容の

質問に関する質疑応答 
12:10 閉会挨拶 UP 州商工会議所 
12:15 閉会挨拶 UP 州農業局 
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われた。 

 
3）実施結果 

参画日系企業側からインド側の参加者に対して事前に共有された事前質問の内容は、「将来

的な現地でのトライアルや製造・販売に向けてパートナーを探したい」といった点や「現地

の市場では、各企業が取り扱う分野の製品・技術に、どの程度の需要があるのか」といった

点が中心となっていた。 
 ウェビナーの質疑応答のセッションではこれに対し、特に UP 州商工会議所を代表して参

加した民間企業的から活発なコメントや回答があり、現地における製品・技術のトライアル

の実施やパートナーの開拓において、必要に応じ商工会議所から支援が可能との申し出があ

った。 
また、日系参画企業が取り扱う製品・技術分野のうち、農業の作物栽培用の投入用資材（バ

イオスティミュラントや防虫資材）については、現地でも十分な需要があるとの回答があっ

た。ただし、日系参画企業の技術や製品の需要については、販売価格について企業からの説

明がないと判断が難しいといった意見や、小さな農地面積しか持たない UP 州の農家にとっ

て手の届く余裕のある価格設定が必要、とのコメントも寄せられた。 
その一方、UPDASP からは、現在、州政府がガンジス川流域の 27 県を対象に有機農業を推

進するための大規模なプロジェクトを実施していることが紹介され、農家によるバイオ農薬

やバイオ肥料の利用普及のため、農家向けに補助金を付与しているとの説明が行われた。

UPDASP からは更に、州内にはラクナウ周辺のガンジス河流域にマンゴーベルトと呼ばれる

著名な生産地があり、政府としては同地域における IPM（統合的病害虫管理）の普及を推進

しているため、日系参画企業が持つ非農薬の病害虫防除技術をマンゴーに使用できるとよい

とのコメントもあった。マンゴーの輸出入時の鮮度保持用パッケージ技術に期待する意見も

聞かれた。 
その他、一般的な質疑応答の場では、バイオスティミュラントの製品登録や、農業分野へ

の海外からの投資を促進するための投資優遇制度、オーガニック認証登録制度について日系

参画企業側より質問があり、特に商工会議所の参加者を中心に、回答が提供された。 
 
3.3.3 UP 州における日系企業の技術・製品の導入に係る調査・分析 

以上の通り、今年度の UP 州事業においては、新型コロナウイルスの影響で完全遠隔の体

制となったもの、プロジェクト管理者は再委託先の JD 社と緊密に協働し、FPO イベントとウ

ェビナーの２つのイベントを開催することができた。 
FPO イベントでは、改めて UP 州における日系企業の製品への関心の高さが確認されたと

言えるが、昨年と同様、こうした日系企業の製品が比較的高価となる傾向を踏まえ、政府・

ドナーからの補助金や小規模金融機関のローンといった制度の中に組み込む形で販売を望む

声が非常に強いことも確認された。 
今後も、FPO 代表者と UP 州政府の補助金制度関係者を同時に招いてこのような説明イベ

ントを開催することにより、日系企業の製品・技術に対する補助金給付の可能性について両
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者間の対話が促進され、その要請と承認に向けた具体的な動きにつながる効果が期待される。

一方、昨年度と同様、参加した FPO 代表者からは実際のデモンストレーションを通じて製品

の効果を目に見える形で確認し、理解することを強く望む意見が示された。来年度以降、同

様のイベントを実施する場合も、それだけでは、製品・技術の導入促進の効果は十分なもの

とならない可能性もある。 
 
（１）日系参画企業からの意見 
 結果報告会議の場では、以上の結果を受けて、参画日系企業より主に下記を趣旨とする様々

なコメントがあった。 
 
・ FPO イベントは情報を入手する機会としても貴重な機会であり、参加者からフィードバ

ックをもらうためのアンケートについても、もう少し詳細な情報が得られるよう、工夫の

余地があるのではないか。 

・ 製品・技術の価格を知りたいという FPO 側からの要望があったが、当社としては、価格

設定の検討材料とするためにも、逆に現地の農家が実態として営農上、何にどれだけの量

の投入を行い、どれくらいの費用をかけることができるのか、より具体的に知りたい。詳

細がわかる情報を、もう一歩踏み込んだ形で入手できると大変ありがたい。 

・ UP 州の農家の現状、どの農家がどのような課題や悩みを抱えているのか、集約された情

報が欲しい。当社として最初から事業の採算をとることは難しくても、そうした課題の解

決に応える技術・製品を提供し、しっかり農家に稼いでもらうことからスタートだと考え

る。 

・ 自社の製品のサンプルを現地で農家に提供し、トライアルとして使用してもらい、その性

能や効果を実際に確認してもらいたい。 

・ UP 州の事業では、消費者へのプロモーションに取り組む前に、現地の環境で自社が必要

とする実証試験を行いたい。GJ 州の JMF のモデルファームのような一般農家や圃場では

なく、現地にしっかりと設定された農業試験場のような環境で自社の製品・技術の効果を

正確な方法で検証し、裏付けとなるデータを収集したい。そのうえで、期待通りの効果が

見られない場合、データを踏まえてその要因を分析したい。 

・ FPO イベントはオフライン、ウェビナーはオンラインの開催となったが、FPO イベント

もオンラインで実施して欲しい。また、FPO イベントにせよウェビナーにせよ、もっとオ

ープンなイベントにして、参加者のコンタクト情報等も公開してよいのではないか。そう

すれば開催後も参加企業が各自の意志に基づいて自由にインド側の関係者と連絡をとり、

その後の協働の可能性などを含めた話し合いを行える機会が広がる。 
 
（２）今後に向けた課題と改善点 

以上のコメントと今年度の事業実施経験を踏まえると、UP 州における日系参画企業の製
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品・技術の導入促進に向けては、以下の方策を検討することが必要と考えられる。 
 
・イベントの位置づけと実施方法の再検討 
日系参画企業の製品・技術の導入を促進させるための手段として FPO イベント、ウェビナ

ーを引続き開催する場合、単純にこれまでの方式を踏襲するのではなく、計画・準備段階で

改めて参画企業側の要望や期待を確認したうえで、出来る限りその内容を反映させる形で実

施することが望ましい。 
特に FPO 向けの説明イベントについては、今年度は日系企業の製品・技術に対する参加者

の認知度や関心を向上させ、補助金制度を活用した具体的な技術導入に直結させることを目

的として実施したが、企業側の要望はそれだけにとどまらず、参加者とのマッチング機会と

しての機能を期待する声があることも確認された。 
この場合、イベントのオンライン開催を通じて企業と参加者が直接的に対話・交流し、製

品のトライアルの利用やデモンストレーションの実施、パートナーとしての協働可能性など

について自由にコミュニケーションをとるきっかけを創り出すことが、イベントのもう１つ

の主要な目的となりうる。 
この実現のためには、オンライン開催を実現するための良好な通信環境の確保が必要とな

り、また、FPO の参加者は英語でのコミュニケーションがとれないため、プレゼンテーショ

ンや議論の通訳にかかるコストや時間を考慮したプログラムや予算が求められることになる

が、参画企業にとって有意義の高いイベントとすべく、積極的な検討が望まれる。 
 

・農家を対象とする質問票調査の実施 
日系参画企業からは、ターゲットとなる一般農家の実態についてより詳細な情報を得るべ

く、イベント参加者へのアンケート内容の充実を求める声があった。 
こうした要望に応える手段としては、企業側の関心項目を事前に聞き取り、アンケート内

容に反映するといった対応が考えられるが、参加者側の農家の大半はアンケートに不慣れで

あり、サポートなしに正確な形で回答を求めることは簡単ではないとの JD 社からの報告もあ

る。イベントのプログラム上、アンケートへの回答に割り当てることができる時間が限られ

る点も考慮すると、アンケートの質問は短く簡易な内容にとどめざるを得ないものと思われ

る。 
簡易なアンケートではカバーしきれない範囲の、より詳細な情報の収集が強く期待される

場合は、イベントとは別の機会を設け、農家を対象とした本格的な質問票調査の実施を通じ

て、各企業の事業展開の展開やマーケティングに有用となる情報収集と分析を行うことが必

要かつ妥当と考えられる。 
 
・UP 州におけるモデルファーム事業の実現化に向けた検討 
 UP 州の CSAU における実施が予定されていたモデルファーム事業は、新型コロナウイル

スの影響もあって UP 州政府と農林水産省間の協議が遅れているが、今後の実現に向けた UP
州政府側の期待は依然として大きく、今年度のウェビナーの開催の場でも、UP 州政府より今
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後の進展を期待するコメントがあった。 
 CSAU におけるモデルファームの設置は、日系参画企業の製品・技術のデモンストレーシ

ョンを望む現地農家の声に応える手段として最も有効な方策だと考えられ、今後の実現化に

向けた具体的な検討が望まれる。 
ただし、GJ 州の JMF の継続・普及展開にかかる課題として記載した通り、UP 州における

事業計画の立案や推進に際しても、企業側の参画の意図や要望を改めて確認し、目的を明確

に示すことが重要であると思われる。 
特に、上記の日系参画企業の意見として記載したとおり、UP 州のモデルファーム事業に対

し、現状では GJ 州と同様、「一般農家をターゲットに製品・技術の展示やプロモーションを

行う場」としての活用を期待する声と、GJ 州とは異なり、「自社のデータ収集・分析のための

実証試験をより正確な方法で行う場」とすることを望む声の両方が存在するものと思われる。

一般農家の圃場にモデルファームを設置している JMF と異なり、農業大学の試験圃場での実

施となることで、後者の要望を反映した事業が実施できる可能性も考えられるが、事業の目

的と企業側の期待との間にギャップが生じることのないよう、事前のコンセプトの設定にお

いて各参画企業とインド側関係者の意向の丁寧な聞き取りと確認を行うことが重要になるも

のと考えられる。 
 

以上 

 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

オクラ 圃場管理履歴 

 

2021 年 12 月 23 日更新 

株式会社 JIN 

 

月日 圃場管理活動 

8 月 10 日 圃場の畝立て。 

 

播種前の灌漑。 

 

8 月 11 日 元肥の施肥。（ミミズ堆肥 63kg、Castor Cake 6.5kg、NPK（12-32-16）肥料 

23 Kg、MoP 1.25kg、AS 7.5kg、約 300m2）その後、播種。 

8 月 17 日 発芽の様子。 

 

8 月 26 日 除草の様子。 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

 
9 月 4 日 ナスとトウガラシ圃場で確認されたイモムシとモザイク病対策として、

FLUBENDIAMIDE 20%WG と Thiamethoxam 25%WG を、オクラ・ナス・

トウガラシ圃場に散布（合計で約 1,200m2）。 

 

FLUBENDIAMIDE 20%WG 30g と Thiamethoxam 25%WG24g、および展着

剤を 60L の水で希釈し、葉の表面と裏面に散布するよう指示。 

9 月 5 日 圃場に看板を設置。 

9 月 6 日 生育の様子。SEWA の提案で、現地で害虫防除に使われているニームオイ

ルを圃場全体に散布した（60ml を 15L の水で希釈、300m2）。 

 
9 月 9 日 新葉の色が黄緑色であったため、病害の可能性も視野に入れ、モニタリン

グを継続。現地からは通常の葉の色である旨報告があり、オクラはその

後、問題なく生育。 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

 
9 月 10 日 追肥。（AS 10kg、約 300m2） 

9 月 16 日 一部の株で開花。 

 

成長の様子。 

 

9 月 23 日 追肥（AS 6kg、MoP 2kg、約 300m2）。 

9 月 24 日 ツチハンミョウ（Blister Beetle）と思われる虫がオクラに数匹発生。被害



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

は確認されず、収穫が始まったため、農薬散布は行わず、まず手で取り除

いてもらう形とした。その後、被害は観察されなかった。 

 

オクラの初収穫（250g）。 

 

9 月 27 日 圃場の様子。 

 
10 月 4 日 

 

収穫の継続。数日おきに約 10kg を収穫。 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

 

10 月 15 日 

 

収穫の様子。 

 
10 月 16 日 第 2 回畝間灌漑。9 月から 10 月にかけて雨量が多く、地面が湿ったままだ

ったため、灌漑の間隔が空いた。 

10 月 26 日 第 3 回畝間灌漑。 

10 月 29 日 一部株の葉が白く色褪せたようになる。収穫開始から 1 ヵ月以上経ってい

るため、葉の老化を疑う。一回の収穫における収量が減少。 

 
11 月 9 日 収穫の終了にともない、株を圃場から除去。 

 

以上 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

トウガラシ 圃場管理履歴 

 

2021 年 12 月 23 日更新 

株式会社 JIN 

 

月日 圃場管理活動 

8 月 10 日 圃場の畝立て。 

 
定植前の灌漑。 

 

8 月 11 日 元肥の施肥（ミミズ堆肥 63kg、Castor Cake 6.5kg、NPK(12-32-16)肥料 23 

Kg 、MoP 1.25kg、AS 7.5kg、約 300m）。 

8 月 12 日 育苗施設で苗を購入し、定植。 

 

8 月 25 日 第 2 回畝間灌漑。 

8 月 28 日 

 

生育の様子。 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

 
9 月 3 日 一部の株で葉が委縮する。当初は微量要素の欠乏を疑ったが、症状が顕

著になってきたため、モザイク病と診断。被害株は取り除くよう指示し

た上で、以下の農薬散布。現地では Kukudvaat という名前で呼ばれてお

り、モザイク病という名前はなじみがないとのこと。雨で SEWA が圃場

に入れず、被害株数と写真の撮影に若干の時間を要した。 

  
 

ナスとトウガラシ圃場で確認されたイモムシとモザイク病対策として、

FLUBENDIAMIDE 20%WG と Thiamethoxam 25%WG を、オクラ・ナス・

トウガラシ圃場に散布（合計で約 1,200m2）。 

 

FLUBENDIAMIDE 20%WG 30g と Thiamethoxam 25%WG24g、および展着

剤をまとめて 60L の水で希釈し、葉の表面と裏面に散布するよう指示。 

 

9 月 5 日 圃場に看板を設置（写真はアクプランタ株式会社様のスキーポン栽培区

のもの）。 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

 
9 月 6 日 SEWA の提案で、現地で害虫防除に使われているニームオイルを圃場全

体に散布した（60ml を 15L の水で希釈、300m2）。 

9 月 8 日 モザイク病が見られたために取り除いた株のあった場所に、追加の苗を

合計で 227 株、定植。 

9 月 10 日 SEWA と連携する現地農業大学の提案で、インドで使用されている農薬

である Fipronil を 25ml、15L の水で希釈し、トウガラシに対して散布し

た（葉の両面に対する農薬散布、300m2）。Fipronil は、以降 1, 2 週間おき

に数回、同様の散布を実施。 

9 月 16 日 農薬散布後、被害株の拡大は止まったが、引き続き一部株でモザイク病

の症状が見られた。 

 
9 月 23 日 着果。 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

 
追肥（AS 6kg 及び MOP 2kg、約 300m2）。 

 

9 月 24 日 除草の様子。 

 
9 月 25 日 

 



令和３年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
 GJ 州 J-Methods Farming 

 

10 月 1 日 トウガラシの初収穫（50g）。 

10 月 6 日 トウガラシの収穫（1.8kg）。以降、圃場から苗を除去するまで、週に 2

回程度、収穫を実施。 

 

他方で、9 月のようにまとまった量ではないが、断続的にいくつかの株

でモザイク病の症状が現れており、発見次第速やかに除去している旨、

SEWA から報告を受けた。ただし、圃場でアブラムシ類は見られなかっ

たため、購入した苗が汚染されていた可能性も考えられる。 

 
10 月 14 日 小泉製麻株式会社様の虫フラッとネットを設置。 

 
10 月 16 日 第 3 回畝間灌漑。9 月から 10 月にかけて雨量が多く、地面が湿ったまま

だったため、灌漑の間隔が空いた。 
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