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第 1章 本事業の概要 

1.1 背景・目的 

 農林水産省では、農業生産から製造・加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンの

構築を各国と協力して進めていくための指針である「グローバル・フードバリューチェーン

戦略」に基づき、政府、民間企業、研究機関等が連携して、日本の食産業の海外展開を促進す

るための取組を進めているところである。さらに、令和元年（2019 年）12 月に、今後 5 年間

の協議会の取組方針を定めた「グローバル・フードバリューチェーン構築推進プラン」を策

定し、食産業の海外展開の更なる推進を図っている。 
 他方、開発途上国は、先進国に比べて第一次産業従事者の割合が高く、農林水産業はもと

より食関連産業が重要な役割を果たしている。また、我が国の食市場が将来的に横ばい又は

縮小傾向にある一方で、こうした開発途上国の食市場は将来的に大きく成長する可能性があ

る。特に、人口が 13 億人を超えるインドは、有望な市場の一つであるものの、日本の農業・

食品関連産業の当該市場への進出は進んでいない。 
 そこで、グジャラート州（以下「GJ 州」という。）においては、令和元年（2019 年）度よ

り我が国の優れた農業技術をパッケージ化し実践する日本農業のモデルファームを設置し、

我が国の農業技術の優位性を実証・実演する『J-Methods Farming』を展開しているところであ

る。 
 また、多数の州からなるインドは、州によって独自の規制や法律を定めていることもある

ことから、事業展開に関心を有する企業が多い州に対象を絞って事業を実施することが有効

である。特に、ウッタル・プラデシュ州（以下「UP 州」という。）は、人口 2 億人を有し（イ

ンド総人口の約 16%、国内第 1 位）、農業が最も盛んな州の一つであり、種子や農薬、圃場セ

ンサー等の生産資材メーカー等の日本の中小企業の事業展開が見込まれる州である。また、

平成 30 年（2018 年）10 月、農林水産省と UP 州政府との間でフードバリューチェーン構築

に係る協力覚書（MOC）（以下「MOC」という。）を締結しているほか、これまで実施した UP
州政府との官民対話等から、UP 州が農業・農村開発に関して課題を抱えており、UP 州政府

は、日本企業が有する技術による UP 州への貢献を強く期待していることが判明している。 
 本委託事業は、インドへの進出日本企業数を増大させるとともに、同国の農業における課

題解決へ貢献することを目的として、GJ 州におけるモデルファームの運営及び UP 州におけ

る企業の進出を支援することにより、日系企業の技術及び製品の現地での導入促進を図った。

また、両州内の他地域への将来的な横展開の可能性・方策等を調査・分析した。 
 

1.2 業務概要 

本事業では、インドへ進出する日本企業数を増大させるとともに、同国の農業における課

題解決へ貢献することを目的として、大きく以下の 2 つの区分に基づいて業務を行った。 
 

（1） GJ 州におけるモデルファーム事業『J-Methods Farming』 
（2） UP 州における農業研究・実証・普及の強化に向けた連携 
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(1)の GJ 州事業では、農林水産省輸出・国際局ならびに同省内有志で組織された J-Methods 

Farming 推進ユニットと協議を行いながら、同州アーナンドに設置されたモデルファームを拠

点とするモデルファーム事業 J-Methods Farming（以下「JMF」という。）を実施した。モデル

ファームでは、現地品種・日本産品種それぞれを使用した野菜栽培を行うとともに、参画日

系企業の技術・製品を栽培や流通といった各段階に導入し、現地の農家などを対象に、その

効果を実証・実演した。モデルファームで収穫した作物の現地での販売は、主に現地パート

ナーの自営女性協会（Self Employed Women’s Association）（以下「SEWA」という。）が担当し

た。 
(2)の UP 州事業では、農林水産省輸出・国際局と連携し、農家組織である Farmer Producer 

Organization（以下「FPO」という。）を対象にした説明イベントとインド側関係者とのウェビ

ナーという 2 つのイベントの開催を通じ、参画日系企業の技術・製品のインドにおける導入

促進を支援した。また、事業開始会議、結果報告会議という 2 つの会議を通して、今年度事

業の目的と成果を参画日系企業に周知した。現地の活動やインド側関係者との調整は、再委

託先である、ジャパンデベロップメント株式会社（J.D. Eco India Private Limited）（以下、「JD
社」という。）が主に担当した。 
なお、今年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が継続したため、昨年度と同様

にインドへの渡航が制限された。そのため、プロジェクト管理者は両州の事業関係者と連携

し、圃場管理を含む全ての業務を日本国内から遠隔で行った。 
 
1.3 事業スケジュール 

本年度の事業実施スケジュールを下記に示す。詳細は各章において記述する。 
 

表 1 今年度の事業実施スケジュール 

年 月 事業内容 
  GJ 州（JMF 事業） UP 州 

2021 5 事業開始 
6 JMF 及び UP 州事業への参画を希望する日系企業各社への聞き取り 

モデルファームのデザイン作成  
7 第 6 回事業推進会議（オンライン開催）  

JMF 及び UP 州事業への参画日系企業確定 
8 第 1 作期播種（現地品種のオクラ、トウガ

ラシ、ナス） 
 

9 第 1 作期収穫開始 事業開始会議 
10 第 2 作期播種（日本産品種のキャベツ、キ

ュウリ、ミニトマト） 
 

11   
12  FPO 向け説明イベントの実施 

2022 1   
2 第 2 作期収穫開始 

マーケティング・広報イベントの実施 
ウェビナーの実施（オンライン開催） 
 

3  結果報告会議 
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1.4 事業実施体制 

本事業の実施体制について、下図に概略を示した。GJ 州の JMF では、プロジェクト管理者

は輸出・国際局ならびに JMF 推進ユニットと連携し、参画日系企業や SEWA を始めとする関

係者間の調整、圃場の営農支援やモニタリングを主に担当した。モデルファームの管理は、

圃場管理者である SEWA が実施した。 
UP 州事業では、再委託先の JD 社とプロジェクト管理者が連携し、FPO イベントとウェビ

ナーを実施した。イベントの開催にあたっては、その方針と内容について、輸出・国際局と

事前に協議を行った。 
 

 

図 1 業務実施体制図 

 
1.5 参画企業 

 本年度の各州での事業における参画日系企業を以下に示す。今年度事業では、新規申し込

みがあった場合を除いて、昨年度事業の参画日系企業を中心に事業を実施する方針がとられ

たため、基本的にどの企業も前年度から継続しての参加となった。 
 このため、参画日系企業を確定するまでのプロセスにおいては、まず事業開始当初、プロ

ジェクト管理者が昨年度の参画日系企業各社に連絡を取り、今年度の参画の意向を確認した。

その上で、例えば今年度は商材の提供が難しいなどの事情があった企業に対しては、オブザ

ーバーとしての参加を含めた個別の参画方法を提案した。 
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表 2 GJ 州事業における参画企業 

 企業 主な取扱製品・技術 
1 アクプランタ株式会社 果菜類・葉菜類用バイオスティミュラントであるスキーポ

ン。植物の乾燥条件下でストレス耐性を高める。 
（http://ac-planta.com/） 

2 株式会社アグレス 営農技術及び知見の還元。 
（https://www.agres-nobeyama.net/） 

3 株式会社デンソー 保冷輸送システム（冷蔵・温度調整機能搭載のクーラーボ

ックス）。 
（https://www.denso.com/jp/ja/） 

4 株式会社エンプラス 節水機能を持つ圧力補正が可能な点滴灌漑チューブ。 
（https://www.enplas.co.jp/） 

5 グランドグリーン株式会社 安定した苗の大量生産を可能とする接木カセット。 
（https://www.gragreen.com/） 

6 Japan Vegetable Seeds Co., Ltd. 日本品種の種子（トマト、キャベツ、キュウリ）。 
 

7 JFE スチール株式会社 稲作の低コスト・省力化を可能にする水稲直播のための種

子コーディング技術「粉美人」。 
（https://www.jfe-steel.co.jp/index.html） 

8 小泉製麻株式会社 紫外線域を高反射させ、飛行をかく乱することで害虫を忌

避する虫ふらっとシート及び虫ふらっとネット。 
（https://www.koizumiseima.co.jp/） 

9 国土防災技術株式会社 フルボ酸を高濃度に精製した植物活性剤であるフジミン。

光合成の活性化・根系の健全化といった作用を持つ。 
（https://www.jce.co.jp/） 

10 日本農薬株式会社 
Nichino India Private Limited  

チョウ目等に対して高い殺虫性を示す「Katana」を始めと

する各種農薬。 
（https://www.nichino.co.jp/） 
（https://www.nichinoindia.com/） 

11 Wismettacフーズ株式会社 青果物の販売・流通に関する知見。 
（https://www.wismettac.com/ja/index.html） 

12 ニシム電子工業株式会社 IT センサーによる農地の圃場データ（水位・水温・地

温・気温・湿度等）の遠隔確認システム MIHARAS。 
（https://www.nishimu.co.jp/） 

13 日産スチール工業株式会社 果物・野菜の劣化を防ぐ機能を持つ青果物鮮度保持シート

「Freshmama」。 
（https://nsk-kk.co.jp/） 

14 株式会社太陽 高整地性・高耐久性・省馬力の耕うん爪「青い爪」。 
（https://www.k-taiyo.co.jp/） 

 

  

http://ac-planta.com/
https://www.agres-nobeyama.net/
https://www.denso.com/jp/ja/
https://www.enplas.co.jp/
https://www.gragreen.com/
https://www.jfe-steel.co.jp/index.html
https://www.koizumiseima.co.jp/
https://www.jce.co.jp/
https://www.nichino.co.jp/
https://www.nichinoindia.com/
https://www.wismettac.com/ja/index.html
https://www.nishimu.co.jp/
https://nsk-kk.co.jp/
https://www.k-taiyo.co.jp/
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表 3 UP 州における参画企業 

 企業 主な取扱製品・技術 
1 アクプランタ株式会社 果菜類・葉菜類用バイオスティミュラントであるスキーポ

ン。植物の乾燥条件下でストレス耐性を高める。 
（http://ac-planta.com/） 

2 グローバル・マーケティング・

アソシエーション株式会社 
果菜類・葉菜類用バイオスティミュラント SOMRE1 号。植

物の根系を伸長させ、土壌からの水分吸収量を高めること

で、植物の成長を促進する。 
（https://global-marketing.jimdofree.com/） 

3 日産スチール工業株式会社 果物・野菜の劣化を防ぐ機能を持つ青果物鮮度保持シート

「Freshmama」。 
（https://nsk-kk.co.jp/） 

4 小泉製麻株式会社 紫外線域を高反射させ、飛行をかく乱することで害虫を忌

避する虫フラっとシート及び虫フラっとネット。 
（https://www.koizumiseima.co.jp/） 

5 国土防災技術株式会社 フルボ酸を高濃度に精製した植物活性剤であるフジミン。

光合成の活性化・根系の健全化といった作用を持つ。 
（https://www.jce.co.jp/） 

6 ミヤチ株式会社 太陽光発電の製品（ソーラーパワースプレイヤー）、NIR 分
光法による乳含有量分析技術、水処理設備・施工技術。

（http://www.myctec.co.jp/） 
7 ニシム電子工業株式会社 IT センサーによる農地の圃場データ（水位・水温・地

温・気温・湿度等）の遠隔確認システム MIHARAS。 
（https://www.nishimu.co.jp/） 

8 株式会社太陽 高整地性・高耐久性・省馬力の耕うん爪「青い爪」。 
（https://www.k-taiyo.co.jp/） 

 
  

http://ac-planta.com/
https://global-marketing.jimdofree.com/
https://nsk-kk.co.jp/
https://www.koizumiseima.co.jp/
https://www.jce.co.jp/
http://www.myctec.co.jp/
https://www.nishimu.co.jp/
https://www.k-taiyo.co.jp/
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第 2章 GJ州におけるモデルファーム事業 

2.1 GJ 州の概要 

 J-Methods Farming 事業の対象地であるグジャラート州（以下「GJ 州」という。）について、

概略を示す。GJ 州の面積は 196,020 ㎡、2011 年のセンサスによると、人口は約 6,000 万人（イ

ンド国内第 10 位）であり 1、そのうち約 57%（約 3,470 万人）が農村部に住んでいる。農村

部の労働力人口は約 1,550 万人であり、3 分の 1 にあたる約 540 万人を女性が占めている。 
 GJ 州はインド西端に位置し、アラビア海に面している。年間降水量が少なく、サイクロン

など天候の影響をしばしば受ける。今年度においては、2021 年 12 月以降、GJ 州は記録的な

低温となったが、これはアラビア海の海面温度が低下するラニーニャ現象の影響であると考

えられている 2。特に、2022 年 1 月後半には、アーメダバードで観測史上最低気温となる 6.7
度を観測 3するなど、気候不順が顕著であった。 
 GJ 州の経済において、農業は重要な役割を果たしている。作物別にみると、インドの 2018
年の農業センサス 4によれば、綿花（1,264 万トン）やピーナッツ（39 万トン）、油料種子類

（586 万トン）等が GJ 州の主要生産物として挙げられる。特に、綿花とピーナッツの生産量

は国内第 1 位であり、同州の農業で重要な位置を占めている。 
農業自体の州内生産（NSDP: Net State Domestic Product）に占める割合は 1970 年代の 50%

から半分以下に減少しており、同州は急速にサービス業への構造転換が進んでいるが、一方

で農業に生計を依存する人口の割合は減少しておらず、経済的な格差が拡大している 5。 
 そのため、生産性向上を目指し、同州政府も農業技術の発展を奨励している。2016 年に同

州政府が発表した Comprehensive Agro Business Plan では、農業技術の更なる普及に加えて、

農家の農業に関する知識と実践のレベルの向上が課題として挙げられており、圃場での実践

を通じて参画日系企業の技術・製品を導入する JMF の土壌があると考えられる。 
 また、2020 年以降、GJ 州も新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、2022 年 3 月

現在で感染者は 122 万人、死亡者数は 1 万人を超えている。特に、2021 年 4 月から 5 月、2022
年 1 月から 2 月にかけては感染が激しく、1 日の新規感染者が 1 万人を超える日もあり、集

会人数の制限などの規制が行われた。 
 
2.2 事業概要・業務実施体制 

GJ 州の JMF では、同州アーナンドにモデルファームを設置し、その管理・運営を通じて、

参画日系企業の技術・製品のプロモーションを行った。 

                                                        
1 ただし、最新の値は統計によって大きくばらつきがあり、2021 年度は約 7,000 万人としている統計もある。セ
ンサスは 10 年に一度のため、2022 年度センサスは 2022 年 3 月現在公開されていない。 
2 Firstpost. (2021, December 20). What La Nina is and why India should brace itself for a harsh winter. 
https://www.firstpost.com/india/what-la-nina-is-and-why-india-should-brace-ourselves-for-a-harsh-winter-10103541.html 
3 India Today. (2022, January 25). Ahmedabad records min temperature of 6.7 degrees Celsius; cold wave warning issued. 
https://www.indiatoday.in/cities/ahmedabad/story/ahmedabad-minimum-temperature-cold-wave-gujarat-weather-forecast-
1904246-2022-01-25 
4 Government of India. (2019). Agricultural Statistics at a Glance 2018. 
5 Agro-Economic Research Centre. (2012). State of Gujarat Agriculture. 
https://old.spuvvn.edu/academics/academic_centres/agro_economic_centre/research_studies/R.%20No.%20146%20State%2
0of%20Gujarat%20Agriculture.pdf 

https://www.firstpost.com/india/what-la-nina-is-and-why-india-should-brace-ourselves-for-a-harsh-winter-10103541.html
https://www.indiatoday.in/cities/ahmedabad/story/ahmedabad-minimum-temperature-cold-wave-gujarat-weather-forecast-1904246-2022-01-25
https://www.indiatoday.in/cities/ahmedabad/story/ahmedabad-minimum-temperature-cold-wave-gujarat-weather-forecast-1904246-2022-01-25
https://old.spuvvn.edu/academics/academic_centres/agro_economic_centre/research_studies/R.%20No.%20146%20State%20of%20Gujarat%20Agriculture.pdf
https://old.spuvvn.edu/academics/academic_centres/agro_economic_centre/research_studies/R.%20No.%20146%20State%20of%20Gujarat%20Agriculture.pdf
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JMF の実施に際しては、プロジェクト管理者が農林水産省輸出・国際局と JMF 推進ユニッ

トと連携し、現地では、カウンターパートの圃場管理者の SEWA と協力した。また、昨年度

と同様、新型コロナウイルスの影響により、プロジェクト管理者によるインドへの渡航が実

現できなかったことから、円滑に現地での活動を実施するため、GJ 州アーメダバードと東京

に拠点をもつコンサルタント企業 Abhyuday Bharat Projects Pvt Ltd.社 6（以下「ATEC 社」とい

う。）と再委託契約を締結し、同社とも連携して一部の事業を実施した（実施体制図について

は、第 1 章の図 1 を参照）。 
プロジェクト管理者は SEWA とのコミュニケーションをメール、SNS（WhatsApp）、週 1 回

のオンラインの定例会議を通じて、すべて遠隔で実施した。ATEC 社とも同様に、メールや

SNS、オンラインの打合せを通じて協議や調整を行った。 
 
今年度の JMF の目的は、モデルファーム運営を通じて、参画日系企業の技術・製品の現地

での導入促進を図ることであった。 
 事業開始後、プロジェクト管理者はまず参画日系企業各社と個別に連絡し、今年度事業の

詳細を説明するとともに、事業に対する期待・提供する商材等の聞き取りを行った。参画日

系企業はすべて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て、今年度

事業にどのように各社が関わっていくのかを議論の上決定した。 
また、昨年度の経緯を踏まえた上で、SEWA と議論し、今年度事業のモデルファームのデ

ザイン案を決定した。モデルファームにおける栽培は 2 作期に分けて行い、作目は、SEWA と

農林水産省と協議の上、日本産品種と現地品種、それぞれ 3 作目とした。第 1 作期（8 月播

種）では現地品種の栽培区でオクラ・トウガラシ・ナスを、第 2 作期（10 月播種）では日本

産品種の栽培区でキャベツ・キュウリ・ミニトマトを栽培した。作目は、日本産品種と現地

品種それぞれ 3 作目とした。両品種の栽培区のコンセプトの違いを表 4 に示す。 
 

表 4 日本産品種と現地品種の栽培区のコンセプトの違い 

項目 日本産品種の栽培区 現地品種の栽培区 

目的 ハイエンド層に向けた日本品質の生産物

の販売 

現地の一般の農家への参画日系企業の製

品・技術の普及・展開 

面積 1,375 ㎡ 1,250 ㎡ 

作目 キャベツ、キュウリ、ミニトマト オクラ、トウガラシ、ナス 

栽培管理 プロジェクト管理者がモニタリングと管

理を緊密に行う（昨年度と同様） 

現地農家のより粗放的な農法に従い、必要

であれば、プロジェクト管理者がアドバイ

スを提供する 

 
 各栽培区においては、参画日系企業と合意した計画に基づき、SEWA による管理のもとで

日系企業の製品・技術が導入され、その効果の実証や展示が行われた。 

                                                        
6 旧称は『Abhyuday Techno Economic Consultants Pvt Ltd.』。本事業期間中に社名が変更された。 
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モデルファームで収穫した作物については、SEWA が会員や現地の卸売業者に対して販売

を行った。また、GJ 州アーメダバードの食品企業や農家組織を対象に、日本産品種のミニト

マトとキャベツを使用してマーケティング・広報イベントを開催し、好意的な評価を得た。

同イベントの実施時、会場までの配送においても、鮮度保持のために参画日系企業の製品が

使用された。 
 

事業実施体制上、プロジェクト管理者と SEWA の役割分担については、モデルファームに

おける灌水や施肥など日常的な管理は SEWA の判断で実施し、病害虫防除や各製品・技術の

圃場への導入等は、現地や参画日系企業とも相談の上、プロジェクト管理者が SEWA に指示

を出す形とした。 
 SEWA と再委託先である ATEC 社の役割分担については、SEWA が圃場の管理・運営、収

穫物の販売を主に担当し、ATEC 社が日本から発送された参画日系企業の商材の受取とマー

ケティング関連の活動（Reliance 社への収穫物販売の実現に向けた連絡・調整、マーケティン

グ・広報イベントの準備・実施等）の支援を主に担当した。 
昨年度は、SEWA と ATEC 社が共同で収穫した農作物の販売等のマーケティングを行った

ものの、SEWA と ATEC の間の連携や役割分担に課題が残った。そこで、今年度は農作物の

販売を SEWA に一本化し、ATEC 社は試食イベントの開と日本から発送された参画日系企業

の商材の受取りに注力した。 
 

2.3 事業活動結果と今後に向けた課題 

今年度の事業の主な実施内容とその結果、今後に向けた課題は以下の通りである。 
 

2.3.1 日系企業との連絡・協議・調整 

参画日系企業との事業に関する連絡・協議・調整業務は、昨年度と同様、プロジェクト管

理者が担当した。今年度 JMF における活動の一覧は表 5 の通りである。個別の参画日系企業

との調整内容については、次節に示す。 
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表 5 今年度 JMF の参画日系企業に関する活動一覧 

月 参画日系企業に関する活動 

5 ・事業開始 

6 ・Microsoft Teams による参画日系企業及び農林水産省との情報共有体制の確立 

7 ・第 6 回 JMF 事業推進会議 
・参画日系企業による商材の日本からの輸送開始 

8 

・第 1 作期播種（現地品種のナス、オクラ、トウガラシ） 
・ナス・オクラへのスキーポン（アクプランタ株式会社）の使用 
・ナス・オクラへのフジミン（国土防災技術株式会社）の使用 
・定植後、農薬（日本農薬株式会社／Nichino India Pvt Ltd.社提供）による防除開始 

9 ・第 1 作期収穫開始（オクラ） 
・トウガラシへの虫フラッとネット（小泉製麻株式会社）の敷設 

10 ・第 2 作期播種（Japan Vegetable Seeds Co., Ltd.提供の日本産種子のキュウリ、キャベツ、ミニトマト） 

11 ・圃場の耕起（株式会社太陽によるデモンストレーション） 

12 

・ナスにおける点滴灌漑区（株式会社エンプラスの点滴灌漑チューブを使用）の流量データ測定 
・ミニトマトへの虫フラっとシート・ネット（小泉製麻株式会社）の設置 
・キャベツ・ミニトマトへのスキーポン（アクプランタ株式会社）とフジミン（国土防災技術株式会社）

の使用 

1 ・SEWA による接ぎ木カセット（グランドグリーン株式会社）のデモンストレーションの実施 

2 
・第 2 作期収穫開始（キャベツ・ミニトマト） 
・保冷輸送システム（株式会社デンソー）と鮮度保持シート Freshmama（日産スチール工業株式会社）

を用いたアーメダバードにおける試食イベントの開催 

3 ・事業履行期限 

 
（１）今年度事業に関する参画日系企業との調整・協議 

 今年度の JMF 参画日系企業は、すべて昨年度からの継続参加であったため、提供予定の製

品・技術及び参画目的に大きな変更がなかった場合は、個別の打合せは実施せず、メールも

しくは電話ベースでの個別の調整・連絡・協議とした。この際、今年度事業に対する参画目

的・期待の聞き取り及び今年度事業の方向性の説明を行った。日本産品種を使った栽培だけ

でなく、より現地農家になじみのある品種・栽培方法で実証を行いたい、という希望が複数

の社からあったことから、日本産品種に加えて、現地品種の栽培も実施することとした。 
 一方で、参画日系企業の中には、製品のアップデートや、昨年度の経緯を踏まえた新しい

実証方法を希望している社が複数あった。そのため、主に事業開始直後の 6 月に、これらの

社とは個別に協議・打合せの機会を持ち、今年度事業の圃場デザインや活動に、どのように

各社の希望を反映することができるかを検討した。 
 
（２）事業推進会議 

事業実施期間中、農林水産省輸出・国際局と JMF 推進ユニット、日系企業、プロジェクト

管理者の参加のもと、第 6 回事業推進会議が 2021 年 7 月 6 日にオンラインで開催された。こ

の会議では、プロジェクト管理者より今年度事業の概要を参画日系企業各社に周知するとと

もに、事業の方向性に関して質疑応答を行った。会議の冒頭では SEWA が昨年度の成果を報

告し、JMF に対する謝辞を述べた。 
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（３）モデルファームのデザイン案の作成と製品・技術の発送 

プロジェクト管理者は、SEWA と調整の上、今年度事業におけるモデルファームのデザイ

ン案を作成した。この際には、上述の通り、日本産品種の栽培区と現地品種を用いた栽培区

を設けることで、現地で一般的な作目・品種による実証・実演と日本産品種の栽培を両立す

ることを目指した。 
現地品種の作目の確定に際しては、SEWA が希望する作目の聞き取りや協議を複数回行い、

農林水産省と合意した。また、参画日系企業との上記調整を踏まえて、各社の希望（商材の

設置など）をモデルファームのデザイン案に反映した。詳細は栽培管理の項で詳述する。 
モデルファームのデザイン案の確定後、参画日系企業は、製品・技術をモデルファームの

ある GJ 州へ発送した。プロジェクト管理者は、参画日系企業と荷受人である再委託先の ATEC
社の間の調整・手続面の支援を行った。また、日本産種子の本邦からの郵送にあたっては、

通関・検疫を含む必要書類・手続面の確認・支援を行った。なお、昨年度事業で使用した製

品・技術が現地で保管されていた場合は、各社と調整の上、今年度事業でこれらを使用する

こととした。 
昨年度事業の経験から、コロナ下における製品・技術の郵送（特に種子など、検疫が必要

なもの）には通常より時間を要することが分かっており、この点を踏まえて各社と準備・調

整を進めたため、製品・技術の郵送は、全体としてスムーズに実施することができた。 
 
（４）事業運営における連絡・協議・調整 

 JMF には、異なる用途や効果があり、様々なステージで使用される製品・技術を持った日

系企業が参画している。こうした各社のニーズを満たすには、各社とのきめ細やかな調整と

それぞれの製品・技術の特性を踏まえたケースバイケースのアレンジが必要である。 
 このため、JMF の事業運営においては、各企業と個別に連絡を取った他、電話やオンライ

ンでの打合せの機会も積極的に設けた。実際に圃場などで製品・技術を使用した後は、求め

ていた結果が得られたかどうか、もし得られなかった場合は原因が何であり、それがどのよ

うに今後改善できるかを活発に議論した。 
 現地の状況を踏まえた上で、参画日系企業各社とこうした調整を行ったことで、現地の文

脈に即した参画日系企業の製品・技術を実証・展示することができた。各社との協議内容に

ついては個別に後述する。 
 
（５）Microsoft Teamsによる情報共有 

 JMF 推進ユニットからの要請を受けて、栽培を始めとする JMF の進捗について、参画日系

企業各社へ緊密に情報共有するため、JMF 推進ユニット、プロジェクト管理者も参加する

Microsoft Teams グループへの投稿をより頻繁に行った。画像や動画などの視覚的な情報を使

って週 1、2 回程度の頻度で報告を共有したところ、グループの参加者からは、これらの投稿

に「いいね」などのリアクションやコメントによる反応が継続的に得られた。 
 この方法を通じて、圃場における作物の生育状況について、事業関係者に随時知らせるこ
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とができた。また、参画日系企業の一部からは、技術的なコメントや事業に関する問い合わ

せを受けることもあり、事業を推進するうえでも有用であったと考えられる。 
 
2.3.2 その他の関係機関との連絡・調整 

遠隔で、圃場を管理し、参画日系企業各社の製品・技術を活用するには、現地との信頼関

係と緻密なコミュニケーションが必須となる。そこで、昨年度の体制を基本的に踏襲しつつ、

プロジェクト管理者はその他の事業関係者とも以下のとおりの手段を用いて連絡・調整を行

いながら業務を実施した。 
 
（1）WhatsAppでの情報共有・モニタリング・技術指導 

 遠隔における野菜の栽培管理においては、生育状況の把握や圃場に病害虫が出ていないか

の確認等のため、現地との緊密な連携が求められる。また、栽培管理以外においても、商材

の通関やイベント開催のための準備など、迅速な対応が求められる状況は多い。そこで、プ

ロジェクト管理者は SNS を活用して関係者と活動目的ごとに複数の WhatsApp のグループを

作成し、情報共有・モニタリング・指示・技術指導を行った。例えば、栽培管理のグループに

は、プロジェクト管理者と SEWA、JMF 推進ユニットが参加した。 
 その結果、事業に関する関係者間のコミュニケーションを円滑に実施することができた。

栽培管理では、野菜の病害虫や病気等をいち早く確認し、現地と相談の上、問題の発生から 1
日以内に対策について指示を出すことができた。特に病害虫の被害状況は 1 日の差で大きく

変わってくるため、WhatsApp による迅速なモニタリングは、非常に有効であった。 
 その一方で、こうしたコミュニケーションを円滑に進めるには、現地と信頼関係が構築さ

れていることが前提となる。現地からのこまめな報告がなければ、遠隔にいるプロジェクト

管理者が圃場の状況を把握することは難しい。遠隔での事業実施においても、現地関係者と

の信頼構築が非常に重要であるということが、遠隔における栽培管理の実施から得られた教

訓となった。 
 
（2）SEWAとの定例オンライン会議 

 SEWA とは、毎週火曜日に Microsoft Teams によるオンラインの定例会議を設け、圃場の栽

培管理の進捗や JMF について、活発に議論を行った。 
 上記の WhatsApp による情報共有・モニタリング・技術指導がタイムリーだが断片的なや

りとりにとどまる傾向にあったのに対し、この定例会議では、圃場で生じている問題の背景

や対応策をしっかりと議論することができた。 
 例えば、WhatsApp で病害虫の写真が送られてきた場合、農薬散布や罹病株の除去が対応策

として考えられるが、その背景には、気候不順や管理面の問題が潜んでいる可能性がある。

そうした場合、農薬を臨機防除から予防的な散布に切り替える、適切な管理方法を指導する

など、より根本的な対応が求められることも多い。 
 この定例会議では、WhatsApp 上で共有された情報や報告をもとに、こうした根本的な対応

をより掘り下げて議論することができた。SEWA との協働においては、これら 2 つの手段を
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組み合わせたコミュニケーションが円滑な栽培管理の実現に大きく寄与したと考えられる。 
なお、SEWA との連絡・調整手段に関しては、昨年度は報告書ベースでの月例報告も求め

ていたが、今年度は WhatsApp で十分な情報共有が図られていると判断したことから、業務

負荷軽減のため、廃止した。 
 
（3）農林水産省輸出・国際局及び JMF推進ユニットへの報告・連絡・相談 

 JMF 事業の運営に際しては、プロジェクト管理者がメールや打合せを通じて、農林水産省

（輸出・国際局ならびに J-Methods Farming 推進ユニット）に事業の計画や各社との調整状況、

事業進捗について適宜報告・相談するとともに、必要に応じて指示を仰ぐ体制をとった。 
また、JMF 推進ユニットは、上述の栽培管理に関する WhatsApp グループに参加し、活動

の進捗を把握した。また、第 1 章で記載した通り、今年度事業においては、当初予定されて

いたプロジェクト管理者のインド渡航が実施できなかった。この渡航中止については、プロ

ジェクト管理者がインドと日本の感染状況をモニターし、輸出・国際局に予め相談する形で

決定した。 
 ただし、事業進捗に関する情報共有の頻度については、プロジェクト管理者の報告が一部

遅れ、農林水産省からより迅速に進捗を知らせてほしいという指摘を受けた。このため、プ

ロジェクト管理者は以降の改善点として、より緊密な報告を心がけた。 
 輸出・国際局には、在インド日本国大使館との連携・事業に関する支援を頂いた。具体的

には、インドにおける種子の通関手続きの際、農林水産省にレターを発出頂いたことで、場

合によっては数週間を必要とする通関を短期間で行うことができた。 
 
2.3.3 栽培管理 

 上述の通り、JMF では、モデルファームでの栽培を 2 作期に分けて行った。第 1 作期（8 月

播種）では現地品種 3 作目（オクラ、トウガラシ、ナス）を、第 2 作期（10 月播種）では日

本産品種 3 作目（キャベツ、キュウリ、ミニトマト）を栽培した。 
 圃場のデザインは、以下の通りである。栽培面積は合計約 30 アール、そのうち現地品種の

栽培区が約 12 アール（オクラとトウガラシが各約 3 アール、ナスが約 6 アール）、日本産品

種の栽培区が約 18 アール（キャベツが約 8 アール、キュウリが約 3 アール、ミニトマトが約

7 アール）であった。作目と栽培区の確定にあたっては、昨年度の圃場デザインも踏まえ、ナ

ス科作物が連作障害を起こさないよう、配慮した。 
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図 2 モデルファームの圃場図 

 
 現地品種の 3 作目については、順調に圃場で栽培することができた。トウガラシについて

はモザイク病が発生し、羅病株を抜き取り処分したものの、残りの株が順調に生育し、収穫

につながった。オクラ・ナスについては病害虫の大きな被害を受けることもなく、適切な施

肥・灌漑管理などを行った結果、大きな収穫を上げることができた。なお、ナスについては、

収穫開始から 5 か月以上が経った 3 月中旬現在も収穫を継続している。 
 また、日本産品種の種子については、参画日系企業の Japan Vegetable Seeds Co., Ltd.から提

供を受けた。ミニトマトは昨年度提供された 4 品種のうち、特に現地の評判が良かった 2 品

種（Round 型及び Plum 型で、色が赤いもの）、キャベツは昨年度事業と同じ 3 品種の提供を

受けた。キュウリは、日本で普及している皮の厚いとげのある品種が現地では一般的でない

という指摘が昨年度 SEWA からあったため、現地で近年需要が伸びている Beit Alpha Type の

種子の提供を受けた。 
 今年度事業の栽培管理においては、特に日本産品種の栽培が、現地における気候不順の影

響を大きく受けた。まず、例年であれば 9 月上旬には終わる雨期が、今年度は一か月以上後

ろ倒しになり、10 月半ばまで雨が降り続いた。このために、圃場の土がぬかるみ、SEWA の

メンバーがなかなか圃場内に入ることができず、日本産品種の播種や点滴灌漑施設の設置が

遅れた。 
 また、11 月以降の GJ 州は、記録的な低温となり、ミニトマトの生育が遅れ、キュウリに病

気が発生した。これは、百年に一度の寒さであるとの報道もあった。具体的には、1 月前半で

あれば通常、気温が 20 度前後まで上がるところが、今年は 10 度前後で推移しており、乾期

にも関わらず、朝には圃場に露が降りて地面が湿った状態が続いているという報告を SEWA
から受けた。低温が続いた結果、当初の予想より生育期間が長くなり、予定していた日本産

品種の収穫スケジュールが後ろ倒しとなったため、販売等マーケティングに影響した。詳細

を下表に示す。 

Local Varieties 

②Cherry tomatoes

About 25m

About 80m

About 15m

About 70m

③Cabbages

About 50 m

④Green Chillies

①Cucumbers

⑤Baby eggplants⑥Okra

N 
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表 6 2021 年から 2022 年にかけての日本産品種の栽培スケジュール 

作目 播種日 育苗期間 定植日 収穫予定期間 

ミニトマト 10 月 25 日 40 日から 55 日 12 月 8 日／21 日 2 月中旬から 5 月上旬 

キャベツ（第 1 回） 10 月 25 日 25 日から 30 日 12 月 17 日 2 月下旬から 3 月中旬 

キャベツ（第 2 回） 11 月 28 日 25 日から 30 日 12 月 28 日 3 月中旬から 4 月上旬 

キュウリ（第 1 回） 10 月 25 日 直播 直播 12 月中旬から 1 月中旬 

キュウリ（第 2 回） 12 月 21 日 直播 直播 収穫できず 

 
 上述の理由から、上の表の通り、キュウリは病害虫の大きな被害を受け、また発芽率も非

常に低かったことから、栽培途中で収穫を継続することができなくなった。特に第 2 回播種

の分については、収穫開始まで栽培を続けることができなかった。 
 しかし、ミニトマトとキャベツについては、順調に生育し、収穫時期は後ろ倒しになった

ものの、3 月中旬現在も収穫を継続中である。個別の作目の詳細については、後述する。 
 既述の通り、栽培管理においては、遠隔から支援する体制を続けた。具体的には現地から

WhatsApp で共有される写真や情報を確認し、すぐに対応策を検討し、回答するとともに、毎

週の定例会議で、より踏み込んだ栽培に関する議論を SEWA と行った。 
 なお、昨年度開始時に、圃場の土壌と灌漑水の検査を行っている。土壌については pH 8.2、
電気伝導度（EC: Electric Conductivity）は 0.19 で、腐植とリン酸の含有量は低く、カリの含有

量は多かった。灌漑水は pH 7.2、ナトリウム吸着比（SAR: Sodium Absorption Ratio）は 1.72
で、灌漑水としては適切との結果であった。 
 
（1）オクラ（現地品種） 

 オクラは 8 月中旬に直播し、9 月末に収穫を開始し、11 月頭には収穫を終了した。この

間、大きな病害虫の被害を受けることもなく、生育は順調であった。 
 

表 7 オクラの栽培状況と成果・課題 

 栽培状況と成果・課題 
播種  8 月 11 日に直播を実施。（約 300m2） 
施肥管理 
 

 行った施肥管理は下記の通り。（現地品種 3 作目の施肥管理については、プロジェク

ト管理者が指定せず、SEWA に一任した） 
 

元肥／追肥 肥料 
施肥量 
（kg） 

要素ベース（kg） 
窒素 リン酸 カリ 

基肥 NPK (12-32-16) 23 2.8 7.4 3.7 
塩化カリ (0-0-60) 1.25 0 0 0.8 
硫安 (20.5-0-0) 7.5 1.5 0 0 

追肥（播種後 30 日） 硫安 (20.5-0-0) 10 2.1 0 0 
追肥（播種後 45 日） 硫安 (20.5-0-0) 6 1.2 0 0 

塩化カリ (0-0-60) 2 0 0 1.2 
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 栽培状況と成果・課題 
栽培管理 
 

 畝間 60cm、株間 30cm で栽培を実施。また、元肥時には、SEWA の提案で、ミミズ堆

肥と Castor Cake を施肥した。その他、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、約 300m2） 
 畝間灌漑については、雨期が後ろ倒しになった関係で、栽培期間中に多量の降雨があ

ったため、定期的に行うのではなく、圃場の状況を見ながら実施した。 
 収穫は播種後 50 日の 9 月末から 11 月頭にかけて実施した。 

病害虫防除 
 

 オクラの播種後 25 日で、隣接するナスとトウガラシ圃場でイモムシとモザイク病が

それぞれ観察されたため、農薬を予防的に散布した。この際、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、散布するよう指示した。（合計で約 1,200m2） 
 

 
 

 

圃場の耕起（8/10） 発芽（8/17） 開花（9/16） 

   
成長の様子（9/6） ピーク時の収穫（約 10kg、10/4） 初収穫（9/24） 

図 3 オクラの成長の様子（日付は写真の撮影日） 

 
（2）トウガラシ（現地品種） 

 トウガラシは 8 月中旬に現地で苗を購入し、圃場へ定植した。9 月にはモザイク病が発生

し、半分以上の株が被害を受けたが、農薬散布や羅病株の除去により、10 月から 12 月にかけ

て収穫することができた。 
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表 8 トウガラシの栽培状況と成果・課題 

 栽培状況と成果・課題 
定植  8 月 12 日に育苗施設で苗を購入し、定植。（約 300m2） 
施肥管理 
 

 行った施肥管理は下記の通り。（現地品種 3 作目の施肥管理については、プロジェク

ト管理者が指定せず、SEWA に一任した） 
 

元肥／追肥 肥料 
施肥量 
（kg） 

要素ベース（kg） 
窒素 リン酸 カリ 

基肥 NPK (12-32-16) 23 2.8 7.4 3.7 
塩化カリ (0-0-60) 1.25 0 0 0.8 
硫安 (20.5-0-0) 7.5 1.5 0 0 

追肥（定植後 40 日） 硫安 (20.5-0-0) 6 1.2 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 2 0 0 1.2 

追肥（定植後 80 日） 硫安 (20.5-0-0) 6 1.2 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 2 0 0 1.2 

      
 

栽培管理 
 

 畝間 60cm、株間 50cm で栽培を実施。また、元肥時には、SEWA の提案で、ミミズ堆

肥と Castor Cake を施肥した。その他、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） 
 畝間灌漑については、雨期が後ろ倒しになった関係で、栽培期間中に多量の降雨があ

ったため、定期的に行うのではなく、圃場の状況を見ながら実施した。 
 8 月に現地で苗を購入し、圃場へ定植した。収穫は 10 月から 12 月にかけて行った。 

病害虫防除 
 

 定植後 25 日で、一部苗の葉が委縮を始める。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。羅病株は抜き取り処分するよう指示

した上で、農薬散布。 
 この際、FLUBENDIAMIDE 20%WG 30g と Thiamethoxam 25%WG 24g を、それぞれナ

スとトウガラシで確認されたイモムシとモザイク病対策として、60L の水で希釈して

オクラ・ナス・トウガラシに併せて散布（合計で約 1,200m2）。 
 なお、この病気は現地では 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、羅病株数の確認と写真の

撮影に若干の時間を要した。 
 その後、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 25ml を 15L の水で希釈し、トウガラシに対して散布した（300m2）。 
 上記の農薬散布で症状は収まったものの、その後もいくつかの株でモザイク病の症状

が断続的に現れており、発見次第速やかに除去した。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。 
 

 

 
 

育苗施設での苗の購入（8/12） モザイク病の症状（9/3） 着果の開始（9/23） 
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追肥（9/23） 初収穫（10/6） 成長の様子（10/29） 

図 4 トウガラシの成長の様子（日付は写真の撮影日） 

 
（3）ナス（現地品種） 

 ナスは 8 月に現地で苗を購入し、圃場へ定植した。その後も順調に生育し、10 月には収穫

が始まった。それから 5 か月が経過した 3 月半ば現在も収穫が継続している。 
 

表 9 ナスの栽培状況と成果・課題 

 栽培状況と成果・課題 
定植  8 月 12 日に育苗施設で苗を購入し、定植。（約 625m2） 
施肥管理 
 

 行った施肥管理は下記の通り。（現地品種 3 作目の施肥管理については、プロジェク

ト管理者が指定せず、SEWA に一任した） 
 下表の第 3 回以降は、2 週間ごとに、硫安 (20.5-0-0) 15kg、塩化カリ (0-0-60) 5kg を追

肥。 
 

元肥／追肥 肥料 
施肥量 
（kg） 

要素ベース（kg） 
窒素 リン酸 カリ 

基肥 NPK (12-32-16) 46 5.5 14.7 7.4 
塩化カリ (0-0-60) 2.5 0 0 1.5 
硫安 (20.5-0-0) 15 3.1 0 0 

追肥（定植後 30 日） 硫安 (20.5-0-0) 16 3.3 0 0 
追肥（定植後 45 日） 硫安 (20.5-0-0) 12 2.4 0 0 

塩化カリ (0-0-60) 4 0 0 2.4 
追肥（定植後 50 日） 硫安 (20.5-0-0) 16 3.3 0 0 

塩化カリ (0-0-60) 4 0 0 2.4 
      

 

栽培管理 
 

 畝間 100cm、株間 60cm で栽培を実施。また、元肥時には、SEWA の提案で、ミミズ

堆肥と Castor Cake を施肥した。 
 畝間灌漑については、雨期が後ろ倒しになった関係で、栽培期間中に多量の降雨があ

ったため、定期的に行うのではなく、圃場の状況を見ながら実施した。 
 8 月に現地で苗を購入・圃場へ定植、収穫は 10 月～3 月中旬現在まで継続している。 

病害虫防除 
 

 定植後 25 日で、数株にイモムシが発生。サイズがかなり大きかったため、圃場の外

から入ってきた可能性も検討。 
 FLUBENDIAMIDE 20%WG 30g と Thiamethoxam 25%WG 24g を、それぞれナスとトウ

ガラシで確認されたイモムシとモザイク病対策として、60L の水で希釈してオクラ・

ナス・トウガラシに併せて散布（合計で約 1,200m2）。 
 定植後 60 日で、数苗において、茎の内部に小さな虫を発見。オクラとトウガラシで
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 栽培状況と成果・課題 
は収穫が始まっていたため、ナスにのみ農薬を散布した。FLUBENDIAMIDE 20%WG 
15g を 30L の水で希釈し、葉の表面と裏面に散布するよう指示した。また、同農薬の

収穫前期間（Pre-Harvest Interval: PHI）は一週間であったため、その期間は収穫を待つ

よう、指示した。 
 

 

  

成長の様子（8/31） イモムシの発生（9/3） 着花の開始（9/22） 

   
除草の様子（9/25） 初収穫（10/9） 大量の収穫（11/16） 

図 5 ナスの成長の様子（日付は写真の撮影日） 

 
（4）ミニトマト（日本産品種） 

 ミニトマトは 10 月下旬に現地で苗を育苗業者に預け、12 月半ばに圃場へ定植した。12 月

以降の記録的な低温の影響を受け、生育はゆるやかであったが、病虫害の被害は少なく、2 月

半ばから収穫を開始し、3 月半ば現在も収穫が継続している。 
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表 10 ミニトマトの栽培状況と成果・課題 

 栽培状況と成果・課題 
播種  雨期の終わった 10 月 25 日に播種。昨年度苗の生育に問題がなかったため、今年度も

同じ育苗業者に種を委託した。（栽培面積は約 750m2） 
施肥管理 
 

 行った施肥管理は下記の通り。（日本産品種 3 作目の施肥管理については、プロジェ

クト管理者が予め施肥デザインを作成し、SEWA がそれに基づいて施肥を行った） 
 

元肥／追肥 肥料 
施肥量 
（kg） 

要素ベース（kg） 
窒素 リン酸 カリ 

基肥 NPK (12-32-16) 32 3.8 10.2 5.1 
追肥（定植後 30 日） 硫安 (20.5-0-0) 19 3.9 0 0 
追肥（定植後 50 日） 
 

硫安 (20.5-0-0) 19 3.9 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 12 0 0 7.2 

      
 

栽培管理 
 

 畝間 100cm、株間 50cm で栽培を実施。また、元肥時には、SEWA の提案で、ミミズ

堆肥と Castor Cake を施肥した。 
 畝間灌漑については、12 月以降の低温の関係で、SEWA から圃場が湿っている（露が

降りている）日が続いているという報告があった。そのため、定期的に行うのではな

く、圃場の状況を見ながら実施した。 
 ミニトマトは 10 月下旬に播種、12 月中旬に定植し、1 月上旬に一番花が開花・同月

中旬に着果した。2 月中旬以降、収穫を開始している。 
病害虫防除 
 

 定植後 20 日で、キュウリに害虫が発生したため、日本産品種 3 作目に農薬散布を指

示。51g の FLUBENDIAMIDE 20% WG と 39g の Thiamethoxam 25%WG）を 102 L の水

および展着剤と混合し、散布した。（合計約 2,000m2）。 
 上述の通り、今年度は記録的な低温であり、病害虫の発生が懸念された。そのため、

臨機防除から、1 月以降は予防的な防除も併用する形に切り替え、SEWA と相談の上

農薬散布を行った。 
 定植後 30 日で、ハモグリバエによる食害と、葉の萎縮を確認したため、殺菌剤と殺

虫剤の散布を指示。TOLFENPYRAD 172ml と Azoxystrobin+Tebconazole 129ml を 86L
の水及び展着剤と混合し、散布した。散布はミニトマト・キャベツ（キュウリを除

く）に対して行った（散布面積は約 1,700m2）。以後、被害は拡大しなかった。 
 定植後 45 日で、一部株に、害虫（Sucking pests と呼ばれる小型の虫）を確認したた

め、殺虫剤の散布を指示。Acetamiprid 20%SP 13g を 88L の水及び展着剤と混合し、散

布。散布はミニトマト・キャベツ・キュウリに対して実施（散布面積は約 1,800m2）。

以後、被害は確認されていないとの報告を受けた。 
 定植後 60 日で、5~6 株に、ハモグリバエによる食害が確認され、また一部株の葉が枯

れたため、殺虫剤と殺菌剤の散布を指示。EMAMECTIN BENZOATE 5% SG 25.5ml と
Thiamethoxam 25%WG 34g を 86L の水及び展着剤と混合し、散布。散布はミニトマ

ト・キャベツに対して実施（散布面積は約 1,700m2）。以後、被害は確認されていない

との報告を受けた。 
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