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畝立て（11/25） 育苗施設での育苗（11/26） 定植直後の圃場（12/7） 

   
畝間灌漑（12/8） 一番花の開花（1/3） 着果（1/19） 

   
圃場の様子（1/26） 着色が始まった果実（2/21） 収穫されたミニトマト（3/1） 

図 6 ミニトマトの成長の様子（日付は写真の撮影日） 

 
（5）キャベツ（日本産品種） 

  キャベツは 10 月下旬に現地で苗床を準備して第 1 回の播種を行ったが、うまく苗を育てる

ことができなかったため、11 月末に 2 回目の播種として、種を育苗施設へ委託した。第 1 回

播種の苗については、圃場に定植後は順調に生育し、収穫することができた。第 2 回播種分

は、欠株が多く、生き残った株についても成長が比較的ゆるやかであったものの、成長剤を

散布したことで、生育が回復したと SEWA から報告を受けた。 
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表 11 キャベツの栽培状況と成果・課題 

 栽培状況と成果・課題 
播種  雨期の終わった 10 月 29 日に播種。昨年度は、苗を育苗業者へ預けたところ、管理が

悪く苗が著しく徒長したため、今年度はプロジェクト管理者の指導の下、SEWA 自身

に育苗を依頼した。 
 しかしながら、苗をうまく育てることができなかった。具体的には、苗床の中で生育

が均一ではなく、特に苗床中心部で、苗の歩留り率が低かった。そこで、11 月末に 2
回目の播種として、種を追加で育苗施設へ委託した。ただし、育苗施設での苗生産も

順調とは言えず、徒長気味の苗が提供された。 
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） 
 下表は 1 回目の定植（約 300m2）について。2 回目の定植についても同等の割合で施

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) 23.5 2.8 7.5 3.8 
硫安 (20.5-0-0) 8 1.6 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 1.5 0 0 0.9 

追肥（定植後 20 日） 硫安 (20.5-0-0) 13.5 2.8 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 4.5 0 0 2.7 

追肥（定植後 40 日） 
 

硫安 (20.5-0-0) 13.5 2.8 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 4.5 0 0 2.7 

 

栽培管理 
 

 畝間 50cm、株間 40cm 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。 
 第 1 回播種の苗については、12 月中旬の定植後は順調に生育し、2 月下旬から 3 月に

かけて収穫することができた。 
 第 2 回播種分は、欠株が多く、12 月下旬の定植後の成長が比較的ゆるやかであった。

しかし、葉面散布肥料を施用したことで、生育が回復し、3 月に収穫することができ

たと SEWA から報告を受けた。 
病害虫防除 
 

 定植後 10 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。（合計で約 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 25 日で、キュウリに病気が出たため、キャベツにも殺菌剤を散布。SEWA は

150g の CARBENDAZIM 12% + MANCOZEB 63% W.P.を 100L の水および展着剤と混合

し、散布した。 
 定植後 35 日で、一部株に、イモムシ類による食害を確認したため、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。ミニトマト・キャベツ（キュウリを除く）に対して同時

に散布を行った（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、ミニトマトの一部株に、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
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 栽培状況と成果・課題 
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、ミニトマトの 5~6 株に、ハモグリバエによる食害が確認され、また

ミニトマトの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。 
 

 
  

SEWA による苗床の準備（10/29） 中心部の歩留り率が低い苗床

（11/24） 
畝間灌漑と定植（12/17） 

   
成長の様子（1/18） イモムシ類による食害

（1/21） 
結球の開始（1/24） 

   
成長の様子（2/7） 結球の様子（2/7） 収穫期のキャベツ（3/4） 

図 7 キャベツの成長の様子（日付は写真の撮影日） 

 
（6）キュウリ（日本産品種） 
  キュウリは 10 月下旬に現地で第 1 回の直播を行ったが、2 品種とも発芽率が非常に低く、

高い方の品種でも株の歩留まりが半分以下であった。11 月中旬に再播種を実施したが、発芽

は悪かった。発芽した株の生育は良好で、12 月下旬には収穫が開始された。しかし、1 月中

旬に一部株にて葉のしおれと変色を確認して以降、症状が急速に広がり、プロジェクト管理

者と SEWA は予防的な対応も含めて農薬散布を複数回行ったが、症状が改善されず、収穫を
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継続することが困難になった。 
 

表 12 キュウリの栽培状況と成果・課題 

 栽培状況と成果・課題 
播種  雨期の終わった 10 月 27 日に播種。昨年度は、苗を育苗業者へ預けたところ、管理が

悪く苗が著しく徒長し、直播に切り替えた。そこで、今年度もプロジェクト管理者の

指導の下、2 粒播きで直播とした。（約 300m2） 
 しかしながら、発芽率が非常に低く、高い品種でも株の歩留りは半分以下であった。

11 月中旬に再播種を実施したが、発芽は悪かった。そこで、プロジェクト管理者は

SEWA に発芽テストの実施を依頼したが、やはり発芽率は低かった。 
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) 25.5 3.1 8.2 4.1 
硫安 (20.5-0-0) 6 1.2 0 0 
塩化カリ (0-0-60) 1.8 0 0 1.1 

追肥（播種後 30 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（播種後 60 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（播種後 75 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 100cm、株間 40cm 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。 
 上述の通り、キュウリは発芽率が悪かったが、発芽した株の生育は良好で、12 月下旬

には収穫が開始された。しかし、1 月中旬に一部株にて葉のしおれと変色を確認して

以降、症状が急速に広がり、予防的な対応も含めて農薬散布を複数回行ったが、症状

が改善されず、収穫を継続することが困難になった。 
病害虫防除 
 

 播種後 60 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、散布を行った。（合計約 2,000m2）。 
 播種後 75 日で、キュウリに病気（葉のしおれと変色）の症状が出たため、殺菌剤を

散布。SEWA は 150g の CARBENDAZIM 12% + MANCOZEB 63% W.P.を 100L の水お

よび展着剤と混合し、散布した。 
 しかし、病状は改善されず。SEWA が独自に殺菌剤 Metalaxyn 4 % Mancozeb 64 % 25g
を 15L の水で希釈し、散布した。その後も病気は拡大し、収穫を継続することができ

なくなった。 
 SEWA は、この病気はべと病との判断で（管理者はべと病もしくは灰色かび病を想

定）、今年度の記録的な低温による影響だと考えられるという説明があった。 
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圃場への直播（10/27） 成長の様子（11/24） 成長の様子（12/8） 

   
発芽テスト初日（12/11） 除草（12/18） 初収穫（12/20） 

   

農薬散布（12/20） 病気の罹病株（1/17） 罹病株の果実（1/20） 

図 8 キュウリの成長の様子（日付は写真の撮影日） 

 

2.3.4 日系企業の製品・技術の実証・展示 

表 14 は、今年度の本事業において、実際にモデルファームの圃場で使用した参画日系企業

の製品・技術及び使用方法の一覧である。各企業の詳細情報についてはその後にアルファベ

ット順で記載する。 
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表 13 日系企業の JMF に提供した技術・製品の一覧と想定した使用方法 

使用方法 企業名 製品・技術 

圃場の耕起 株式会社太陽 耕うん爪 

種子の提供 Japan Vegetable Seeds Co., Ltd. 野菜の種子 

圃場での使用・設置 アクプランタ株式会社／ 

大興貿易株式会社 

スキーポン（バイオスティミュラン

ト） 

国土防災技術株式会社 フジミン（植物活性剤） 

株式会社エンプラス 点滴灌漑チューブ 

日本農薬株式会社 

Nichino India Private Limited 

農薬 

小泉製麻株式会社 虫フラッとシート（害虫忌避シート） 

虫フラッとネット（害虫忌避ネット） 

圃場の農地データの取得 ニシム電子工業株式会社 MIHARAS（IT センサー） 

ポストハーベストプロセス

の効率化 

日産スチール工業株式会社 

株式会社デンソー 

 

Wismettac フーズ株式会社 

Freshmama（青果物鮮度保持シート） 

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） 

青果物の販売・流通に関する知見 

デモンストレーション グランドグリーン株式会社 

JFE スチール株式会社 

接木カセット 

種子コーディング技術「粉美人」 

 
（1）アクプランタ株式会社／大興貿易株式会社 

 上記 2 社は、昨年度に引き続き、植物の乾燥条件下におけるストレス耐性を高める果菜類・

葉菜類用バイオスティミュラントであるスキーポンを本事業に提供した。 
 昨年度事業では、同製品を日本産品種のトマト 2 品種とキャベツ 3 品種に使用し、小規模

なスキーポンの対照区を設けた。ただ、高品質な日本産品種の野菜の栽培を事業の目的とし

たことから、乾燥条件が作られず、大きな差異が見られなかった。その経緯を踏まえて、ア

クプランタ株式会社から今年度事業に関する要望を聞き取ったところ、現地の小規模農家に

より馴染みのある作目・環境で実証を行いたい、という要望が寄せられた。 
 そこで、今年度は同製品を（1）現地品種のオクラ・ナス（2）日本産品種のミニトマト・キ

ャベツという二つの栽培区で使用した。スキーポンの使用方法は、昨年度の経験から SEWA
も基本的に理解していたが、アクプランタ株式会社に確認・聞き取りの上、プロジェクト管

理者が改めて簡単な英文マニュアルを作成し、SEWA に指示を出した。 
 現地品種の栽培区では、オクラは直播であったため土壌灌注、ナスは定植前のスキーポン

水溶液にドブ漬けする形でスキーポンを適用した。しかし、今年度は GJ 州における雨期が一

か月以上後ろ倒しになったために圃場における乾燥条件が十分に作られず、スキーポンの使

用苗と不使用苗の大きな差異は見られなかった。 
 日本産品種の栽培区では、ミニトマトはドブ漬けとしたが、キャベツについては、苗の状

態があまり良くなかったために、ドブ漬けが植物に刺激を与える恐れがあることから、土壌
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灌注に切り替えた。また、上記の乾燥条件が作られなかったという反省点を受けて、SEWA と

アクプランタ株式会社、プロジェクト管理者で打合せを持った上で、ミニトマトの栽培区で

は、スキーポンの栽培区における灌水量を約半分程度とした。具体的には、圃場の端にスキ

ーポンの使用区を設置することで、灌漑の回数を他の栽培区と比較して半分（2 回に 1 回）に

抑えて、作物の状態が悪くなってきた場合には、手灌水をすることとした。 
 その結果、水を減らしたスキーポンの使用区では、不使用区と同程度、ミニトマトの成長

が見られた。このことから、スキーポンの使用により、作物の生育のための水分要求量が少

なくなったことを SEWA と確認した。ただし、SEWA からは、農家にとっては毎日の手灌水

が労力の増加につながるため、スキーポンを使うことで、灌水の回数自体が抑えられるとよ

りよいというコメントがあった。 
 

   
スキーポン水溶液 

の希釈 ナスの苗のドブ漬け スキーポンを使用したキャベツ苗の成長 

 
(2) 株式会社デンソー 

 同社は、昨年度事業に提供された保冷輸送システム（冷蔵・温度調整機能搭載のクーラー

ボックス）をアップデートし、今年度事業に 3 台提供した。昨年度のシステムは試作品であ

ったが、今年度は製品化された量産品相当であり、またバッテリーが着脱型となった。 
 今年度事業では、ATEC 社が主催した GJ 州アーメダバード市内における日本産品種の試食

会に同製品を使用した。具体的には、同製品を用いて、同州アーナンドのモデルファームか

ら試食会会場へ運搬することで、試食会において新鮮なミニトマトとキャベツを運搬した。 
 イベントの参加者の一部からは、製品の価格を知りたいという問い合わせが寄せられた。 
 
(3) 株式会社エンプラス 

 同社は、節水機能及び圧力補正機能を持つ、点滴灌漑チューブを本事業に提供した。モデ

ルファームでは、同社のチューブと現地調達したチューブとの比較実証を行った。これらの

チューブは昨年度事業において調達したものを使用した。 
 点滴灌漑設備の現地品種（ナス）への設置に関しては早い段階で整っていたものの、現地

の雨期が例年に比べて大幅に後ろ倒しになったことで、圃場で栽培を開始した 8 月は十分な

降雨が見られず、灌漑に使用する井戸の水位が下がり、点滴灌漑を開始することができなか

った。また雨期が 9 月に始まって以降は、圃場のぬかるんでいる状況が続き、業者が圃場に

図 9 圃場におけるスキーポンの使用の様子 
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入ることができなかった。 
 このように計測開始は後ろ倒しになったものの、1 月以降、SEWA はチューブの流量データ

の計測を週に 5 日、2 か月にわたって実施した。計測の結果は Google のスプレッドシートに

記録され、プロジェクト管理者が同社へ共有した。その結果、同社のチューブは現地で調達

したチューブに比べて日による数値のばらつきが少ないことが確認された。 
 また、SEWA からは、同社のチューブが柔らかいために設置が容易であったこと、他方で

その柔らかさから、チューブが曲がった際に水が詰まったり、ネズミに噛まれたりしやすい

面があったことについて、報告があった。10 畝の点滴灌漑区におけるナスの生育は、その他

の栽培区と比べて生育状態が非常によく、収量も増加したというコメントがあった。 
 また、今年度のような天候不順が近年増えてきているため、安定した水供給ができる点滴

灌漑は今後インドにおいて需要が増えるだろうというコメントがあった。 
 

  
点滴灌漑区のナスの成長の様子 点滴灌漑設備の設置 

図 10 株式会社エンプラスの点滴灌漑チューブを使用した点滴灌漑の様子 

 
(4) グランドグリーン株式会社 

 同社が本事業に提供する接ぎ木カセットは、これまで技術が必要とされてきた接ぎ木作業

を簡素化するための製品である。製品自体が開発段階にあるため、今年度はインドの農家及

び現地農業関係者からコメントを受けることを目的とする点、事業開始時に同社と確認した。

接ぎ木カセットは、昨年度事業で郵送したものが現地で保管されていた。 
 SEWA と同社、プロジェクト管理者で打合せを実施した結果、接ぎ木自体がインドではま

だ一般的ではなく、新しい技術であり、まずその目的を説明する必要があった。そのため、

同社から SEWA に対して、接ぎ木の意義やカセットの使用方法に関する説明、製品の取り扱

いマニュアルの共有が行われた。 
 接ぎ木カセットは本来、トマト苗の生産用であるが、SEWA は 2 月にオクラの苗を用いて

接ぎ木カセットのデモを実施した。このデモンストレーションの様子は写真と動画で撮影さ

れ、プロジェクト管理者が同社に共有した。しかし、セットした時点で台木と穂木の間にす

き間が空いていたため、養生時に苗が枯れてしまった。この原因を同社に確認したところ、

接ぎ木カセットの切断部分は、向きを変えることで台木と穂木がそれぞれ長めに切れるよう
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になっているが、同じ方向で切断されているのではないかとの指摘があった。 
 接ぎ木の技術と接ぎ木カセットについては、新しい栽培方法であり、SEWA から高い関心

が寄せられたため、そのメリットや接ぎ木カセットの使用方法を、継続的に伝えていくこと

が重要だと考えられる。 
 
(5) Japan Vegetable Seeds Co., Ltd. 

 同社は今年度事業に日本産の野菜の種子（ミニトマト、キュウリ、キャベツ）を提供し、プ

ロジェクト管理者と SEWA は、この種子を活用してモデルファームでの栽培を行った。事業

開始時に同社から聞き取りを行ったところ、本事業に対する期待としては、現地で日本産品

種の栽培を適切に行うことができるのか、現地の気候条件と同社の種子が適合するのか、日

本産品種の野菜がインドの市場で受け入れられるのか、といった点を知りたいというコメン

トがあった。 
 具体的な品種としては、前述の通り、ミニトマトは昨年度提供された 4 品種のうち、特に

現地の評判がよかった 2 品種（Round 型及び Plum 型で、色が赤いもの）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品種が現地で一般的ではないという指摘が昨年度あ

ったため、現地で近年需要が伸びている Beit Alpha Type の提供を受けた。キャベツは、昨年

度事業と同じ３品種を栽培に使用した。 
 収穫した Biet Aplha Type のキュウリについては、SEWA から、昨年度提供されたものに比

べて皮が薄い他、外観も現地品種に近く食感もジューシーであることから、サラダなどに使

用したいという好意的なコメントがあった。ミニトマトについては、再委託先の ATEC 社が

実施した試食イベントにて好評であり、一部農家から価格に関する問い合わせがあった。 
 各作目の栽培記録については別項・別添にまとめる。また、種子の通関・検疫手続きにつ

いても別項で後述する。 
 

(6) JFEスチール株式会社 

 同社は、本事業に、昨年度事業と同様、稲作の低コスト・省力化を可能にする水稲直播用

コーティング鉄粉「粉美人」を提供した。同社の参画目的は、デモンストレーションを通じ

て、SEWA 及び現地農業関係者に、本資材による鉄コーティング技術の意義を周知すること

であった。 
 鉄コーティングのデモンストレーションには、準備と 10 日間程度の日数が必要であるた

め、同社からは可能な限り、同社担当者が現地渡航できるようになってから、SEWA と対面

で実施したいというコメントがあった。 
 そこで、昨年度から続いて、今年度も同社の希望するデモンストレーションが実施できる

タイミングを、1 年間注視してきたが、日本・インドの新型コロナウイルスの感染状況が大き

く改善しなかったため、やむを得ず見送り、来年度以降のデモンストレーションの実施を探

ることとした。 
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(7) 小泉製麻株式会社 

 同社は、昨年度に引き続き、紫外線域を高反射させることで害虫の飛行をかく乱し、忌避

効果を発揮する虫フラッとシート及び虫フラッとネットを本事業へ提供した。これらの製品

については、今年度事業のために、追加で日本から輸送し、再委託先のATEC社を通じて受け

取りを行った。 

 同社とは、事業開始時の聞き取りを通じて、シート及びネットの効果が適切に発揮される

作目を選定した。その結果、現地品種の栽培区ではトウガラシに、日本産品種の栽培区では

ミニトマトにそれぞれ製品を設置することとした。 

 また、昨年度は、SEWAが圃場管理の際に畝間灌漑を行ったため、虫フラッとシートが土

をかぶって汚れてしまい、忌避効果が発揮されなかったという問題があった。そこで、今年

度は圃場の畝を3インチ程度畝高にするとともに、灌漑を調節し、できる限り日常的にシー

トが汚れないように管理を行った。 

 また、ミニトマトの栽培区に設置した虫フラッとシートやネットについては、ネットの外

側と内側にそれぞれ粘着シートを設置し、害虫の多寡（忌避効果の有無）を確認した。この

結果はSEWAよりプロジェクト管理者を通じて同社に共有された。SEWAからは、ネットに害

虫忌避の効果が認められたことから、来年度は圃場の半分程度をネットで覆うなど、より大

規模な実証を試してみたいというコメントがあった。 
 

 
 

 

虫フラッとネット 虫フラッとシート 粘着シート 

図 11 虫フラッとシート・ネットの圃場への敷設 

(8) 国土防災技術株式会社 

同社は、昨年度に引き続き、高純度のフルボ酸を含有した植物活性剤であるフジミンを本

事業に提供した。事業開始時の同社からの聞き取りの際、今年度事業では、より現地の農家

にとって馴染みのある作目で、可能であれば対照区を設けて比較実証を行いたいという要望

があった。また、昨年度は散布タイミングの遅れや現地農法の影響などにより、フジミンの

明確な効果が確認できなかったことから、栽培計画を前広に共有してほしいという要望を受

けた。 
そこで、今年度は、フジミンを現地品種の栽培区 2 作目（ナス・オクラ）と、日本産品種

の栽培区 2 作目（ミニトマト・キャベツ）で使用した。散布方法としては、定植後 10 日後の
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500 倍希釈での土壌散布および 2,000 倍希釈での葉面散布を実施した。 
ミニトマト・キャベツについては（1）フジミン不使用区（2）フジミンを一度のみ処理する

使用区（3）フジミンを二度処理する使用区、の三つの栽培区を設けた。プロジェクト管理者

は、SEWA と同社の WhatsApp グループおよびメールを通じて、栽培の進捗を同社に共有し

た。散布タイミングについては、事前に同社の了解を得た。 
その結果、ミニトマトの栽培区では、フジミンの使用区で、不使用区と比べて、1 週間程度

トマトの着色が早くなった。また、キャベツでも使用区のキャベツでより生育が進んだこと

から、フジミンの成長促進効果が確認された。 
 

  
 

フジミンを使用したキャベツ フジミンの使用 着色が促進されたミニトマト 

図 12 圃場におけるフジミンの使用の様子 

(9) 日本農薬株式会社／Nichino India Private Limited 

 同社は今年度事業に各種農薬を提供し、プロジェクト管理者は SEWA と相談の上、これら

の農薬をモデルファームで使用した。農薬は、SEWA とプロジェクト管理者が綿密にモニタ

リングすることを前提に、予防的な散布ではなく、臨機防除を基本とした。 
 同社からの要望を受け、プロジェクト管理者はまず SEWA が昨年度から引き続き管理して

いる農薬をリスト化した。同社は、その使用期限を確認し、リストを更新・追加する形で、農

薬をインド国内から発送した。また、同社はどの農薬がどの作目のどういった病害虫に効果

があるかを取りまとめた防除リストを作成し、プロジェクト管理者に共有した。 
 農薬を使用したタイミング・種類・発生した病害虫については、プロジェクト管理者が圃

場管理履歴に取りまとめて同社へ共有し、使用例として報告した。また、プロジェクト管理

者は適宜農薬の使用方法について相談し、同社はアドバイスを提供した。 
 同社より提供を受けた農薬は、病害虫に対して効果を発揮し、モデルファームの病害虫防

除につながった。また、SEWA からは栽培開始前に農薬が提供されたこと、それが効果を発

揮したことについて、非常にありがたかったというコメントがあった。具体的な使用につい

ては、別添に記載する。 
 
(10) Wismettacフーズ株式会社 

 同社は、モデルファームで生産した農作物のマーケティングに際し、青果物の流通・販売
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に関する知見を提供することを目的に、昨年度から引き続き今年度事業に参画した。同社は、

インドの大手小売チェーンである Reliance 社の担当者と、圃場から収穫された農作物の買取

や、店頭での販売イベントの実現の可能性について協議するため連絡を開始し、プロジェク

ト管理者がその立場を引き継ぐ形で Reliance 社と交渉・調整を行った。販売イベントは新型

コロナウイルスの影響により、Reliance 社の判断で実施見送りとなったが、買取については、

その実現に必要な手続き面での支援とフォローを行った。 
 
(11) ニシム電子工業株式会社 

 同社は今年度事業が 3 年目の参画となった。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 の提供を予定していたが、昨年

度現地へ郵送されたコンセント式のセンサーは、現地の不安定な電力供給などが主な原因と

なり、テストを実施することができなかった。 
 そこで、同社は電池式のセンサーを新たに開発し、今年度事業に提供を予定していたが、

新型コロナウイルスの影響により、半導体が確保できなかった。そのため、センサーの製造

を予定通り行うことができず、今年度は製品の提供を見送り、オブザーバーという立場で参

加した。 
 
(12) 日産スチール工業株式会社 

 同社は、大阪大学と共同開発した青果物鮮度保持シートである「Freshmama」を提供した。

本事業においては、同製品の袋タイプとシートタイプのうち、SEWA が現地で保管していた

シートタイプの Freshmama を ATEC 社が主催した現地における試食会で使用した。具体的に

は、GJ 州アーナンドのモデルファームからアーメダバード市内の試食会会場までのキャベツ

とミニトマトの運搬に同製品を使用した。 
 この試食会では、特にキャベツについて、運搬に Freshmama を使用したキャベツの鮮度に

ついて参加者から好意的なコメントがあった。また、同社はこのイベントにて、インドの農

家・食品関連企業等の参加者を対象に、Freshmama に関するプレゼンテーションをオンライ

ンで実施した。 
 
(13) 株式会社太陽 

 同社はインドに支社である TAIYO INDIA を持ち、インドにおける事業展開を既に広く行っ

ている。昨年度事業では、同社は整地性・高性能維持・省馬力といった性能を持つ L タイプ

の耕うん爪を提供した。今年度事業では、さらに耕うん性能が高いハイグレード品である LJF
タイプの耕うん爪を提供した。 
 モデルファームでは、トラクターに同製品を装着し、圃場の耕起を行うデモンストレーシ

ョンを 11 月に実施した（図 12）。このデモンストレーションでは、SEWA が準備した 2 台の

トラクターにそれぞれ同社とインド企業（シャクティマン）の耕うん爪が取り付けられ、同

社から希望のあった比較実証を行った。同社のインド支社の専門家・スタッフが現地を訪問

し、SEWA を含む関係者と対面でデモンストレーションが実施された。 
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 その結果、同社の耕うん爪はローカルの耕うん爪と比較して、より砕土性に優れ、かつ運

転時の振動も少なかったことが確認された。また、同社の耕うん爪を装着したトラクターは、

現地の耕うん爪を装着したトラクターと比べて、より速く耕起することが可能であった。現

地の製品と比較して具体的なメリットが示されたことから、SEWA 及び現地農家からも、非

常によい製品・デモンストレーションであったと高く評価された。 
 

  

株式会社太陽の耕うん爪を装着した 

トラクターによる圃場の耕起 

株式会社太陽と現地企業それぞれの 

耕うん爪を装着したトラクターによる比較実証 

図 13 株式会社太陽による耕起・圃場整備のデモンストレーション 

 

2.3.5 マーケティング・広報 

(1)マーケティング・広報イベント 

1）背景 
JMF でのモデルファーム事業が開始されてから今年度が 3 年目となる。この間、SEWA での

モデルファームの管理・運営を通じて、参画日系企業の技術・製品の実証・実演や現地での

導入促進を行ってきた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、現地

に農林水産省関係者や参画日系企業が渡航してイベントを実施することや、それを通じて直

接的に技術・製品の実証実演や導入促進を行うことはできなかった。 
一方、SEWA のモデルファームでは現地の農業関係者や SEWA の会員農家による小規模の

訪問イベントが実施され、それらの活動を通じ、参画日系企業の技術・製品や、JMF のモデ

ルファーム事業そのものに対して関心や評価の声も聞かれた。 
このような中、コロナ禍で活動が限定される状況においても、可能な限り JMF でのモデル

ファーム事業の取組みをより広くインドの農業従事者や農業関連企業に知ってもらい、参画

日系企業の技術・製品の導入促進につなげることを目的として、JMF のマーケティング・広

報イベントが開催された。 
 

2）イベント実施にかかる準備・調整 
JMF におけるマーケティング・広報は、本事業の参画日系企業であり、海外での農産物の

流通・販売に精通する Wismettac フーズ株式会社が、インドにおける大手小売チェーンの一つ

である Reliance 社の担当者と、JMF モデルファームの収穫物の同社店頭での販売や広報イベ
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ントの開催の可能性について協議・検討を開始することから始まった。その後、プロジェク

ト管理者が Wismettac フーズ社から Reliance 社の紹介を受け、収穫物の販売とイベントの開

催について、より具体的な協議・調整を開始した（収穫物の販売についての詳細は後述する）。 
広報イベントについては、打合せの中で Reliance 社の担当者から同社の店舗での開催が可

能である旨言及があったため、準備について具体的な検討を進めていたが、その後同社から、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの人が集まる今回のようなイベントの開催

が難しいとの判断に至った旨、連絡があった。このため、代替案として、JMF の現地再委託

先である ATEC 社が準備・調整する形で開催することとなった。 
 

3）イベントの概要 
広報イベントは、農林水産省が主催する形で、上述のとおり ATEC 社の準備・調整のもと、

2022 年 3 月 4 日に GJ 州の州都アーメダバード（Ahmedabad）のイベントホールにて開催さ

れた。イベントのプログラムは以下の通りである。 
 

表 14 JMF マーケティング・広報イベントプログラム 

時間 
活動 

インド 日本 
1. オープニング・セッション（対面／オンライン） 
10:30 14:00 参加者受付 
11:00  14:30 歓迎の挨拶 

Mr. Dhaval Raval（Abhyuday Techno Economic Consultant Pvt. Ltd：ATEC 社

長） 
11:05 14:35 開会の挨拶 

吉岡 孝（農林水産省大臣官房輸出国際局参事官） 
11:10 14:4 開会の挨拶 

保坂 俊（在インド日本国大使館 経済班 二等書記官） 
2. 導入セッション（対面／オンライン） 
11:15 14:45 J-Methods Farming 概要説明 

Ms. Mansi Shah（SEWA プロジェクト・コーディネーター） 
11:35 
 

15:05 
 

参画日系企業による技術・製品の紹介 
日産スチール工業株式会社 青果物鮮度保持シート「フレッシュママ」 

11:45 
 

15:15 
 

参画日系企業による技術・製品の紹介（ATEC 社による紹介） 
株式会社デンソー 冷蔵・温度調節機能搭載のクーラーボックス 

3. 試食セッション（対面のみ） 
11:55 
 

15:25 
 

JMF のモデルファームの収穫野菜（ミニトマトおよびキャベツ）の試食と

アンケートによるフィードバック 
 

イベント開催時、GJ 州内では新型コロナウイルス感染症拡大にかかる行動規制が発出され

てはいなかったが、感染のリスクを考慮して、不特定多数が参加する屋外でのイベントの開

催は避けるべきと判断し、人数を制限した屋内での開催とした。合わせて、インド側と日本

側をオンラインでつなぐハイブリッド形式の開催とした。また、会場ではマスク及び消毒液

等を準備し、参加者の感染リスクの軽減に努めた。 
ATEC 社はこれまでのインドでの事業経験を通じ、多くの農業従事者や農業関連企業との

ネットワークを有しており、これも利用して JMF 事業と関連性が高いと思われる民間企業や
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個人を招待し、同様に農業関連の事業を実施する ATEC 自身の関係者も含め、現地の会場で

の参加とオンラインでの参加を合わせ、約 50 名の参加者を得た。 
イベントでは、現地の会場参加者とオンラインで接続したハイブリッド方式の導入セッシ

ョンでは、SEWA と参画日系企業より、JMF の取組みの概要と参画企業の技術・製品の紹介

が行われた。その後、インド側の会場参加者のみで、JMF のモデルファームの収穫物である

ミニトマトとキャベツの試食会を行った。また、本イベントにはインド側から多くのメディ

アが参加し、活発な質疑応答が行われた。 
 

4）実施結果 
・オープニング・セッションおよび導入セッション 
イベントでは、まずオープニング・セッションにおいて、主催者である農林水産省と、在

インド日本国大使館による挨拶が行われた。その後の導入セッションでは、JMF のモデルフ

ァームの管理者である SEWA が、JMF 事業の目的、参画日系企業と具体的な活動内容、イン

ドの農家や農業関係者へのインパクト等、事業の概要についてのプレゼンテーションを行っ

た。また SEWA による事業の概要説明の後、流通・販売における参画日系企業である日産ス

チール工業株式会社より、同社の製品である青果物鮮度保持シートの「Freshmama」の機能や

有効性、利用方法等にかかるプレゼンテーションを行った。同じく流通・販売における参画

日系企業である株式会社デンソーは、イベントへの参加はできなかったものの、ATEC 社が、

同社の製品である冷蔵・温度調節機能搭載のクーラーボックスについて説明とデモンストレ

ーションを行った。 
導入セッションでの SEWA と参画日系企業による説明を受け、メディアを含む参加者との

間で活発な質疑応答が行われた。参加者からは特に、JMF が日系参画企業だけでなく、イン

ド側の農業関係者にもたらす利益やインド側企業が市場を失う可能性についての質問がいく

つかあった。これに対し、ATEC からは、日本の企業が現地で展開し自社の技術・製品の導入

を促進するには、インドでの更なる実証調査や研究、販売体制の構築等が重要となる点、ま

たそのためにはインドの農業研究機関や農業関連企業とのパートナーシップによる協働・連

携が必要であり、これらも日本企業の関心事である点について説明した。 
イベントのロジスティクス面については、対面で開催されたインド側では円滑に運営され、

参加者の満足度も高かったものの、オンラインで参加した日本側は、インド側でのオンライ

ン会議の設定の技術的な問題から、現地の会場の音声が反響して十分に聞こえない、またオ

ンラインで共有した Power Point のプレゼンテーション資料がうまく作動しないといった障害

が起こった。このため、日本側の参加者は発表内容や質疑応答を十分に理解し意見交換等を

行うことができず、準備・調整面で課題が多く残る内容となった。 
 

・試食セッション 
導入セッションの後、JMF のモデルファームで収穫された野菜の試食セッションを実施し

た。このセッションでは、参画日系企業が提供した日本産品種の種子や技術・製品を用いて

栽培し、収穫した野菜の広報を行うとともに、これらの野菜がインドの人々に受け入れられ
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るかどうかを検証することを目的とした。 
具体的には、現地でイベントに参加した農業従事者やその他農業関係者にミニトマトとキ

ャベツの試食をしてもらい、その後簡易なアンケート調査を行って結果をとりまとめた。ア

ンケートはインド側の参加者のうち 28 名（男性：22 名、女性：6 名）に対して実施された。

アンケートの集計結果は表 15 の通りである。 
ミニトマトについては、インドの一般家庭で広く普及している野菜ではないものの、サラ

ダ等で用いられ、主にレストランやホテル等で需要がある。試食会では、味や食感について

は好意的なコメントがほとんどであり、高級な品質であるとのコメントを多く得た。具体的

なコメントとしては、地元産のミニトマトに比べ、より新鮮でみずみずしいとの感想が多く

見られた。 
キャベツについては、味や食感はミニトマトと同様、好意的なコメントがほとんどであり、

特にパリパリした新鮮な食感が良い、甘い、といった具体的なコメントがあった。また、現

地の品種よりも品質が高いといったコメントが多かった一方で、全体的な品質はそれほど変

わらないといったコメントもいくつか見られた。このように品質については好意的なコメン

トがほとんどであったものの、見た目や形状については、キャベツの玉が非常に大きく、イ

ンドでは一般的ではないといったコメントが多く見られた。 
JMF で栽培したキャベツの重量が 2~2.5kg であるのに対し、インドで通常流通しているキ

ャベツは 0.25~0.5kg である。インドの一般家庭では家族が一度に食べきれる量を購入するの

が一般的とのことであり、この点を踏まえると、インド国内におけるこの日本産品種の流通・

販売を目指す場合は、一般家庭よりも、レストランやホテル、地域の食堂等への販売を視野

に入れて検討することが適当と考えられる。玉のサイズが一般家庭への販売に適さないとい

う評価は、イベントとは異なる場で、SEWA からも聞かれた。 
ただし、購入への関心度については、上述の好意的なコメントを反映し、トマトは約 9 割、

キャベツは約 8 割の回答者が「買いたい」と答え、それ以外の人も全て前向きな反応を示し

た。購入許容価格水準については、トマトは、現地の品種の価格の「1.2 倍以上」という回答

が最も多く、次に「現地野菜と同額」、次に「1.5 倍以上」という回答が多かった。またキャベ

ツについては、「現地野菜と同額」という回答が最も多く、次に「1.2 倍以上」、「1.5 倍以上」

の順で回答が多かった。またこれらの野菜の販売に適した場所については、「高級小売店／ス

ーパー」が約 4 割と最も多い回答であったが、「地元のマーケット」も 4 割弱の回答数を得て

おり、また「地元の野菜販売者（露天商）」と合わせると 5 割を超えた。 
このように、品質についてはほとんどが好意的なコメントである一方、回答者の希望する

価格帯や販売に適した場所を見ると、試食イベント参加者は JMF 事業のモデルファームで生

産したトマト、キャベツに現段階で必ずしも十分なプレミアム性を見出しているとは言えな

い。インドでの販売を検討する場合、更なる品質の向上と共に、対象とする顧客層やそこへ

向けた打ち出し方についてもより戦略的に検討していく必要がある。 
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表 15 イベント参加者による試食評価 

 品質に関する満足度 

 購入への関心度 

 購入許容価格水準 

 インドでの販売に適した場所 

 
 
・広報 

本項の冒頭で述べた理由から、イベントの開催にあたっては、多くのメディアを招待した。

上述の通り、導入セッションでの JMF の事業概要説明等を踏まえ、参加者とメディアの間で

質疑応答があった。それらの内容を踏まえ、イベント開催後に各メディアが本イベントに関

するプレスリリースや記事を掲載した。イベント開催後のメディアへの掲載実績は以下の通

り。 
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表 16：イベントにかかるメディアへの掲載実績 

No. メディア 掲載日 掲載タイトル 

1 Gujarat Shatabdi 5 March,2022 Organized a seminar regarding Japanese 
Technology for Farming in Ahmedabad. 

2 Gujarat Today 5 March, 2022 Organized a seminar regarding Japanese 
technology for Farming in Ahmedabad 

3 Jan Hitaishi 5 March, 2022 J-methods farming is doing tremendous efforts to 
enhance farming 

4 Prabhat 6 March, 2022 J-methods farming is doing tremendous efforts to 
enhance  farming 

5 Rakhewal 6 March, 2022 Organized a seminar regarding 
Japanese Technology for Farming in Ahmedabad. 

6 Western Times 5 March, 2022 J-Methods Farming Project is doing commendable 
efforts to enhance the Agri Produce 

7 Young Leaders 5 March, 2022 Organized a seminar regarding 
Japanese Technology for Farming in Ahmedabad. 

8 Tapobhumi 
Gujrat 9 March, 2022 Organized a seminar regarding 

Japanese Technology for Farming in Ahmedabad. 

9 Food Tech Biz 4 March, 2022 J-Methods Farming Project is doing commendable 
efforts to enhance the Agri Produce 

 
また、イベント開催後、インドの食品関連のメディア 2 社より農林水産省宛にインタビュ

ーの依頼があった。これに対しては JMF 推進ユニット総括の坂田氏がオンラインとメールで

のインタビューに応じ、モデルファーム事業のコンセプトや目的、活動内容と進捗、プロジ

ェクト実施によるインド側農業関係者や日系参画企業へのインパクト等について説明し、意

見交換を行った。その内容は、2022 年 4 月に上記メディアのウェブサイトと農業・食品関連

の月刊誌に掲載予定である。 
なお、イベントにかかるメディアでの報道後、いくつかの会社や個人から JMF 事業で扱う

技術・製品について個別に問い合わせがあった。具体的には、インドの農業生産者から参画

日系企業の Japan Vegetable Seeds Co., Ltd.が提供する日本産種子の価格に関する質問があり、

また株式会社デンソーが提供するクーラーボックスの価格やインドでの展開状況に関する問

い合わせも寄せられた。 
 

イベント会場の様子 SEWA による事業概要説明 SEWA の担当者の Mansi 氏 

 
（2）モデルファームからの収穫物の販売 

既述の通り、今年度の JMF モデルファームの収穫物のうち、ハイエンド市場をターゲット

として想定した日本産品種のマーケティングについては、当初本事業の参画日系企業の
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Wismettac フーズ株式会社が Reliance 社の担当者と、同社の店舗での販売の可能性について協

議・検討を開始し、それをプロジェクト管理者が引き継ぐ形で進められた。 
プロジェクト管理者は Reliance 社の GJ 州における果実・野菜の調達担当責任者とオンライ

ンによる協議を持ち、Reliance 社に対する収穫野菜の販売を実現するうえでの必要プロセス

について確認した（下表）。 
 

表 17 Reliance 社への野菜販売のプロセス 

プロセス 方法 

登録フォームの

提出 

 Reliance 社に野菜を納入する農家は、同社提供のフォーマットに必要事項

を記入のうえ提出する必要がある。必要記入事項には、農家の銀行口座情

報があり、納入した野菜の Reliance 社からの支払いは、この銀行口座に対

して行われる。 

野菜の納入と品

質チェック 

 登録農家は、収穫した野菜を同社の中央調達センター（Central Procurement 

Centre: CPC）に納入する。 

 納入後、Reliance 社の品質管理担当者、調達担当者、園芸作物担当者が、同

社の品質基準に従い納入された野菜をチェックし、買取りの可否を判断す

る。 

価格の決定  インドにおける農産物販売価格決定機関である農業生産物市場委員会

（Agricultural Produce Market Committee: APMC）の設定価格や納入された野

菜の品質、数量等を考慮に入れ、Reliance 社により買取価格が提示される。 

 農家が提示価格に合意した場合、Reliance による買取が決定する（農家が買

取りを拒否することも可能）。なお、この価格設定は同社と農家間の包括的

な契約ではなく、毎回の納入時に行われる。 

 納入に際しては、特に同社独自のクレートの使用等の規定はなく、農家が

それぞれの方法で持ち込む形であり、納入量やタイミング等の規定もない。

納入にかかる交通費、燃料費等のコストについては農家自身が負担する。 

 
上記のプロセスに従い野菜の販売を行うべく、プロジェクト管理者側では SEWA に対し、

野菜の生育状況や収穫のタイミング、量等の確認を進めると共に、SEWA はプロジェクト管

理者と ATEC 社の支援のもと、販売に必要な Reliance 社への登録フォームを作成し、同社に

提出した。 
しかし、登録フォームの提出後、Reliance 社での確認・承認プロセスが予定通りに進まず、

現段階でまだ登録の承認が下りていない。このため、Reliance 社に対し、プロジェクト管理者

から継続的に状況の確認を行っている状況である。この間、SEWA 側では既存の独自のネッ

トワークを使って野菜の販売を継続している。 
JMF のモデルファームの収穫物の Reliance 社での販売の実現に向けては、今後、フォロー

アップの継続が必要だが、インドの流通大手企業とのコネクションを築き、今後の JMF の事

業活動の更なる展開や個別の参画日系企業との連携のベースを築くことができた点は大きな
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成果と言える。 
 

2.3.6 ロジスティクス 

 今年度事業においては、ロジスティクスに関わる以下の業務が発生した。 

 

（1） 日本から発送した参画日系企業の製品・技術の受け取りに関する連絡・調整 

 上述の通り、参画日系企業の受け取りは現地再委託先の ATEC 社が行い、プロジェクト管

理者は ATEC 社と参画日系企業の間の連絡・調整を担当した。製品・技術の通関等に追加の

費用が発生した場合は、参画日系企業の負担とし、各社が個別に ATEC 社へ払い戻しを行っ

た。 
 
（2） 種子の通関・検疫 

 昨年度は日本産品種の種子の通関・検疫に数週間を要し、栽培開始が遅れたことを受け、

今年度は種子の本邦からの発送を最優先で行った。昨年度の経験も踏まえ、まず ATEC 社を

通じて現地通関業者に必要書類を確認し、下記の書類を準備した。 
 
・ 見積書及び送り状（Proforma Invoice／Air Waybill） 
・ 各作目の植物検疫証明書（Phytosanitary certificate） 
・ 各作目の原産地証明書（Certificate of Origin） 
・ 各作目の非遺伝子組み換え証明書（Non-GMO Certificate） 
 
 ただし、上記必要書類は、種子の到着する港 Port of Entry やその地域を管轄する植物防疫所

（Plant Quarantine Station: PQS）、また PQS の対応者によって異なるという報告があった。一

例として、インドへの出荷には原産地証明書が必要とされない場合も多いようである。 
 このプロセスは PQS に確認するのが確実とされているが、他方で事前にどの PQS が検疫

を担当するのかを把握することは難しい。また、上記の書類には、取得に日数を必要とする

ものもあるため、荷送人との綿密な事前調整が不可欠である。 
 また、種子の受け取りには、インド食品安全基準局（Food Safety and Standards Authority of 
India: FSSAI）と PQS への登録が必要であるが、これは昨年度事業で ATEC 社が登録していた

ため、問題なく受け取りを行うことができた。 
 

2.3.7 インドにおける J-Methods Farmingの分析 

以上の通り、今年度の JMF 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であ

りながらも、参画日系企業 14 社から、実際に製品・技術の提供を受けることができた。プロ

ジェクト管理者は圃場管理者である SEWA と緊密に協働し、これらの製品を作物の栽培から

収穫物の販売に至るそれぞれのプロセスで使用した。 
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（1）圃場関係者からのフィードバック 

 参画日系企業の製品・技術を使用した SEWA からは、製品・技術と本事業に関して、主に

下記のようなコメントがあった。 
 
・ JMF は、SEWA にとって次のような 3 つのメリットがあり、参画して非常に良かったと考

えている。 
1) 現地農家や SEWA にとって新しい日本企業の技術や製品・日本産品種の作目を試せ

ている。 
2) 少数ながら、プロジェクトの実施を通じて、現地農家の雇用創出ができている。 
3) 現地農家が新しい営農技術を学べている。例えば、現地農家にとって毎日圃場をモニ

タリングするのは一般的ではないが、JMF の圃場管理を通じて、重要性を農家が学ぶ

ことができた。 

・ インドの農家が新しい技術を受け入れるまでには時間がかかる。例えば、点滴灌漑でも、

昨年度は栽培管理の途中で農家が除草のためチューブをずらしてしまったことがあった。

こうした失敗を重ねて農家自身も新しい技術を学んでいくため、JMF は根気強く関わっ

てもらえると嬉しいと考えている。 

・ SEWA の女性会員の大多数は零細農家であり、組織として会員に新しい技術・製品の導入

を推奨することには責任を伴う。そのため、SEWA としては日系参画企業の製品・技術の

性能と長所、価格を知ったうえで、栽培にかかる費用がどの程度節約可能なのかを農家に

向けて具体的に実証したい。例えば、今年度は虫フラッとネットの害虫忌避効果が確認で

きたが、より効果を農家に目に見える形で示すために、来年度はより大規模な実証ができ

たらありがたいと考えている。 

・ 今年度の JMF には、SEWA のアッサム州やカシミール地方、マハーラーシュトラ州支部

から訪問があった。SEWA のこうした他支部にとっても、本事業には非常に関心が高く、

他州での JMF の展開を希望する声もあった。SEWA はウッタル・プラデシュ州（UP 州）

にも支部があり、同州でも今後、同様の事業への協力を検討することは可能である。 
 

（2）今後の事業の継続・普及展開に向けた課題 

以上のコメントと、プロジェクト管理者が今年度の事業実施を通じて参画日系企業から得

た情報等を踏まえると、JMF の今後の継続と普及展開に向けては、以下の課題への対応を考

慮することが重要と考えられる。 
 

・事業コンセプトの再整理 

 JMF の日系参画企業は多様であり、既にインド国内に自社の事業の実施基盤を持ち、製品

の販売やプロモーションのための展示を意図して参加している企業もあれば、今後の本格的

な進出を念頭に製品・技術の改良や規格化を目指し、その効果・性能の実地試験を主な目的

として参加している企業もある。 
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ターゲットとする市場も、SEWA の会員のような一般農家、ローエンド層を中心的な顧客

として想定する企業がある一方で、必ずしもそうではない企業もある。また、製品と技術の

分野についても、作物の生産・栽培段階の圃場での利用を目的とするものと、流通・販売段

階での商業的な活用が想定されるものがある。さらに JMF では、これらの個々の企業の取り

組みを支援することとは別に、日本の国内産と同品質の作物の生産を実現し、現地の食料品

店やスーパーマーケットなど、ハイエンド市場において収穫物の販売促進を図ることも期待

されている。 
これまでの JMF 事業では、日系企業の製品や技術を一括して展示するショーケースとして

モデルファームを位置づけ、現地の人々の注目を集めることで個々の製品・技術の優位性の

アピールにつなげることをねらいとしてきた。しかし参画企業の目的やニーズが上記のよう

に多様化かつ具体化してきているなか、１つの事業枠組みのなかにその全てを取り込んで実

現を追求していくことが難しくなりつつあると思われる。 
今後の継続に向けては事業のコンセプトを再整理し、大きくは以下のとおり、「一般農家を

ターゲットとした製品・技術のプロモーション」と「日本産品種の作物のマーケティング」

のそれぞれの目的に沿って独立的に実施するか、あるいはいずれかの目的に絞り込むことが

望ましいと考えられる。 
 
・一般農家をターゲットにした製品・技術のプロモーションへの特化 

上記のとおり、SEWA は将来的に日系参画企業の製品・技術を会員に向けて普及する可能

性について、積極的な関心を示している。インドの一般農家をターゲットとした事業展開を

目指す企業にとって、準会員を含め約 170 万人の農家が所属する SEWA のネットワークを活

用し、JMF のモデルファームにおいて自社の製品・技術のデモンストレーションや PR を継

続できることのメリットは大きいものと考えられる。 
このため、今後の JMF では、「一般農家をターゲットとした製品・技術のプロモーション」

を事業の主要な目的として明確に位置づけ、モデルファームにおいてその実現に適した環境

や条件をできる限り整えることが望ましい。具体的には、今年度に試行的に取り組んだ「現

地品種の栽培区」を中心に据え、現地でより広く一般的に生産されている作目（品種）に日

系参画企業の製品・技術を導入し、その効果を SEWA 会員を含む一般農家向けにデモンスト

レーションとして示すことが重要となる。この際、基本的には、モデルファーム内に各企業

の製品・技術を導入する栽培区画を個別に一定の規模で設け、製品・技術を使用する場合と

しない場合の生育の差異等を明確に比較できる形で栽培することが基本条件として考えられ

る。 
また、この場合、消費者へのプロモーションに取り組む以前に、現地の環境において自社

の製品・技術の効果を検証することや、検証のためのデータの収集し分析することを意図し

て参画を希望する日系企業に対しては、上記のコンセプトについて丁寧な説明が求められる。

このような企業には、本事業が環境の整った農業試験場で技術者によって管理される栽培と

は異なり、あくまで現地の一般農家の圃場で農家自身の手によって行われるものである点、

実施環境や農家の能力、人員やコスト面の制約から、期待するレベルのデータの収集は難し
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くなる可能性もあることを事前に周知し、インフォームドコンセントを得ておくことが重要

と考えられる。 
 
・作物のマーケティング活動の見直しと出口戦略の設定 

「日本産と同等の品質の作物を栽培し、食料品店やスーパーマーケットなど、ハイエンド

市場においてその販売促進を図る」という JMF のもう１つの目的については、出口戦略をよ

り明確にしたうえ、こうした生産・販売事業そのものの展開を目指す日系企業の参画のもと

で実施することが望ましいと考えられる。 
今年度、日本産品種の栽培区で生産された作物は、Reliance 社による今後の買取と店頭販売

が未だ期待される状況ではあるものの、同社内の手続の遅れによって事業期間内に実現する

までに至らず、マーケティング・広報イベントでの試食の実施を通じて参加者から評価を得

たのみにとどまった。 
今後の事業においても、今年度と同様の条件のもとでは、ハイエンドの顧客層をターゲッ

トとして高価格帯での流通や販売を実現することは容易ではないと考えられる。 
通常、現地の小売・外食業者は生産者や卸売業者との長期的な契約に基づいて商品の仕入

れを行っており、「プロジェクトベースで時限的に生産される少量の作物を好条件で買い取っ

て欲しい」との提案に、積極的な反応を示す業者は見つかっていない。Reliance 社による買取

は、これとは異なり、他の一般の登録農家と同様のルートで、納入された野菜の品質の評価

をベースに価格をオファーするシステムであり、JMF の日本産品種に価格面で現地品種と異

なる評価が与えられるかどうかは未知数である。 
現地市場の流通・販売経路に載せるには、相手となる業者や顧客に対し、対象作物の特性

と品質、将来の生産方針や計画についての展望をまず示したうえ、その規格、価格や生産量、

集荷・輸送等の条件に関して具体的な協議や交渉を行うことが必要となるが、日本産品種の

生産や販売自体を主業とし、現地でのその事業展開を計画する日系企業が参画しない場合、

こうした交渉を行うこと自体、困難となりうる。事業期間中にイベント等の開催を通じてサ

ンプルを試供し、評価を得るといった活動までは実現可能だが、仮に高い評価を得ることが

できたとしても、その後の継続的な生産・供給が約束できない状況では、一過性の活動に終

わってしまう可能性が高い。 
このため、日本産品質の作物のマーケティングを JMF の事業の１つとして引き続き位置づ

ける場合は、何のためにそれを行い、事業終了後に誰が主体となってその取り組みを継続し

発展させるのか、目的や出口戦略をより明確にしたうえで実施することが必要と考えられる。

また、この際、対象となる作物の生産については、他の参画企業の製品・技術の導入や比較

展示の結果に品質や生産量が影響を受けることのないよう、マーケティングのみに目的を特

化した栽培区を設け、独立した形で行うことが望ましい。 
 
・他州での JMF の普及 
 上記の形で JMF の事業コンセプトがより明確に整理され、GJ 州におけるモデルファーム

事業の実施方式が１つのモデルとして確立されれば、SEWA 側の要望通り、他州においても
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SEWA が持つ支部を拠点に同様のファームを設置し、広く普及展開していくことが期待でき

る。 
ただし、既述のとおり SEWA 側は、モデルファームにおけるデモンストレーションを通じ

て日系参画企業の製品・技術の効果や性能についてしっかりと確認すること、また各製品・

技術の販売価格についても情報を得たうえで、費用対効果において既存の製品・技術と比べ

て優位性があるかを判断することを、会員に対する本格的な普及を図る前の前提条件として

重視している。このため、来年度の事業においては、各企業からは製品や技術のみにとどま

らず、価格情報についても SEWA 側に提供し、効果・性能とコストの両面で一定の評価を確

立させることが望ましい。 
また、その結果、後述する UP 州の FPO イベントで確認された農家からの反応のように、

価格の高さを理由に政府の補助金制度や小規模金融機関のローン等の活用を求める意見が出

た場合は、その実現に向けた方策の検討も必要になると考えられる。 
 

・メディアを活用した広報への取り組み 
今年度、ATEC 社を通じて実施したマーケティング・広報イベントでは、メディアへの露出

を積極的に行い、JMF 事業についてアピールした結果、現地農業関係者から個別の参画日系

企業に対するアプローチが見られた。来年度以降の取り組みにおいても、継続的に JMF 事業

の広報を行っていくことは、JMF の更なる展開や参画日系企業各社の事業展開に効果的に寄

与するものと考えられる。 
一方で、メディアを活用した広報に取り組む際は、今年度のようなセミナーや試食会の機

会にとどまらず、モデルファームへのフィールド訪問ツアーにメディアを招待することも、

積極的に考慮する価値がある。ツアーの場でより多くの参画日系企業の技術・製品の実証・

実演を行い、JMF 事業のコンセプトや参画日系企業各社の技術・製品の有効性や優位性を、

メディアを通じてより具体的に広く伝えることで、今後の JMF の更なる展開や参画日系企業

の製品・技術のプロモーションにつなげることができると思われる。コロナ禍においてはこ

のようなイベントの開催が難しい状況ではあるが、今後状況が安定した際のオプションとし

て検討することが望ましい。 
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第 3章 UP州における農業研究・実証・普及の強化に向けた連携 

 

3.1 UP 州の概要 

今年度事業の対象地であるウッタル・プラデシュ州（UP 州）について、同州の農業を中心

に概要を示す。UP 州の人口は約 2 億人であり、これはインド総人口の約 16%を占め、国内第

一位である。その面積は 236,286m2であり、日本の本州と同程度である 7。州都はラクナウで、

内陸州として、首都ニューデリーを含むデリー連邦直轄領やネパールにも隣接している。 
農業は同州の基幹産業であり、その生産量や市場の大きさからも大きな可能性を秘めてい

ると言える。UP 州の人口の 47%は生計を農業に依存しており、2018 年にインド政府が発行

した農業統計 Agricultural Statistics at a Glance 2018 によると、同州の総農家数 1,800 万世帯は

インド国内の総農家数の 2 割にあたる。 
Gulati ら（2021）によると、これら農家の約 8 割は零細農家であり、平均耕地面積は 0.4 ヘ

クタールに満たない。それに対して、平均 10 ヘクタール以上の農地を持つ大規模農家は、全

体の 0.1%であることから、UP 州では、小規模農家が大部分を占めていることが分かる 8。 
作目では、サトウキビやジャガイモ、果菜類ではスイカやマッシュルーム、果物類ではマ

ンゴーやグアバなどの生産量が多い。ガンジス川流域の肥沃なヒンドゥスターン平野に属し、

温暖湿潤気候であるため、農業に適した条件にあると言える。ただし、州が広大であること

から、州内でも農業に多様性があり、西部で先進的な農業が行われる一方、東部は粗放的な

穀物生産が多くなっている。 
このため、前述の農業センサスによると、UP 州の農業分野の成長率は国平均と比べて低く

なっている。UP 州の農家の平均所得はインドの州の中で 5 番目に低い。そのため、UP 州政

府は 2019 年 9 月に Agriculture Export Promotion Policy 2019 を採択し、農業輸出と農家所得の

倍増を掲げた。2021 年度予算では、70 億ルピーが農家に対する水施設の無償化、40 億ルピー

が農家に対するローンスキームのために確保されており 9、農業・食産業が同州にとって重要

産業と見なされていることがうかがえる。 
インドの他州と同じく、UP 州も 2020 年以降、新型コロナウイルス感染症の被害を大きく

受けた。2022 年 2 月現在、UP 州の総感染者数は 200 万人、死亡者数は 2 万人を超えている。

特に感染が大きく広がったのは、2021 年 3 月から 5 月、2022 年 1 月以降であり、娯楽施設の

営業停止やデモの禁止など規制が行われた。 
  

                                                        
7 Government of Uttar Pradesh. (2021, July 12). State Introduction. https://up.gov.in/upstateintro.aspx 
8 Gulati A., Terway P., Hussain S. (2021) Performance of Agriculture in Uttar Pradesh. In: Gulati A., Roy 
R., Saini S. (eds) Revitalizing Indian Agriculture and Boosting Farmer Incomes. India Studies in Business 
and Economics. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9335-2_7 
9 The Economic Times. (2021, February 22). Uttar Pradesh Budget gives boost to agricultural sector. 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/uttar-pradesh-budget-gives-boost-to-
agriculture-sector/articleshow/81153496.cms 

https://up.gov.in/upstateintro.aspx
https://doi.org/10.1007/978-981-15-9335-2_7
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/uttar-pradesh-budget-gives-boost-to-agriculture-sector/articleshow/81153496.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/uttar-pradesh-budget-gives-boost-to-agriculture-sector/articleshow/81153496.cms
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3.2 事業概要・業務実施体制 

UP 州の農業研究・実証・普及の強化に向けた連携事業においては、同州における参画日系

企業の技術・製品の導入・普及を支援するため、プロジェクト管理者が農林水産省輸出・国

際局および参画日系企業、再委託先の JD 社と連絡・調整を行いながら、FPO 向け説明イベン

トとウェビナーという 2 つのイベントを開催した。また、参画日系企業を対象に、事業開始

会議と結果報告会議を開催した。 
FPO イベントは、2021 年 12 月、JD 社と連携し、UP 州のサハーランプル市（Saharanpur）

で開催され、JD 社および現地の農業研究センター関係者の協力のもと、計 9 つの FPO の代表

者 57 名に対して、参画日系企業の製品・技術の展示と説明が行われた。 
ウェビナーは、2022 年 2 月、FPO イベントと同様、JD 社との連携のもとで UP 州の商工会

議所の会員企業の他、UP 州政府、カンプール農業技術大学（CSAU）、及び FPO を対象にウ

開催され、参画日系企業各社が自社の戦略・製品・技術を紹介し、今後の事業展開の検討に

役立つ情報や助言を受けた。 
プロジェクト管理者は、これらの取り組みを通じて、参画日系企業の製品・技術がインド

において促進されるよう支援するとともに、事業を通じて得た教訓から、その課題と改善策

を分析した。今年度の UP 州事業の各イベントに参画した日系企業とその技術・製品は下表

の一覧のとおりである。 
 

表 18 UP 州事業の参画日系企業と技術・製品 

 企業名 製品（企業名） FPO 

イベント 

ウェビナー 

1 アクプランタ株式会社／大興

貿易株式会社 

スキーポン（バイオスティミュラント） 〇 〇 

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 

SOMRE1 号（バイオスティミュラント） 〇 〇 

3 小泉製麻株式会社 虫フラッとシート（害虫忌避シート） 〇 〇 

4 国土防災技術株式会社 フジミン（植物活性剤） 〇 〇 

5 株式会社太陽 耕うん爪 〇 × 

6 日産スチール工業株式会社 Freshmama（鮮度保持シート） 〇 〇 

7 ニシム電子工業株式会社 MIHARAS（IT センサー） 〇 〇 

8 ミヤチ株式会社 太陽光発電システム（太陽光発電製品） 〇 〇 

*〇は参加、×は不参加を示す。 

 
 UP 州の事業は、以下の通りの体制と調整を通じて行った（実施体制図については、第 1 章

の図 1 を参照）。 
 
（1）農林水産省輸出・国際局との協議・調整 

 UP 州事業の運営においては、プロジェクト管理者が農林水産省輸出・国際局に事業の計画

や進捗を適宜報告・相談するとともに、同局より指示を受ける体制をとった。 
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プロジェクト管理者は事業の開始に際し、昨年度までの事業の経緯を踏まえて計画案を検

討したうえで、同局と協議した。次項に述べる 2 つのイベントの具体的な内容と時期を決定

するにあたっても、同局と複数回の打合せを行った。特にウェビナーについては今年度事業

が初開催となったため、そのコンセプト、プログラムや時間配分、インド側参加者など詳細

について同局と協議の上で決定した。 
 しかしながら、今年度事業では、当初 2022 年 10 月までの実施を計画していた 2 つのイベ

ントが、主にインドにおける新型コロナウイルス感染症の影響や UP 州政府側の都合により、

結果的に大きく後ろ倒しとなった。プロジェクト管理者は、輸出・国際局から、こうした調

整状況の情報共有について、前広に知らせてほしいとの指摘を受けた。そのため、プロジェ

クト管理者は以降の情報共有について改善するように留意した。 
プロジェクト管理者は、来年度以降の UP 州事業の展開及び UP 州政府との連絡についても

適宜輸出・国際局と打合せを行った。プロジェクト管理者は、参画日系企業各社からの来年

度事業に対する問い合わせ事項を同局に連絡するとともに、必要に応じて、昨年度事業の経

緯や UP 州政府との調整状況についての情報を共有した。 
 
（2）再委託先（JD社）との連絡・調整 

2 つのイベントの準備と運営に際しては、プロジェクト管理者が、同州ラクナウに支社を持

JD 社と再委託契約を締結した。JD 社は昨年度の再委託先であり、参画日系企業各社の製品・

技術について理解しているほか、一部の参画日系企業とも独自に連携しており、UP 州の商工

会議所にも加盟している。UP 州事業に関するこれまでの UP 州政府側と農林水産省間の交渉

や調整の経緯についても精通しており、UP 州政府関係者とも比較的スムーズにコミュニケー

ションをとり合える関係性を構築していたため、日本側と現地の事情を踏まえた円滑な事業

運営を実現すべく、今年度の事業においても同社を再委託先とした。 
インドへの渡航が中止となり、現地における活動を完全に日本から遠隔で実施する形とな

ったこともあり、FPO イベントとウェビナーの準備と開催にあたっては同社との連絡・調整

を緊密に行った。プロジェクト管理者と再委託先の大まかな役割分担としては、プロジェク

ト管理者が２つのイベントの骨子を決定し、参画日系企業をはじめとする日本側の参加者と

調整を行った。JD 社は、イベントのコンセプトやプログラムの内容検討に際し、UP 州の実

情を踏まえたコメントや提案を行ったほか、インド側の参加者の決定と調整、現地における

イベント開催などを主に担当した。 
JD 社との調整は、SNS（WhatsApp）やメールによる連絡、オンラインでの打合せを通じて

行った。同社代表取締役の山本スシル氏は 2021 年 11 月から約 2 か月、日本からインドに渡

航し、インド側関係者との連絡・調整を担当した。この際も、プロジェクト管理者は同氏と

連絡を取り合い、インド側関係者との交渉の進捗を把握した。 
 
3.3 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。 
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