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事業事前評価表（プロジェクト方式技術協力） 

担当部：インド事務所 

 

1．案件名 

インド国マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロジェクト 
(Project for Maximisation of Soybean Production in Madhya Pradesh, India) 

実施国：インド 実施地域：マディヤ・プラデシュ州 

2．協力概要 

① 協力内容： 

マディヤ･プラデシュ州（以下「MP 州」という）は代表的な大豆産地である一方、インド第 6 位の

貧困州であり、農業資材の投入も十分できないため大豆生産の主要な担い手である小規模貧困

農家の単位面積当たり収量（以下、収量とする）は他州に比べ低くとどまっている。本プロジェクト

では、国家政策で十分に焦点が充てられていない小規模貧困農家の生計向上に寄与するため、

低コストかつ導入しやすい技術体系を構築し、大豆の生産性向上に資する。 

② 協力期間：2011 年～2016 年（5 年間） 

③ 協力総額（日本側）：3.5 億円 

④ 協力対象地：MP 州 

⑤ 協力相手先機関： 

 MP 州農民福祉農業開発局 

 州立ジャワハルラールネルー農業大学（JNKVV） 

⑥ 国内協力機関： 

 農林水産省 

⑦ 裨益対象者：  

 直接裨益者：MP 州農民福祉農業開発局普及員、JNKVV 所属研究員及び普及員約 1000

人 

 間接裨益者(上位目標レベルの裨益者)：MP 州で大豆を生産する小規模貧困農家 約 200

万人＊ 
＊MP 州全労働者のうち、農業従事者は 71%を占め、うち自作農の 65%が零細・小規模農家と言われている。大

豆を生産する小規模農民は、MP 州全体の自作農の 25%程度と見られる。小規模農家の定義は、2ha 未満の土

地を所有する農家。 

3．協力の必要性・位置付け 

① 現状及び問題点 

 インド国における農業は人口の 60%が従事する基幹セクターである一方、同セクターの成長率

はGDP成長率を大きく下回っており、年率9％の成長を目指すインド経済における 大の不安要

因とされている。そのため農業セクターの活性化は第 11 次五カ年計画（2007～2012 年）におい

ても 重要課題とされている。 

MP 州は、農村貧困人口（2,170 万人）を抱えているインド第 6 位の貧困州であり、これ

らの農村貧困人口の大部分は、農業従事者として生計を立てている。また、MP 州は国内生
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産量の 5 割を占めるインド最大の大豆生産州であるが、州平均収量は 1,007kg/ha とインド

全体の平均 1,051kg/ha よりも下回っており、国際半乾燥熱帯作物研究所（ICRISAT）がイ

ンドにおける目標収量とする 2,000kg/ha より低い水準に留まっているのが現状である。大

豆生産が MP 州で急速に拡大した理由は、非灌漑地域の生産性が低い土地においても栽培

が可能であったためと言われており、実際、MP 州における大豆生産は 9 割が天水に依存し

ており、大豆生産の担い手の多くは農業資材の投入もままならず且つ 2ha 未満の土地しか

持たない小規模貧困農家である。彼らの主な収入源は、政府の最低支持価格の対象である

大豆（5～12 月が主な栽培時期）であるため、大豆の生産コストの大きな増大を伴わずに

収量の向上を図ることによって、農家の生計が向上し貧困削減に資することが期待されて

いる。 

他方、近年インドにおいては、著しい経済成長にともない 1 人当たりの食用油消費量が

増大している。油糧種子のなかでも大豆は作付面積、生産量ともにもっとも成長が著しく、インド

全体で 1986 年の 153 万 ha／89 万トンから、2007 年の 885 万 ha／947 万トンへと大幅な伸び

を示していることから、小規模貧困農家生計向上のための作物としても有望である。 

MP 州政府は油糧種子増産のため、種子・肥料・殺虫剤・除草剤等の無料配布等を行っている

ものの、農民が必要な時期に必要量を入手できないという問題が見られる。また、州政府は、油

糧種子の生産性向上に向けた技術開発を行なってきたが、こうした技術は導入にあたって自己資

金が必要とされる、手間が増える、ある程度の専門知識をが必要といったものであることから、小

規模貧困農家にとって継続して採用するのが難しく、普及が進んでいない。 

 

これらのことから、個々の農業技術の開発は可能であるが、小規模貧困農家が採用しうる組み

合わせ技術の構築能力を持たないインド側の技術開発能力に鑑み、わが国の協力により小規模

貧困農家向けの、適正技術レベルで低コストかつ農家が取り入れやすい大豆栽培技術を組み合

わせ、MP 州の既存普及システム上で普及可能な技術体系を構築することが求められている。 

  

② 相手国政府国家政策上の位置付け 

 インド政府は 1980 年代後半以降、油糧種子の増産に力を入れており、食料油の輸入を減らし

自給を達成することをその目標として掲げている。1986 年に開始された「油糧種子生産プログラ

ム（Oilseeds Production Programme (OPP)）」は、その後 2004 年に各州の特性に応じたアプロ

ーチが可能となるよう、豆類、油ヤシ、メイズ等のプログラムと統合され、「統合スキーム

（Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil-palm and Maize (ISOPOM)）」として継続実施さ

れている。これらの政策は、生産技術および収穫後処理の向上などを通して油糧種子の生産量

を増加するとともに、食用油の輸入量を減らし自給を達成することを目的にしている。 

インド政府の第 11 次 5 カ年計画においては、ISOPOM が油糧種子増産に一定の貢献をしたこ

とを評価する一方で、食用油の国内需要に追いついていない現状を指摘している。また、今後の

課題として農業研究が取り上げられ、州立農業大学が地域研究機関の中心的役割を担い、地域

に適した体系的な農業技術の開発研究を進めていくことが求められている。 
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③ わが国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置

付け） 

 わが国の「対インド国別援助計画」で述べられている農業生産性の向上を通して農村住民の所

得向上や雇用促進を支援するという援助方針と整合的である。本プロジェクトは「農業生産性の

向上プログラム」に位置づけられ、農村の生計向上に寄与することが期待されている。 

 

4．協力の枠組み（案） 

（１）協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）： 

 小規模貧困農家に適した大豆栽培技術体系が構築される。 

   （指標） 

1. 構築された技術体系を導入した結果にパイロット農家の 7 割以上が満足し、継続的

に採用する。 

2. 構築された大豆栽培技術体系に関する普及員用ハンドブックが作成される。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）： 

MP 州農民福祉農業開発局及び JNKVV により、小規模貧困農家を対象とした大豆栽培技

術が普及する。 

（指標） 

プロジェクトで構築された栽培技術体系に基づいた栽培を行う農家が増える。 

 

（２）成果（アウトプット）と活動 

成果１： 

小規模貧困農家のための大豆栽培技術改善に関する方針が定まる。 

   （活動） 
1.1 大豆栽培農家を取り巻く社会的・経済的な問題の整理・分析 
1.2 慣行栽培法及び推奨技術に関する課題の整理・分析 
1.3 肥培管理技術に関する課題の整理・分析 
1.4 病虫害管理技術の課題の整理・分析 
1.5 湿害、旱魃に強い耕種技術の課題の整理・分析 
1.6 肥培管理、病害虫防除、土壌管理等分野ごとの必要な個別技術改善に向けた方

針の策定 
1.7 JNKVV 本・支場から実証試験圃場の選定（5 ヶ所程度） 
 

   （指標） 

低収の原因が明らかとなり個別技術ごとに改善に向けた方針が明らかにされた報告書が

作成される。 

 

 

成果２： 
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小規模貧困農家の大豆栽培を対象とした肥培管理技術が開発される。 

  （活動） 
2.1 土壌養分分析情報に基づく土壌肥沃度マップの作成 
2.2 土壌タイプごとの施肥方法の検討 
2.3 未利用有機質資材（焼却あるいは放置されている稲もみ殻や大豆殻等の作物残

さ）を活用した肥培管理法の開発 
2.4 他作物との輪作等による連作障害を回避した肥沃度管理技術の開発 

 
（指標） 

・JNKVV 試験圃場（5 地区）において、既存の技術と比較して開発技術の有効性が実証さ

れる。 

 

成果３： 

  小規模貧困農家の大豆栽培を対象とした病虫害管理技術が開発される。 
3.1 低投入型病害虫管理（総合的病害虫管理：IPM を含む）に有効な地域資源等の

課題の整理・分析 
3.2 主要病害抵抗性品種の利用による低投入型病害防除技術の開発 
3.3 主要害虫の発生予察に基づく低投入型害虫防除技術の開発 

 
（指標） 

・JNKVV 試験圃場（5 地区）において、既存の技術と比較して開発技術の有効性が実証さ

れる。 

 

成果４： 

  小規模貧困農家の大豆栽培を対象とした湿害、旱魃に強い耕種技術が改良される。 

4.1 生育初期の湿害を回避できる播種技術の改良 

4.2 生育中･後期の旱魃に強い耕種技術の改良 
（指標） 

・JNKVV 試験圃場（5 地区）において、既存の技術と比較して改良技術の有効性が実証さ

れる。 

 

成果５： 

開発・改良された個別技術が体系化され、有効性が実証される。 

  （活動） 
5.1 適な体系化のための実証計画策定 
5.2 パイロット農家選定のための社会・経済分析 
5.3 パイロット農家の選定 
5.4 MP 州普及担当者が行うパイロット農家での技術体系の実証試験への支援 
5.6 実証された技術体系の整理、再構築 
5.7 普及員用ハンドブックの作成 

  （指標） 

   ・パイロット農家において、構築された栽培技術体系が導入されることによって同農家にお

ける慣行栽培法に比して、その有効性が実証される。 
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（３）投入： 

① 日本側 

長期専門家：チーフアドバイザー/大豆栽培、虫害管理、調整員 

短期専門家：土壌肥料、病害管理、農家経済等（必要に応じて派遣） 

供与機材：研究用資機材等 

② インド側 

カウンターパートの配置 

施設（執務スペース等）の提供 

試験圃場及びパイロット農家の提供 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件）： 

留意すべき外部要因として、以下のものが想定される。 

① 上位目標達成のための外部条件 

 MP 州における現行の普及体制に著しい変動を与えるような政策変更がない。 

 インド政府による大豆の 低支持価格制度が維持される。 

② 成果達成のための外部条件 

 本プロジェクト期間中に大規模な気象災害が複数年発生しない。 

 本プロジェクト期間中に深刻な未知の病虫被害が複数年発生しない。 

5．評価 5 項目による評価結果 

① 妥当性 

♦ インド政府第 11 次 5 ヵ年計画は、Inclusive Growth（包括的な成長）を標榜している。北部

貧困州の１つである MP 州において、生産者の大半を占める小規模貧困農家の所得向上

に資する大豆栽培技術の改良を行うことは、国民の生活水準の底上げのみならず農業経

済成長への貢献度も高く、インド政府の政策方針と合致しているといえる。また、MP 州政

府が推進する油糧種子増産政策への貢献度も高い。同時に、わが国の「対インド国別援助

計画」では、農業生産性の向上を通じて農村住民の生計向上や雇用促進を支援することと

されており、日本の援助政策と整合的である。 

♦ 本プロジェクトの上位目標レベルの裨益者は大豆生産者の大半を占める小規模貧困農家

とされている。しかしながら、これまでインド政府の増産政策では、こうした小規模貧困農家

を普及対象とした低投資型の大豆栽培技術が十分に開発・改良されてこなかった。近年の

食用油の消費増により、油糧種子の１つである大豆の需要が急激に伸びている状況にあ

って、大豆生産量全国 1 位を誇りながら収量が低い MP 州において、大豆生産者の大半を

占める小規模貧困農家が採用しやすい低投資型の栽培技術改良へのニーズは高い。 

♦ 日本には一世紀以上に及ぶ大豆栽培技術研究の歴史があり、こうした技術の比較優位性

をもとにインドネシアやパラグアイへ大豆生産分野での技術協力を行ってきた。天水栽培

が中心の当地域で問題となっている干害や湿害などの問題に対しても、国内での様々な気

候条件下で大豆生産を行ってきた実績が十分に活かされると思われる。 
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② 有効性 

♦ 本プロジェクトは、小規模貧困農家に適した低コストの大豆栽培技術の体系が改良される

ことを目標とし、改良された大豆栽培技術体系に関する普及員用ハンドブックが作成される

ことをもって、目標の達成を見極めることを想定する。 

♦ 小規模貧困農家の大豆栽培に関する問題点が明らかになり、肥培管理、病害虫防除、土

壌管理等の個別技術が改良され、これまでの農家慣行栽培技術が小規模貧困農家に適し

た形で体系的に改良されることで、プロジェクト目標が達成されることが見込まれる。 

 

③ 効率性 

♦ 成果は、小規模貧困農家の大豆生産にかかる現地調査を実施し、その結果明らかになっ

た問題点のとりまとめ、及び試験圃場での実証状況、それらを体系化したハンドブックの作

成を以って、その達成状況を測ることとされていることから妥当な指標と思われる。 

♦ 実施機関である JNKVV は、大豆栽培に係る研究のみならず普及まで一貫して行う唯一の

機関であり、研究・普及にかかる地方機関のネットワークを州内に広く有する。また JNKVV

には全インド連携研究プロジェクト（AICRP）で大豆を担当する 2 チームを中心に大豆研究

において長年の経験を有する専門家が存在することから、彼らが蓄積してきた専門知識を

有効に活用しつつ、日本人長期専門家（チーフアドバイザー / 大豆栽培 / 調整員）や短

期専門家の派遣を適宜行い、双方の優位性を活かした形で活動が円滑に遂行されること

が見込まれる。 

♦ 通常の気象災害等の外部要因については、本プロジェクトにより適切な栽培体系が確立さ

れることで、天候不順の影響緩和が可能になると考えられる。そのため、大規模な気象災

害や未知・既知の病害虫被害が複数年続かない限り、成果の達成が困難になる可能性は

低いと思われる。 

 

④ インパクト 

♦ 本プロジェクトの成果として作成されるハンドブックを実施機関やその他 MP 州で現在普及

活動を行う各関係機関と共有することで、MP 州全体の小規模貧困農家に適した大豆栽培

技術が広く普及され、大豆生産量が増加することが期待される。 

♦ また、大豆の増産が実現すれば、搾油や食品加工などの農村工業において地元で多くの

雇用を生みだすことが期待されることから、農村部における雇用の拡大への波及効果も見

込まれる。 

♦ 大豆の市場価格については予測が難しいものの、国内需要の伸びが十分に見込まれてい

ること、また公的配給制度（PDS）により 低支持価格が設定されていることから、価格の

暴落により上位目標の達成が困難になる可能性は低いと思われる。 

 

⑤ 自立発展性 

♦ 技術普及の観点においては、前述のとおり実施機関である JNKVV は、農村の生計向上に

資する研究開発及びその成果の普及を行うことを使命としており、その研究・普及にかかる



7 
 

地方機関のネットワークを使い、本プロジェクトで改善された大豆栽培技術を広く普及でき

るものと思われる。同時に、地方において JNKVV と密接な連携のもとに活動する州農業局

普及機関を通じて、JNKVV が開発した他の技術や新品種普及の場合と同様に、本プロジ

ェクトの成果が広く普及することが期待できる。  

♦ 技術改善の観点においては、インドにおいて 1980 年代から一貫して油糧種子増産政策が

採られており、国内需要の伸びも十分見込まれるため、輸入代替を目的とした同政策が今

後も継続される限り、大豆栽培技術改良の必要性は生じるものと考える。また、実施機関

には、AICRP で大豆を担当する 2 チーム、計 12 名の研究者を中心に長年大豆研究を進め

ており、この体制に大きな変化はないと思われる。資金的な面においても、独自品種の原

種生産から得られる自己資金も有することから、今後も大豆研究及びその普及を継続して

いく方向は担保されていると思われる。 

6．貧困・ジェンダー・環境などへの配慮 

パイロット農家の選定にあたっては、指定カースト、指定部族などの貧困層も含めるよう配慮す

る。 

 

7．過去の類似案件からの教訓の活用 

 インド国において、同分野での類似案件は存在しないが過去、近隣州で実施された養蚕プロ

ジェクトからの教訓は、普及が容易な適正技術の開発こそがモデル農家以外への自発的な

普及活動を可能にしたという点である。よって、本プロジェクトにおいても小規模貧困農家へ

の普及を念頭に置き、導入しやすい技術開発を行うこととする。 

 「パラグアイ大豆生産技術研究計画（1997 年 10 月～2002 年 9 月）」からの教訓は、プロジ

ェクト終了後のパラグアイ側投入（コスト予算含む）が不十分であり、移転された技術を生か

すための財政基盤の確保が困難であった。よって、本プロジェクトにおいては、先方の既存

の投入規模・枠組みを大きく変えることなく、持続性に配慮した技術開発を行うこととする。 

 

8．今後の評価計画 

 中間レビュー：プロジェクト開始後 2.5 年経過時点（2013 年） 

 終了時評価：プロジェクト終了時の半年前（2015 年） 

 事後評価：プロジェクト終了 3 年後を目処に実施 

 

 


