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1. 事業の概要

事業の⽬的事業の⽬的

業務の内容業務の内容

 「グローバル・フードバリューチェーン戦略」に基づき、各国のFVC構築⽀援
を政府、研究機関等の連携で進め、⽇本の農産業・⾷産業の海外展開を促進

 経済成⻑が著しいアセアンに⽐べ、ネパールで事業展開する⽇本企業は限られ
る。現地の農産業・⾷品関連産業に係る情報不⾜等に起因するところも⼤きい

 事前業務
1. ネパールのFVC構築に向けた有望分野の分析
2. 専⾨家の選定、参加⽇本企業の募集
3. ネパールの関係企業・研究機関の調査

 専⾨家調査団派遣
 報告書の取り纏め

事業の背景
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 ネパールへ専⾨家調査団を派遣し、ネパールの農業⽣産性向上や地域の⾷料資
源の⾷品としての価値創出と⾼付加価値化のための研究協⼒の可能性や投資・
ビジネス環境を調査する



2. ネパールの投資・ビジネス環境 (1)

4アジア地図



2. ネパールの投資・ビジネス環境 (2)
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ネパール地図（Source: freeworldmaps.net）

・国⼟⾯積147,200km2(⽇本の約4割）。⼭岳地帯4,000~8,000m以上
（35%）、丘陵地帯800〜4,000ｍ（42%）、平野（23%)
・計27億⼈を超えるインド、中国の⼆⼤国の市場にアクセスが可能
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2. ネパールの投資・ビジネス環境 (3)

ネパールの社会経済状況

1. ⼈⼝約2,930万⼈（2017）。2031年に3,300万⼈に増加⾒込
2. 1⼈当たりGDP850US$ 、GDP成⻑率7.9% (2017)
3. 2021年までに中所得国⼊りを⽬指す
4. 農業のGDP構成⽐率約30%、農業従事⽐率約70%
5. 貿易︓輸出⼊ともインドが最⼤。ネパールからインドへの輸出品

はカーペット等の繊維製品、ワイヤー等の⾦属製品、カルダモン、
ジュース等の⾷品。
輸⼊品は、⽯油、鉄鋼、機械
などの産業基礎材。

6.投資︓累積ではインドが最⼤で
約50％、第2位の中国は10%。
近年は中国からの投資が最⼤し、
インドを抜く。

輸出総額697百万ドル 輸⼊総額7,657百万ドル

(ネパール商業省外国貿易統計資料2015-16)

インド
55.8% インド

62.4%

その他その他

⽶国
中国
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2. ネパールの投資・ビジネス環境 (4)

ネパールの農業・⾷品産業の概況

1. 主要農産品(GDP寄与率)
 1位︓穀物（⽶、ﾄｳﾓﾛｺｼ、⼩⻨）、
 2位︓畜産(卵、⾷⾁、ﾁｰｽﾞ、ﾖｰｸﾞﾙﾄ）、
 3位︓換⾦作物（油糧種⼦、ｺｰﾋｰ、紅茶、ｼﾞｭｰﾄ、⾹⾟料、養蜂、

きのこ、等）
2. 農地⾯積︓国⼟の30%
3. 灌漑⾯積︓農⽤地の45%

平野であるタライ地帯に集中
4. ⾷糧の偏在︓

タライ平野は⽣産量が多く余剰⾷糧がある。
⼭岳・丘陵地帯は⽣産・輸送コストが⾼く
⾷糧不⾜。

5. ⾷糧⾃給未達成（2015年） FAOSTATより調査団作成

インド
62.4%

その他

⽶国
中国

穀物

27.3%

換⾦作物

22.1%
油糧種⼦

2.5%

畜産

24.9%

果実

10.8%

野菜

12.3%
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2. ネパールの投資・ビジネス環境 (5)

⾼地丘陵地︓
・ヤクのチーズ
・リンゴ
・薬⽤ハーブ

中間丘陵地︓
・オレンジ
・ジュナール
・ショウガ
・コーヒー、紅茶
・はちみつ
・オーガニック野菜

タライ平野︓
・穀物
・⽜乳、⾁（⽔⽜）
・サトウキビ
・タマネギ
・はちみつ
・⾹⾟料

（カルダモン、等）

・種・苗・肥料及び農業インフラ・技術の導⼊
・収穫後損失を減少させるための備蓄・加⼯・梱包及び輸送技術の導⼊
・特産品のブランド化、伝統⾷品の⾼付加価値化
・農業⾦融サービスの充実、農業協働組合の組織化・機能化

 農業は投資政策においても重要産業と位置付けられている
 農業政策の重点は、ガバナンスの改善、⽣産性向上、商業的農業、競争⼒強化

ヤクチーズ ネパールコーヒー 薬⽤ハーブ オーガニック野菜栽培

＊⾚字は投資庁が定める
輸出拡⼤を⽬指す産品
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2. ネパールの投資・ビジネス環境 (6)

①地理的な市場優位性
・計27億⼈を超えるインド、中国、インドの⼆⼤国の市場にアクセスが可能
・幅広い⽣物多様性による農業、薬草、アロマ植物研究等の可能性
・ヒマラヤ⼭脈とユニークな⽂化遺産との融合による観光業の潜在性

②海外市場へのアクセス
・世界貿易機関（WTO）へ加⼊済み（2003年4⽉）
・インドへは無関税で、オープンボーダーアクセスが可能
・中国へは約8,000品⽬が⾮課税
・EUのEBA対象国
③労働市場の潜在性
・⼈⼝増加の継続⾒通しと豊富な労働⼈⼝（⼈⼝の57%、2017年）
・⽐較的安価な労働⼒（2017年時点、最低賃⾦⽉額9.7000ルピー（約96$）
・カトマンズを含む都市部では、英語を話す⼈⼝が多い

④事業・ビジネスのしやすい環境
・ほぼ全ての業種で、外国投資家による100%所有が認められる
・世銀の”Ease of Doing business Report 2018”で、南アジアでは、インド、ブータンに

次ぐ第3位にランク付け
・資本及び利益・配当⾦の本国送⾦が認められる
・⼆重課税防⽌協定や⼆国間投資促進保護協定を複数の国と締結。今後増加する⾒通し

 外国投資を呼び込む戦略と優位性
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3. ⽇本企業の進出状況︓課題と強み (1)
①ネパールで事業展開を検討している（あるいは、検討していた）企業

会社名 ビジネス内容

（株）かんぽう ⽇本の1万円札の原料でも「みつまた」の栽培・加⼯技術の普及（2017）

DRC（株） 栄養価の⾼いモリンガの栽培と商品化（2016）

（株）⼭正 ⼥性の現⾦収⼊源創出に向けたもぐさ製造と商品化（2016-2017）

三井⾷品⼯業（株） しょうがを原料とする⾼付加価値農産加⼯品事（2012）

WAVE89（株） ネパール産ピーナツを⽤いたピーナッツバター、エナジーバーの開発

出所：バスクリン社ホームページ。

②ネパールで事業展開している企業
・在ネパール⽇本⼈会商⼯部加盟企業（和⾷レストラン、⽇本⾷品の輸⼊販売）
・UCC上島珈琲（珈琲⾖の輸⼊）
・バスクリン（ネパール産ハーブを⼊浴剤に配合）
・資⽣堂（ネパール産りんどうを化粧品に配合）
・タキイ（種の輸出）、他



11

3. ⽇本企業の進出状況︓課題と強み (2)
ネパールで事業展開する⽇本企業が直⾯する課題

ネパールで事業展開する⽇本企業が感じる強み
FVCの段階 ⽣産 加⼯ 販売

ネパールの
強み

原料としての質の⾼さ
原料としての稀少性
有⽤な原料としての潜在的な
可能性

多様な伝統⾷品等の⾼
付加価値化の可能性

ネパールブランドを活⽤
した販売

農産物例 みつまた、モリンガ、もぐさ、
等

ハーブ、⾖類、等 珈琲、紅茶、チーズ、

企業例 （株）かんぽう
DRC（株）、（株）⼭正、等

バスクリン、等 UCC上島珈琲



4. ネパールのFVC構築のための有望分野 (1)

12

②国内ハイエンド
(富裕層・観光客) ①⽇本・先進国市場

④国内ボリューム
ゾーン ③インド・中国市場

⾼性能、⾼品
質、省エネ、
品質管理、等

⽣産性、耐久
性、操作性、

省エネ等

技術に対するニーズ ⽇本企業のB2B、B2C機会
市場拡⼤、VCの改善・強化潜在機会か

潜在機会 or 競合市場か︖ 市場拡⼤ or 競合市場か︖

チーズ、珈琲・紅茶、蜂蜜、ハーブ、
⾹⾟料、百草、薬品・化粧品、他

⾷糧安全保障重視

有期野菜、養殖⿂、⽇本⾷、珈琲・紅茶、
チーズ、蜂蜜、ハーブ、⾹⾟料、他

農業投⼊市場︓種苗、肥料、等
農業機械、農業⾦融 調査が必要

市場からみた検討軸（調査開始時）

輸出志向

有望
分野
か︖



4. ネパールのFVC構築のための有望分野 (2)
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市場からみた検討軸（専⾨家選定時）

有望
分野
か︖
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4. ネパールのFVC構築のための有望分野 (3)
ネパールでのFVC構築のための有望分野と想定し、分野ごとに専⾨家を選定

分野 ネパールでの調査内容

インフラ整備
（灌漑施設含む）

・灌漑のための⽔利⽤効率の改善に関する技術協⼒の可能性。
・ICTを⽤いたスマート農業の促進等、⽇本企業のFVCへの投資促

進の可能性。

畜 産
・ネパールにける畜産業の現状
・様々な病原体に関するワクチン開発、及び遺伝⼦診断技術の開発

に関する技術協⼒の可能性。
・開発済みワクチンを活⽤したビジネス展開の可能性。

⾷品加⼯（全般）
・ネパールの主要農産物や伝統⾷品の品質や加⼯技術の向上に関す

る共同研究・技術協⼒の可能性。
・品質や⾷品加⼯技術の向上によるビジネス促進の可能性

⾷品加⼯
（有⽤植物資源）

・ネパールの有⽤植物資源に関する活⽤の可能性の協議。
・世界情勢を踏まえたビジネス促進の可能性。

FVC ・FVCからみたネパールの主要農産物・⾷品のビジネス環境と課題
・⽇本企業とのビジネス機会の可能性
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5. 現地業務の概要

⽇程 ⾏程

2019年
1／22（⽕）

午前：ネパールまでの移動
午後：⽇本⼈関係者との意⾒交換（在ネパール⽇本⼤使館、⽇本⼈会
商⼯部会、JICAネパール事務所、投資庁アドバイザー、JICAプロジェ
クト等）

1／23（⽔） 終⽇：カブレパランチョーク郡訪問
（農業関連NGO、ミルク⽣産加⼯⼯場、農業協働組合）

1／24（⽊） 午前：ネパール政府関係機関表敬
午後：ネパール農業関連企業・研究機関との交流会

1／25（⾦）
午前：カトマンズ近郊卸売り市場、農業関連企業の視察
午後：A班：カトマンズ市内流通状況の視察

B班：チトワン移動、灌漑施設視察

1／26（⼟） 午前：B班：Nepal Agritech International Expo 2019視察
午後：B班：チトワン農業・林業⼤学との交流

◆現地視察プログラムの概要

［オプション］

［オプション］
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6. 事業の結果・⽅向性 (1)
ネパールでの主要農産品別の⽣産、加⼯、流通の現状と課題

FVCの段階
作物

現状と課題
⽣産 加⼯ 流通

穀物
（コメ、⼩⻨、
トウモロコシ、

投⼊財（良質の種、
肥料）不⾜
灌漑設備不⾜
狭い農地
技術⼒の不⾜
⽣産量の不⾜
低い⽣産性

殆ど⾏われていない
限られた精⽶所
ブランド化・⾼付加
価値化不⾜

備蓄倉庫の不⾜
仲買⼈の⾼マージン
インフラの未整備
輸出抑制
輸⼊超過

野菜・果物等
コールドチェーン不⾜
仲買⼈の⾼マージン
インフラ未整備

換⾦作物 仲買⼈の⾼マージン
備蓄倉庫の不⾜

畜産物 動物衛⽣管理不⾜
技術⼒不⾜

衛⽣管理不⾜
技術⼒不⾜
ブランド化・⾼付加
価値化不⾜

コールドチェーン不⾜
インフラ未整備
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6. 事業の結果・⽅向性 (2)
ネパール政府の対応戦略・⾏動計画
⽬標︓農家の⽣活改善と⾷糧と栄養の安全保障の確保

成果 主な⾏動計画

1．ガバナンスの改善 貧困農⺠の⾷糧と栄養の安全保障、農⺠の権利の改善

2.⽣産性向上

農⺠とアグロビジネスのニーズに即した分権化に伴う農業普及サービスの実
施
農⺠とアグロビジネスのニーズに即した農業分野の研究の実施
農業分野の教育システムの強化
適切な農地と⼟地利⽤改⾰
灌漑施設の増加
適切なタイミングでの⼗分な投⼊財の投与
種政策の実施。肥料供給の改善
畜産技術の強化
気候変動等への対応強化
農産物・⾷品安全制度の強化

3.儲かる農業の実践

商業的農業の推進
優遇税制政策
農業バリューチェーンの強化
農村道路の整備
農村電化の改善

4．競争⼒の強化
市場インフラの開発
イノベーティブな⼩中規模アグリビジネス農家の発展
⾷品・農産品輸出強化
⾷品衛⽣・質の強化
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6. 事業の結果・⽅向性 (3)
分野 ⽀援の⽅向性とビジネス機会

インフラ整備
（灌漑施設含む）

• 新設する農業⽔利施設および既存施設の改修（取⽔⼯、ポンプ場、⽤排⽔
路、分⽔⼯など）のインフラ整備

• （将来的には）ICTを活⽤したスマート農業

畜 産

・Egg Basketと呼ばれるチトワン地区を含めたインド国境平野部での養豚、
養鶏の⼤規模化

• 将来の技術協⼒・研究協⼒のカンターパートとなる研究者、技術者の育成。
⽇本獣医師会の「アジア地域獣医師研修事業」やJICA「獣医個別研修」制
度を利⽤した研修⽣の受け⼊れ。

• 専⾨家の派遣を含め、⽣産性及び家畜衛⽣の改善に資する技術協⼒

⾷品加⼯（全般）
• ⽣産技術や資源管理に関する普及・教育に関する継続した⽀援が必要
• ⾷の安全・安⼼に関する⽣産者・消費者双⽅への技術協⼒
• ⾷品加⼯分野の潜在的需要がある対象を特定する調査

⾷品加⼯
（有⽤植物資源）

• 持続的な農地利⽤（灌漑施設から、川上から川下までの⼀貫した事業、持
続性のある⽀援）

• アグロフォレストリーの実践、企業との環境ビジネス（⼟壌・空気・森
林・天空）の創造

• アグロメディシン（やCash Cropの発。⽇本の育種・種苗会社とのコン
ソーシアムビジネスを展開

• ドローン（UAV/Drone）の活⽤による栽培適地の評価、⽣育環境の把握

FVC
• ⾷糧安全保障 food securityの優先
• 輸⼊農産品・加⼯品の国産品による代替
• 流通市場・輸出チャンネルの効率化の基礎調査の実施
• 国際ニッチ市場への⾃国産品ブランディング・マーケッティング促進


