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2-4 ネパールのFVC構築に向けた有望分野の分析 

2-4-1 日本企業の進出状況とビジネス上の課題・強み 

ネパールには、在住日本人を中心とする日本人会が設立され、商工部会が設けられている39。現在の

加盟企業は51社である。この内訳は、コンサルティング・人材育成８社、ホテル ３社、輸送 １社、建

設業9社、情報通信 8社、教育 2社、飲食店 6社、旅行代理店5社、製造・販売10社である。 

経済産業省や JICA の民間連携事業を活用し、ネパールにおいて事業展開を実施・検討している企業

は次の通りである。 

 

会社名 ビジネス内容 

株式会社かんぽう 「みつまた」の栽培・加工技術の普及モデル実証事（2017） 
＊日本の1万円札の原料でもあるみつまたの栽培と加工 

DRC株式会社 モリンガの栽培と商品化に関する基礎調査（2016） 
＊栄養価の高いモリンガの栽培と商品化 

株式会社山正 女性の現金収入源創出に向けたもぐさ製造に関する基礎調査（2016-
2017） 
＊もぐさの栽培と商品化 

三井食品工業株式会社 
 

高付加価値農産加工品事業準備調査（2012） 
＊しょうがの原料としての取引 

WAVE89（株） 
 

平成30年第4回飛び出せ JAPAN 
＊メイドインネパールのピーナツを用いたエナジーバーの開発 

 

以上の他に、ネパールに進出、あるいは輸出入を行っている企業として以下が確認されている40。 

・ (株)キャメルコーヒー（カルディカフェを出店。数年前に撤退。） 

・ オタフクソース(株)（お好み焼き教室に参加した研修生による、オタフクソースを使用したレスト

ラン経営。） 

・ UCC上島珈琲（日本の商社を通じたコーヒー豆の日本への輸入） 

・ 株）バスクリン（ネパール国立トリブバン大学アユ

ルベーター校が監修したハーブ（マチルス41エキ

ス）を配合した入浴剤アーユルタイムを日本で商品

化・販売） 

・ 富士山の銘水株式会社（ミネラルウォーターの開

発・商品化） 

・ ロアシスジャパン（チーズの製造・加工、日本への輸入・販売） 

・ タキイ（種の輸出） 

・ 資生堂（化粧品へのハーブの活用のため原料を輸入） 

                                            
39 http://www.jccnepal.org/ 
40 この他に、ネパールの産業局に登録している日本資本による企業がある。 
41 マチルスは、クスノキ科の植物で、亜熱帯に分布し、暖かく湿った気候で生成する。ネパールでは古くから食品、医薬品

として用いられていた。（バスクリンのホームページ等より。https://www.bathclin.co.jp/news/2018/0810_5453/）。バスクリン

は、マチルスエキスを保湿成分として配合している。 

 
出所：バスクリン社ホームページ。 
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（２）日本企業の進出課題 

以上の日本企業の多くから、共通して聞かれるネパールとのビジネスを行う上での課題は次の通りで

ある。 

表2-4-1 日本企業が直面するFVC構築上の課題 

FVCの段階 

企業の業務内容 

現状と課題 

生産 加工 流通 

原料の調達を主とする

企業 

生産量の不足 
低い生産性 
点在する農地 
技術力の不足 

（ネパール国内での加工技術

不足） 

輸送コスト高 

インフラの未整備 

加工を行う企業 動物衛生管理不足 衛生管理不足 制度実施の脆弱性 

 

生産については、ネパール現地で農産物を生産している企業は限られるが、どの企業からも、生産量

の増加と生産性向上の難しさ挙げられた。生産量については、今回ヒアリングをした企業の生産地は丘

陵地にあり、広い農地をまとめて確保することが困難であることや、生産の技術移転に時間を要するこ

とが要因として挙げられた。また、生産物を原料として日本に輸入する場合には、陸路でインドまで運

んだ後に海路を利用することになる。生産地からインドまでの陸路もネパール側の地理的問題や不十分

な道路インフラという制約があり、物流コストが高止まりすることは避けられない。近年は、人件費の

増加が生産コストをさらに押し上げる懸念があるとの声も聞かれた。 

ネパールで食品加工を行う日本企業はさらに限られるが、手作業を行う工程が中心であるとのことで

あった。道路以外の電気や水などのインフラは、近年徐々に整備されてはいるが、地域によってはまだ

改善の余地が大きい。 

 

他方、ネパールとのビジネスに満足している企業からは、以下が強みとして挙げられた。挙げられた

強みごとに、進出企業の事例を以下にまとめた。 

 

表2-4-2 日本企業が期待するFVC構築上の強み 

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、 

 

ネパールで生産を行っている企業は、ネパールの農産物が原料として高い価値を有していることを認

識している。日本企業が求める原料を、ネパール人は雑草として扱い食用として認知されていない植物

があることも確認されている。この点からは、有用な食物資源がさらに発掘される可能性を持ってい

る。食品加工への取り込みは、一部の大手企業を除けばまだ家内産業程度のものが大半をしめるもの
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の、農産品の栄養価値を認識し、加工技術が進歩すれば、発展する余地は大きい。また、販売の点から

は、ネパールの持つエベレスト／ヒマラヤなどの自然資源、アーユルヴェーダ、ヨガなどの文化資源、

ヒンズー寺院・仏教寺院等の世界遺産・観光資源、などを活かしたブランド化、販売戦略を立てられる

ことが挙げられた。 

 

2-4-2 ネパールのFVC構築に向けた有望分野 

以上の日本企業からの評価と第2章でこれまで概観したネパールの農業・食産業の概況、、投資・ビ

ジネス環境を踏まえて、ネパールのFVC構築を考える上での有望分野を、市場の視点から4次元に分

けて分析したフレームが図4-2-1と図4-2-2である。 

調査開始時には、ネパールの投資有望分野を分析する視点として、図4-2-1を想定していた。日本企

業のビジネス機会として、 初に、①日本・先進国市場と、②国内ハイエンド（富裕層・観光客）に着

目した。しかし、これまで進出している日本企業の多くは、原料の調達先としてネパールを選択し、日

本への輸出、日本での原料加工・商品開発・販売を行ってきており、図4-2-1の「①日本・先進国市

場」が主な市場であった。今後の有望市場も、同じ市場の拡大を狙う可能性が高いと想定された。さら

に、ネパールと隣接し大きな市場となり得るインド・中国への進出を狙う「③インド・中国市場」の可

能性について調査が必要と考えた。 

 

 

図2-4-1 ネパールにおける投資有望産業の分析フレーム（調査開始時） 

 

しかしながら、現地調査前の事前調査を通じて、図2-4-1の見直しを行い、図2-4-2のように修正し

た。この理由は、ネパールの農業・食品産業の現状を踏まえると、④国内ボリュームゾーンへの需要が

大きいことが明らかになったためである。また、③インド・中国市場は、将来的な可能性はあるもの

の、現時点においては特にインドに対して大幅な貿易赤字であり、かつインドからの農産物の輸入品が

コメ、トウモロコシ、大豆、じゃがいも、小麦といったネパールの主要食糧であることを確認した。一

方、政府のADSにおいても、特に丘陵地帯においては、地域の特性に応じた野菜・果物、ハーブ等の
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特産品の生産性向上、質の向上等による高付加価値化が目標として掲げられており、商業的な農業の促

進が期待されている。 

 

 

図2-4-2 ネパールにおける投資有望産業の分析フレーム修正版（事前調査後） 

 

以上の調査結果を踏まえて、本調査においては、以下を有望分野と想定して専門家の特定を行っ

た。 

 

分野 ネパールでの調査内容 

インフラ整備 

（灌漑施設を含む） 

・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、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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第 3 章 現地調査の実施 

3-1 ネパールアグリビジネス現地訪問プログラムの概要 

 2019年1月22日（火）から29日（火）の約1週間、前述した有望5分野（灌漑・用水管理、家畜衛

生、食品加工、植物資源、FVC）の専門家及びネパールでの農業やアグリビジネスによる事業進出に関

心のある日本企業5社、さらに農林水産省の関連部局からの参加を得て、「ネパールアグリビジネス現

地訪問プログラム」としてミッション調査団を派遣した。（参加者を添付資料2に示す。） 

 本ミッションでは、現地政府関係者との交流、生産地訪問、農業関連企業とのネットワーキング、在

ネパール日本人会商工部会や JICA関係者などからの情報収集や意見交換を通して、ネパールの農業生

産性向上や農産物の高付加価値化のための研究協力や投資・ビジネス環境に関して調査を行うことを目

的として実施した。 

 

（1）参加企業の募集 

 参加企業の募集は、主として下記の方法に基づき行った。結果として、5社からの参加を得た。 

募集期間 2018年11月20日～2019年1月11日 

主な方法  ネパール投資セミナー42参加者への呼びかけ 

 グローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会メンバーへの呼びかけ 

 JETROのメーリングリスト登録者への案内 

 JICA民間連携事業に関するホームページ上での情報提供 

 JICA国際キャリア総合情報サイト（PARTNER）研修・セミナー情報での募

集 

 ㈱国際開発センターのホームページでの募集 

 業界団体への呼びかけ 

 

（2）専門家の選定 

 専門家の選定にあたっては、農林水産省と協議の上、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構（農研機構）及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）に協力依頼し、農研機

構から専門家2名、JIRCASから専門家1名の参加を得た。また、ネパールの有望分野として考えられ

る植物資源に知見を持つ専門家1名ならびにFVCに関し幅広く専門的な知見から助言可能な専門家1

名については、㈱国際開発センターのネットワークを活用し選定した。 

 

（3）プログラム日程 

 本プログラムの日程は下記のとおり行った。 

日  程 内  容 

1月22日（火） 午前：バンコク経由でカトマンズ入り 

午後：日本大使館、JICAネパール事務所、日本人会商工部会、JICA専門家、

JICAボランティア、NGO等との情報・意見交換会 

                                            
42 駐日ネパール大使館主催、UNIDO東京事務所とJETROの共催にて2018年11月20日（火）に開催された。ネパールか

らプラディープ・クマール・ギャワリ外務大臣及びマハ・プラサド・アディカリ投資庁長官が参加。日本側の参加者は約

150名であった。 
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1月23日（水） カブレパランチョーク郡訪問（生産地訪問） 

・NGO Love Green Nepalとの意見交換 

・ミルク生産工場訪問 

・Pratistha Agriculture Cooperative Ltdとの意見交換 

1月24日（木） 午前：ネパール政府訪問、意見交換 

  農業・家畜開発省、ネパール農業研協議会（NARC）、エネルギー・水

資源・灌漑省、森林・環境省、産業・商業・供給省43 

午後：Nepal-Japan Business Sharing and Networking Meetingの開催 

1月25日（金） 午前：カリマティ卸売り市場見学、Global Capital Investment Limitedの農場視

察 

・その後、チトワン郡で開催される「Nepal Agritech International Expo 2019」

の視察参加者（専門家4名、企業3社）は、チトワンへ移動した。チトワ

ンへ移動の際に、灌漑施設の見学を行った。 

・専門家1名、企業2社はカトマンズに残り、市内視察（小売り、レストラ

ン、スーパーマーケット等）を行った。 

・農林水産省職員は午前中に小売り、スーパーマーケット等の視察を行い、

帰国のためバンコクへ移動した。 

1月26日（土） 農林水産省職員：帰国 

専門家1名、企業2社：帰国のためバンコクへ移動 

専門家4名、企業3社：終日、Nepal Agritech International Expo 2019視察、チ

トワン農業・林業大学（Agriculture and Forestry University）との交流 

1月27日（日） 専門家4名、企業3社：チトワンからカトマンズへ移動 

1月28日（月） 専門家4名、企業3社：カトマンズからバンコクへ移動 

1月29日（火） 専門家4名、企業3社：帰国 

 

3-2 主な実施内容 

(1) 日本人関係者との情報交換 

 1月22日に行われた日本人関係者との情報・意見交換会には、日本大使館、JICAネパール事務所、

日本人会商工部会、JICA専門家、JICAボランティア、NGOからの参加があり44、ネパールの農業の現

状・課題等を共有しながら、ネパールでの農業の発展や農産物輸出入の促進に関する支援の方向性、協

力可能性及びビジネス機会の可能性について意見交換を行った。参加者から提供された主な情報・説明

内容は下記のとおりである。 

参加者 主な内容 

日本大使館 ・ネパールの農林産業の概況（ネパール国の特徴、農業の特徴等） 

・ネパールの農林産業の構造と変化（農林業GDPはGDP全体に占める割合は約31%。

近年は横ばい傾向。主要な国内生産農林産物はコメ、トウモロコシ、小麦、野菜類、

さとうきび、じゃがいも。） 

・主な農林産業政策：Agriculture Development Strategy（ADS農業開発戦略（2015-2035）） 

・貿易政策の現状と今後の方向性：主要貿易相手国はインド。ネパールとインドの貿

易条約では農林水産物を含む多数品目において関税は撤廃されている。2009年11月

                                            
43 産業・商業・供給省との面談は、次の予定との時間の都合上、企業及び専門家からの参加はなかった。 
44 日本大使館の協力により、現地から17名の方の参加を得た。 
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以来、コメ、小麦、豆（キマメ）、砂糖の輸出を原則禁止している。牛肉の輸入を禁

止。 

・ネパール政府の輸出戦略のひとつに、今後拡大を目指す農林産物としてカルダモ

ン、茶類、しょうが、が挙げられている。 

JICAネパール

事務所 

・農業の課題：干ばつ・洪水の影響を受けやすく、局地的に食糧不足に陥ることがあ

る。農業生産の向上に必要な投入（灌漑、肥料、種子、道路等）の近代化・整備が遅

れているため生産性が低く、農産物の市場規模が限定的。 

・1970年代より農業関連の支援を継続。現在は、2つの技術協力プロジェクトを実施

中45。その他、ボランティア派遣（農業関連25名）、草の根事業（農業関連3件）を

実施している。 

・現在の対ネパール農業支援の方針：食料生産性向上、農産物の高付加価値化・多様

化及び農産物加工などを通じた農業収入機会の向上、農業普及サービスの効率化と

農民組織育成 

ネパール投資

庁 JICA 専門

家 

・ネパールへの投資メリット：インドと中国を輸出市場とできる、経済特区の減免措

置、企業法に基づいた優遇税制等のインセンティブ、安価な労働力 

・ネパールの農業分野：ネパール経済は農業に大きく依存。自給型・労働集約型農業。

豊富な農作物を生産しているが、需要の40%はインドから輸入。 

・政府の戦略：バリューチェーンアプローチ、ヒマラヤブランド・市場拡大、加工、

輸出志向（インド向け無税輸出） 

・JICA民間連携事業：2014年以降6件あり。民間の農業案件は現在4件（いちご栽

培、球根栽培、ピーナツバター生産、エナジーフード）。 

日本人会商工

部会 

・ネパール日本人会商工部会は2004年4月発足。2019年1月現在、45社が加入。理

事会・分科会の開催、イベント開催、他組織との横断的情報交換、新規進出検討企

業への情報提供等を行っている。 

・実務上の諸課題：混沌とした行政、政策調査・準備のない政治的意志決定、インフ

ラの未整備、政治・行政・市民の経験不足、ビジネス経験の不足 

・ネパール農業の優位点：標高差を活用した展開、インド市場（隣接州に4億人の市

場）、「ヒマラヤ」ブランド、勤勉な農家、インド・ネパール若年層の食生活の変化 

JICAボランテ

ィア 

・青年海外協力隊（バグルン郡・野菜栽培）：糖度にばらつきがあるなど低品質のた

め、取引価格が下がることが課題。粘土質の土地改良を実施。 

・青年海外協力隊（イラム郡・獣医）：家畜（乳牛、水牛、ヤギ）の検査業務を支援。

検査機はデンマークの会社のものを使用。 

・シニアボランティア（シャンジャ郡・野菜栽培）：オーガニック野菜が流行してい

るが、オーガニックだからといって何も手を施さず放任になっていることが課題。 

NGO ・2014 年からカブレパランチョーク郡における農業振興を通した被災地復興支援事

業を実施。農業振興の阻害要因：天水頼みの伝統的自給農業、農業インフラ（灌漑）

が未整備、マーケットへのアクセスが限定的。 

・換金作物の栽培技術向上、農業用水の増加、農業組合能力強化とマーケティングシ

ステム構築を支援 

 

 

                                            
45 「シンズリ道路沿線商業的農業促進プロジェクト」（2015～2020）、「タライ平野灌漑農業振興プロジェクト」（2019～

2024） 
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日本人関係者との意見交換会（於：ヒマラヤホテル） 

 

 (2) カブレパランチョーク郡訪問 

 カブレパランチョーク郡は、首都カトマンズから東へ約30kmにあり、野菜生産や畜産（牛乳の生

産）が盛んな地域である。本プログラムでは、JICA草の根技術協力事業46で実施中の「カブレパランチ

ョーク郡パンチカール市における循環型農業を基盤とした土壌改良および人材育成による持続可能な地

域の生計向上体制の構築」（2017～2022年）事業の現地カウンターパートであるNGOラブグリーンネ

パールとの情報・意見交換47、ミルク生産工場への訪問、Pratistha Agriculture Cooperative Ltdとの情報・

意見交換を行った。 

 

1) ラブグリーンネパールとの意見交換会 

 ラブグリーンネパールは、1991年に設立されたNGOでネパールの団体登録法によりカトマンズの郡

管理事務所に正式に登録されている団体である。ラブグリーンネパールの活動資金は、ネパール国内で

の調達や寄付金の募集以外にも、日本を中心とした海外からのドナーや INGO、個人などからの寄付に

より運営されている。現在、JICA草の根技術協力事業として「カブレパランチョーク郡パンチカール市

における循環型農業を基盤とした土壌改良および人材育成による持続可能な地域の生計向上体制の構

築」を実施している。カブレパランチョーク郡のパンチカール市は首都カトマンズから45km北東に位

                                            
46 国際協力の意志のある日本のNGO、地方自治体、大学、民間企業等の団体が、これまでの活動を通じて蓄積した知見や経

験に基づいて提案する国際協力活動を、JICA が提案団体に業務委託して JICA と団体の協力関係のもとに実施する共同事

業。JICAが政府開発援助（ODA）の一環として行うものであり、開発途上国の地域住民の経済・社会の開発または復興に

寄与することを目的としている。 
47 当初、ラブグリーンネパールのデモンストレーションファームを視察予定であったが降雨による悪天候のため道路事情が

悪化していることから農場視察は中止し、カブレパランチョーク郡パンチカール市にあるラブグリーンネパールの事務所

で関係者との意見交換を行った。 
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置しており、野菜生産地として重要性が高まっている。一方で、パンチカール市では、1）農薬過剰使

用による地域住民への健康被害・土壌汚染 2）農薬過剰使用による農産物の価値の低下 3）農家の自

立の可能性の低下（海外出稼ぎ労働者の増加）などの課題が懸念されているだけでなく、体系的な農業

技術指導が行われておらず、安全な野菜栽培を指導できる人材が不足しているという課題がある。この

ため、行政機関と連携しつつ、循環型農業の推進による土壌の改善および住民の生計向上、及び安全な

野菜栽培を指導できる人材の育成、安全な野菜を流通させるための共同組合のシステム構築に取り組ん

でいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGOラブグリーンネパールとの意見交換会（於：カブレパランチョーク郡パンチカール市） 

 

 ラブグリーンネパールでは IPM（Integrated Pest Management）48の考え方を取り入れて、適量の殺虫剤

や化学肥料の使用について農家へ指導を行っていることが特徴である。さらに団体の創設以来、森林管

理にも注力しており、森林破壊や労働負荷の減少につながるよう、薪の利用を削減するため、環境に配

慮したバイオガスの普及にも取り組んでいる。 

農家は一般的に「儲かる農業」についての意識が低い、また、飼育する家畜（水牛、ヤギ、鶏など）

への配慮（動物福祉、飼養管理、予防接種など）が不十分である。このため、ラブグリーンネパールで

は農家への地道な指導を行い、結果を出すことによって、農家の信頼・理解を得ながら農家のマインド

セット（伝統的な方法から抜け出せない状況）が変わっていくように支援を行っている。 

 専門家や企業からは主に次の質問があった。 

 

                                            
48 総合的病害虫管理。病害虫の防除に関し、利用可能なすべての防除技術を利用し、経済性を考慮しつつ、適切な手段を総

合的に講じる防除手法のこと。その目的は、人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽減あるいは 小限にし、環境保

全を重視したものに転換することにより、消費者に支持される食料供給を実現することである。 
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 家畜の人工授精は行っているか：ネパール政府機関の支援を得て実施している。 

 IPMの基礎をどこで学んだか：ネパール政府と INGOの指導による。 

 灌漑施設の利用者は利用料を払っているか：施設の見張り役への報酬分（100～200 ルピー49）

を支払う。 

 

2) ミルク工場訪問 

 パンチカール市内にあるミルク工場（Jay Shree Krishna Dairy Factory）を訪問した。ここでは、毎日

150の農家から生乳を集荷し、1日に1万ℓの牛乳を生産している（ブランド名は「Arpan」）。原乳価格

は80ルピー/ℓで、販売価格は35ルピー/500mℓである。80℃で15秒の高温殺菌で賞味期限は2日間で

ある。コールドチェーンが普及していないため、常温で流通している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jay Shree Krishna Dairy Factory（Arpan milk） 

 

3)  Pratistha Agriculture Cooperative Ltd.との意見交換 

 Pratistha Agriculture Cooperative Ltd.は、パンチカール市にある農業協同組合で、農業の生産性向上や近

代化、ビジネス化に取り組むため2009年に設立された。現在の会員数は858人で、野菜生産農家や畜

産農家が主である。協同組合では農家への貸付を行っており、担保なしの貸付種類は2種類あり、ひと

つは農業生産に関わる貸付（50,000ルピー）で、半年以内の返済が要求される。もうひとつは、農業に

関するビジネスを始める際の貸付（100,000ルピー）で、1年以内に返済する必要がある。子どもの教育

資金や自動車購入資金などの貸付も行っているが、この場合は担保が必要となっている。 

 

                                            
49 1ネパール・ルピー＝約1円（2019年2月現在） 
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Pratistha Agriculture Cooperative Ltd.訪問 

 

 主な意見交換は次の通りである。 

 貸付時の契約について：3名（会員2名と連帯保証人（借りる側の家族1名））のサインが必要 

 耕運機などのレンタルは行っているか：レンタルもできるが（1,000ルピー/時間）、農繁期はど

この農家も同じであり、耕運機の利用時期が重なるため、一世帯に一台必要である。農家も、

いつでも自由に使いたいと考える傾向があるため、レンタルより購入がよい。耕運機は一台約

55,000ルピー。 

 貸付の原資は組合の資金のみで足りているか：当初は組合の資金のみで賄っていたが、足りな

くなってきたため、近年は銀行から借りている。 

 農業保険の代理店の有無：農業開発銀行が農作物と家畜の保険を提供している。 

 

(3) ネパール政府との交流 

 ネパール政府への表敬及び交流については、在ネパール日本大使館の協力を得て実現可能となった。

ネパール政府表敬先は、農業・家畜開発省及びネパール農業研協議会（NARC）、エネルギー・水資源・

灌漑省、森林・環境省、産業・商業・供給省の4省と1研究機関である。 

 農業・家畜開発省及びNARCからは、日本がこれまで実施してきた農業分野での協力について感謝の

意が述べられた。また今後も引き続き、稲作、畜産などを中心に農業全般について日本の専門家や青年

海外協力隊派遣に対する期待が高いことがわかった。とくに近年では、農業・家畜開発省としてはマー

ケティングを活発にし「売れる農業」政策を進めていきたい意向があり、生産から流通までの技術的協

力やシステム強化についても、日本への期待が高まっている。また、ネパールブランドとしての有機野
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菜の普及や、従来からの特産品であるパシュミナやレザー製品、ネパールペーパーの生産、養蚕、畜

産、ニジマス養殖などが有望産業としてあげられた。 

 森林・環境省からは、森林管理や水管理、アグロフォレストリーや生物多様性の観点から農業との関

係性について説明があった。また、エコツーリズムも盛んになっているため、農業との連携した取組の

可能性も示唆された。 

 エネルギー・水資源・灌漑省からは、今回の官民連携によるミッションチームの訪問について歓迎の

意が述べられ、ネパールの地形に合った灌漑設備開発への協力や、土砂崩れや洪水があっても耐えられ

る灌漑設備整備支援に対する期待が述べられた。また、洪水対策や川管理の技術協力の提供にも期待が

高い。さらに、今後ネパールでインフラ整備をしていく際には環境破壊を招くことなくバランスをとり

ながら開発すること、気候変動の問題も視野に入れ、農業、環境、インフラ整備を包括的に行うべきで

あることなどが強調された。 

 

(4)  Nepal-Japan Business Sharing and Networking Meetingの開催 

1月24日の午後にヒマラヤホテルにおいて「Nepal-Japan Business Sharing and Networking Meeting」を開

催した。日本とネパールのアグリビジネスを促進できるよう、ビジネスや共同研究の可能性を検討した

り、関係者同士のネットワークを強化することを目的に実施した。本プログラムの概要は、下記の通り

である。 

 

時間 内容 
12:30-13:30 受付、昼食 
13:30-13:45 開会のあいさつ（農林水産省） 
13:45-14:30 ■ネパール側からのプレゼンテーション 

1) 農業や畜産、アグリビジネスに関する政策について（農業・家畜開発省） 
2) ネパールにおけるFVCとビジネスプロモーション（Global Capital Investment 

Limited）   
3) 質疑応答 

 休憩 
14:40-15:50 ■日本側からのプレゼンテーション 

１) 共同研究、技術協力、ビジネス機会の可能性について（専門家5分野） 
2) 企業紹介（5社） 
３) 質疑応答 

15:50-17:00 ■グループに分かれての意見交換会、ネットワーキング 
(1) FVC 
(2) 家畜衛生 
(3) 植物資源 
(4) 灌漑・用水管理 
(5) 食品加工 

総勢約80名の参加者があり、活発な意見交換が行われた。ネパール側参加者リストを添付資料４に

示す。 

 本プログラムに参加したネパール側企業及び団体のうち、17 社からアンケート回答を得た。プログラ

ム全体に対する満足度は、「大変満足」が4社、「満足」が12社、「普通」が1社であり、概ね高い満足度

が得られた結果となった。特に有益だった内容としては、「日本人専門家からのプレゼンテーション」、
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「日本企業からのプレゼンテーション」をあげた回答がそれぞれ同数で11社あり、 も多くなっていた。

次に「グループでの意見交換会」との回答が 7 社あり、日本側からの情報提供が特に役に立ったと言え

る。 

 17 社中 2 社が、既に日本企業と協力したビジネスを展開している。両社とも野菜の種子の輸入を行っ

ている。また、17 社中 1 社が、米国企業と連携してベリー類の生産を行っていることがわかった。日本

企業との連携アイディアとしては、「野菜の種子の研究、品種改良」、「酪農（ヤクチーズ、ヤギのミルク

から作るチーズ）の促進」、「花きビジネスの展開」、「JAS規格の取得支援」、「大学との共同研究（栽培試

験、新しいテクノロジーの導入、加工技術の向上等）の実施」との回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アグリビジネス交流会（於：ヒマラヤホテル） 
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(5) カリマティ卸売市場視察 

 1/25の朝に、カリマティ卸売市場の視察を行った。この卸売市場は公営であり、各業者は場所代を払

って販売を行っている。その日の卸売価格は、電光掲示板に表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリマティ卸売市場、マーケット 
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 (6) Global Capital Investment Ltd.の農場訪問 

 カリマティ卸売市場視察後、カトマンズ郡ラムコットにあるGlobal Capital Investment Ltd.の農場を訪

問した。ここでは日本米を含めた17種類の農作物を生産している。将来的には完全な有機農法を目指

しているが、現時点ではできるだけ化学肥料や農薬を使用しないという方針で生産を行っている。野菜

の種は中国や韓国、日本から輸入している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Capital Investment Limitedの農場 

 

 (7) 灌漑施設訪問 

1/25の午後、チトワン郡の灌漑施設を訪問した。ナラヤニ川に隣接し、40年前にADBの支援で作ら

れ35年前から稼働。機材はどれも設立当初から使用され老朽化している。田植えが行われる6月下旬

から10月下旬だけ取水している。毎秒2～12㎥の水量（揚水機は毎秒2㎥×2台、毎秒4㎥×2台の計４

台）があるが微調整はできない。この施設で4,700haの地区をカバーしている。現在は米だけを対象と

しており、パイプを修理すれば小麦栽培も可能となる。農家から1haにつき200ルピーを徴収している

が、必要経費（電気代だけで1,500万円）の一部160万円に過ぎない。ナラヤニ川の水は土砂が多く基

幹水路に砂が堆積するため、取水の前に必ず掃除が必要である。 
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チトワン郡の灌漑施設 

  

(8) Nepal Agritech International Expo 2019視察 

1/26の午前中に、ネパールで3回目となるAgritech International Expo（会場：チトワン郡バラトプル

市）を視察した。農業機械、養鶏、酪農、穀物を中心に、関連企業約150社の出展があった。内8割以

上がインド企業とみられる。ネパール企業は、大手政府系企業（種苗、肥料、塩）の他には、簡易な農

機具やため池用の特殊紙の製造販売、コーヒーの生産・販売会社等があった。日本企業はホンダの販売

店が出展し、ジェネレーターと小型耕運機が展示され、送水ポンプ、刈り払い機、芝刈り機のパンフレ

ットが配られていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal Agritech International Expo 2019（於：チトワン郡） 
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(9) チトワン農業・林業大学との交流 

1/26の午後は、チトワン農業・林業大学(AFU)を訪問した。AFUは、農業関連の複数の機関・大学を

合併して2010年に設立された。大学院には、NARCや農業省の職員を多く受け入れている。日本の大

学で博士号を取得した畜産・水産学部長に学内の施設を案内頂いた。AFUは広大な農地（365ha）を持

ち、農家に技術移転をして種の改良を行っている。校内ではティラピア等魚の養殖も行っている。畜産

試験場では、水牛に複数回の繁殖期をもたらす研究を行っている。 後に、畜産・水産学部の教授陣と

の交流が行われ、日本との共同研究・技術移転の期待が寄せられた。 

 

 

3-3 現地調査の成果 

短期間の現地調査であったが、現地調査後に実施した日本からの参加企業のアンケート結果から、プロ

グラム全体への満足度は概ね高く、参加企業が検討していた事業進出の方向性について、ある程度の判

断を導き出せる材料を提供できた結果となった。また、現地調査へ同行した 5 分野の専門家からは、ネ

パールの現状を踏まえた上で、今後の日ネパール間の協力や共同研究、ビジネス展開の可能性を検討す

るための示唆を得ることができた（詳細は添付資料５参照）。 

同時に、現地調査によってネパールの実態を把握することにより、ネパールのインフラ整備の遅れや

灌漑施設等の維持管理の問題、小規模な経済活動やビジネスマインドに疎い農家など、生産、加工、流

通、販売に至る付加価値を高めるFVCの構築を目指すには、それぞれの段階で越えるべきハードルがま

だ多くあることも明らかとなった。 
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第 4 章 ネパールのFVC 構築に向けた課題と取り組み 

４-1 調査結果のまとめと課題 

(1) ビジネス機会と強み 

ネパールは、2011年に国連が開催したLDC諸国会議で打ち出されたイスタンブール行動計画

（Istanbul Programme of Action: IPoA）に基づき、2022年までにLDCを卒業し、2030年までに中所得国

入りをすることを第13次開発計画に明記した。以来、2015年に勃発した大地震の影響で翌年の2016年

は一時的に成長が落ち込んだものの回復し、その後も順調な経済成長を続けている。2018年の速報によ

ると、1人当たりGDPが1,000ドルを超えたとの報告があり、次の見直しの機会である2021年に、

LDCから卒業する可能性が見えてきた。人口も増加を続けており、2021年までには3,000万人を超える

と予測されている。生産年齢人口の増加も続くと予想されていることから、いわゆる人口ボーナスをし

ばらく享受できると期待されている。貧困率の低下も順調にみられる。 

他方、経済成長が著しいインドと中国の間に位置し、計27億人を超える大市場と接している。イン

ドとはほとんどの産品が無税でかつオープンボーダーで輸出入が可能である。中国とも8,000品目が非

課税で取引が可能であり、有望市場へのアクセスがしやすい環境にある。経済協力協定を結んでいる

SAARC7か国の中では、世銀のEasy of Doing Business のランキングはインド、ブータンに次ぎ第3位に

ランク付けされた（2018年、2019年）。外国投資に関する窓口として投資庁が首相直轄機関として設立

されており、外資に関する基本的な法制度も整っている。さらに外国資本100%で法人が設立できるな

ど、外資を誘致しやすい基本的なビジネス環境は整っている。 

 

（2）農業の位置づけとビジネスとしての課題と強み 

GDPに占める農業の割合は年々減少傾向にはあるが、2017年においても25%以上を占める。さらに

農業の就労人口の割合は約70%に留まることから、農業はネパールにおける基幹産業であることは間違

いない。農業が重要セクターであることは、これまでの国家開発計画でも謳われており、かつ近年の投

資計画においても明記されている。 

ネパールの主要農産物は、農業GDPへの寄与率でみると、第1位が穀物（約27%）、第2位が畜産（約

25%）、第3位が換金作物（約22%）である。しかしながら未だに食糧自給は達成されておらず、現行の

長期農業戦略であるADS（2015-2035）の目標値のトップに自給の達成が挙げられている50。政府は、2009

年 11 月より、コメ、小麦、豆、砂糖の輸出を原則禁止しているが、国内の不足分を補うために、インド

から大量のコメ、小麦、大豆、トウモロコシ、ジャガイモを輸入し、インドとの農産品・食産品貿易にお

いても大幅な輸入超過になっていることが確認された。 

農業の問題として、生産性が低いこと、生産量が小さいこと、投入財（種、肥料）の質が低く量が少

ないこと、灌漑施設の不足、インフラ（道路、電力、水）の不足、農業技術力の不足、等があることをネ

パール政府も認識していることは明らかである。さらに、丘陵地帯や山岳地帯では土地所有面積や地形の

制約から小規模農業が主流であること、国内・国外取引ともに市場的農業の促進が遅れていることも明記

                                            
50 ADSが作成された2015年は16%の貿易赤字であり（ベースライン）、5年後の短期目標として貿易赤字がゼロに、10年
後の中期目標として貿易黒字が0～5%に、20年後の長期目標として貿易黒字0～5%を維持、を掲げている。 
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されている。ADSの成果として、生産性向上、儲かる農業の実践、競争力の強化の３つが含まれているこ

とはこういった背景がある。 

 

表4-1-1 ネパール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、小麦、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 
ブランド化不足 

コールドチェーン不足 
インフラ未整備 

 

以上のように、ネパールの農業は、生産・加工・流通の各段階において課題を抱えている。その中で

も、FVCの入り口である生産段階は、投入財、技術力、灌漑設備の不足、狭い農地等の要因により生産性

が低く、非常に大きな課題を抱えていると言える。ネパールとビジネスを行っている日本企業が直面する

課題も類似した内容となっている（表4-1-2）。 

 

表４-1-2 日本企業が直面するFVC構築上の課題 

FVCの段階 

企業の業務内容 

現状と課題 

生産 加工 流通 

原料の調達を主とする

企業 

生産量の不足 
低い生産性 
点在する農地 
技術力の不足 

（ネパール国内での加工技術

不足） 

輸送コスト高 

インフラの未整備 

加工を行う企業 動物衛生管理不足 衛生管理不足 制度実施の脆弱性 

 

これらの課題に対するネパール政府の対応政策・行動計画は次の通りである。 

 

表4-1-3 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 貧困農民の食糧と栄養の安全保障、農民の権利の改善 
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2.生産性向上 

農民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 
農民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 

出所：ADSより調査団作成 
 

他方、ネパールに進出している日本企業からは、ネパールでのビジネスの強みも挙げられており、課

題と政府の取組を含めてまとめると次の通りである。 

 

表4-1-4 日本企業が期待するFVC構築上の強み, 

FVCの段階 ネパールの強み 

生産 加工 販売 

原料の調達を主

とする企業 

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 

 
 

4-2 ネパールのFVC構築に向けた取り組みの提案 

本業務のまとめとして、各専門家からの分析結果と事前・事後の調査結果を踏まえて、ネパールの

FVC構築に向けた（1）共同研究の可能性、（2）技術協力の可能性（ODA等の活用））、（3）ビジネス機

会の可能性、の3つの視点から日本の取組に可能性についてまとめる。各専門家の報告書は、添付資料

５を参照願いたい。 
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4-2-1 共同研究の可能性と課題 

① インフラ整備 

 水利用効率の向上と適切な施肥を実現する点滴灌漑に関する研究、 

 高付加価値化を推進可能とする多様な作物栽培に対応した、水利用効率改善に関する研究、 

 タライ平野における通年灌漑を可能とする、適切な地下水灌漑に関する研究、 

 天水農業への依存度の高い丘陵地における、乾季の灌漑を可能とするための安価な素材を利用し

た、ため池設置に関する研究、 

 雨季の洪水被害を低減するための防災・減災に関する研究、 

 気候変動に対応した適切な水資源対策に関する研究、 

 （将来的には）ICTを活用したスマート農業に関する研究。 

留意点と課題 

 ネパールの研究機関等における研究内容は、わが国の研究と比較して必ずしもレベルが高くな

く、また、予算不足や人材不足等の課題も有することから、対等なレベルでの共同研究を実施す

るのは困難と考えられる。わが国の既に有する研究成果や技術を、ネパールの研究機関等に移転

する、もしくは研究協力するのが適切な対応と考えられる。そして、わが国の有する技術や研究

内容を、ネパールの実情に合った形で現場に適用可能とするための研究を実施していくことが適

切であると考えられる。 

 NARC(Nepal Agricultural Research Council)や大学等の研究機関の研究実施体制、研究内容、予算、

人材等の現状について、より詳細な情報収集が必要である。また、ネパール側の研究機関等のわ

が国からの研究協力等への具体的な期待内容についても、より詳細な情報収集が必要である。 

 

②畜産 

 他の途上国同様、日本国内では撲滅された家畜感染症、特に、結核、ブルセラ病等の人獣共通感

染症が多数存在する状況ではあるため、これらの感染症撲滅に向けた獣医師育成のための研究協

力は喫緊の課題である。 

 日本国内で入手できない血清サンプル、病原体DNA、RNA等を整備することは特に動物検疫体

制の強化のためにもメリットは十分に有り、また、日本の大学がネパールの大学と研究協力をす

ることは、日本の獣医学教育においても貴重なものとなる。 

留意点と課題 

 共同研究への希望は非常に高いものの、ネパールの獣医学レベルは日本と比較して極めて低く、

現時点においては共同研究が行えるレベルではないと考えられる。 
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② 食品加工（全般） 

 他のアジア諸国と同様に、「一般家庭で作る」との固定観念が強く現在では産業化されていない

食品の中に潜在的な「高付加価値食品」が多数存在している可能性があり、さらなる調査が必要

である。 

 

③ 食品加工（有用植物資源） 

 短期・中期・長期を見据えた戦略が必要である。短期的（5年）には、機能性食品、健康食品が、中

期的（10年）には、化粧品、美容食品が、長期的（20年）には、医薬品・医薬部外品素材などが有

望と考えられる。 

留意点と課題 

 競争的戦力を重視せずにヒマラヤ固有の特徴ある在来種を発掘し、ピンポイントで応用できるオー

ファンドラッグ（希少疾病医薬品）開発という重点疾患領域に対する貢献度の高い開発パイプライ

ンを整える必要がある。特に生活習慣病対策としての後天性腎臓疾患治療や難病対策のための在来

種の栽培基礎研究を日本企業または世界の企業との共同研究契約に基づいた自由でかつネパールへ

の社会貢献度を上げながら、先進国との未来型のWIN-WINな研究を推進する必要がある。 

 

4-2-2技術協力の可能性と課題 

① インフラ整備 

 案件形成のための JICA個別専門家（アドバイザー）の派遣、 

 表流水による通年灌漑や地下水灌漑を可能とするための、水路等の新設・改修、地下水位灌漑

施設の新設・改修、点滴灌漑等を実施するハードを対象とした円借款、 

 通年灌漑の拡大や水利用効率向上を可能とするための、水路等の適切な維持管理・補修、PIM

（参加型水管理）や IMT（灌漑管理移転）の推進、DOI職員・WUA職員・農家等の関係者の

人材育成等を実施するためのプロジェクト型技術協力、 

 農家への通年作物生産や高付加価値化作物生産等を可能とするための、各種情報提供や人材育

成を目指す技術協力（NGO や農協での聞き取りによると、農家はどのような作物を栽培すれ

ば収益が上がるのか、市場の価格動向等についての知識がなく、仲買人の言い値で買い取られ

ている状況であり、そのような状況を改善するための農家への教育や啓蒙が必要。）、 

 農家が必要とする農業機械、種子、肥料等を購入するために必要な資金を提供するための、ツ

ーステップ・ローン。 

 

留意点と課題 

 より詳細な情報収集、ネパール側のニーズ、JICAスキーム等を活用したODA等の技術協力の可

能性等を検討するため、まずは JICA 個別専門家（アドバイザー）を派遣し、具体的な案件形成

に向けた作業を実施することが必要と考える。 
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② 畜産 

 長期的なケアを念頭に、将来の技術協力・研究協力のカウンターパートとなる研究者、技術者を

育て上げることが重要である。これには、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の可能性が考えられる。 

 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 

留意点と課題 

 ネパールの食料生産基盤となっている畜産業の安定的発展に必要な家畜衛生対策の確立は極め

て不十分であり、今後、資金供与を含め強力な技術支援が不可欠だと思われる。 

 も先端的であるはずの大学においても、予算不足、機材不足が見受けられた。今後の技術協力

等の 優先課題として、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が不

可欠。 

 

③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・安心に関する消費者ニーズが激変しつつある中、正しい情報提供と、消費者ニーズを

考慮した流通・保全に関する技術協力は、生産者・消費者双方から望まれる技術協力である。 

 

留意点と課題 

 若者を中心に、スマホが急速に普及しており、スマホを介して様々な情報が流れる状態にある。

食の安全・安心に関する消費者ニーズが激変しつつある。都市部消費者を中心に、残存農薬によ

る健康被害を懸念して、実際にはほとんど流通していない無農薬・有機野菜を選ぶ傾向が高まっ

ている。 

 

④食品加工（有用植物資源） 

 民間連携スキームを活用した各種案件化調査、普及実証事業、あるいは技術協力プロジェクト 

例： 

 高品質種子による園芸作物の生産性向上プロジェクト、 

 有機園芸用殺菌剤の活用による有機農業の推進プロジェクト、 

 農業協働組合機能強化プロジェクト、 

 茶・コーヒー、ゴマ、ショウガ等の加工技術・品質管理向上による高付加価値化、ブランド化

プロジェクト、 

 高付加価値有用植物を活用した商品化プロジェクト、 

 食品加工機械の製造・販売に係る技術移転に関するプロジェクト。 

 

留意点と課題 

 生産性の向上や高付加価値化の遅れの改善、 

 伝統的産品等の有用性の認識の低さ、 

 加工技術の低さ。 
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4-2-3 ビジネス機会の可能性と課題 

① インフラ整備 

 今後新設する農業水利施設（取水工、ポンプ場、用排水路、分水工など）のインフラ整備、 

 既に設置されているが老朽化が激しく改修や更新が必要な農業水利施設（取水工、ポンプ場、用

排水路、分水工）のインフラ整備、 

 （将来的には）ICTを活用したスマート農業、 

 農村道路建設や改修。 

留意点と課題 

 ネパールにおける農業水利施設のインフラ整備の分野等では、インド企業の進出が顕著であると

ともに、今後は中国企業の進出も加速することが考えられる。そのため、わが国民間企業が、技

術力は低いが安価なインフラ整備を提供するインド企業や中国企業との価格競争に勝つために

はどうすれば良いか、もしくは高度な技術力を有する我が国民間企業の優位な点をどのようにア

ピールしていくかが、課題である。 

 

②畜産 

 Egg Basket と呼ばれるチトワン地区を含めて、インド国境側の平野部が多い地域における養豚、

養鶏の大規模化 

留意点と課題 

 畜産の安定発展には家畜衛生の向上が必要であるが、ネパール国内では動物ワクチンを生産して

いる企業は極めて少なく、調べた範囲では、インドから進出している Hester Biosciences Limited

（https://www.hester.in/）と、国内企業として 近設立されたBiovac Nepal Pvt. Ltd. がある。販売は、

いずれも鶏用のワクチンが主体となっている。経営の大規模化には、すでに他の諸国で実用化が

なされている鶏用組換えベクターワクチンの導入が有効であり、また、他の畜種へのワクチン供

給など、動物用ワクチン企業のビジネス展開は今後期待できるものと思われる。 

 

③食品加工（全般） 

食品加工分野においても数年以内に大きく産業化するような潜在的需要があると思われるが、現時

点ではその対象を特定することはできなかった。 

 

④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の発掘探索を継続し、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  例：ゴマ（白胡麻、黒胡麻）、ショウガ類（生姜、ウコンなど）、在

来ナス（食用可部と蔕の部位）、野生イチゴの原種、他多種、 

 5F Project for Sustainable Agricultureの推進。ネパールの地方の農産物・資源｛Fruit（果物） → Fodder

（薪、資源植物） → Fuel（燃料、資源植物） → Functional food（植物由来の機能性食品） → Food 
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processing（食品加工）｝へと繋がった連携開発計画、そして植物資源を持続的に活用する農業、 

 ドローン（UAV/Drone）の活用による農業基盤の整備。 

 

第2章で概観したように、ネパールにおいては既に日本以外の多様なドナーが農業分野の支援を行っ

ている。本調査で対象とした分野に限らずに、日本の技術やODAスキーム等を活かして、短期的な取

り組みが可能と考えらえるものを以下にまとめる。 

 

4-2-4  短期的な取り組みの可能性 

（１） 技術協力の可能性 

① JICA実施中のプロジェクトとの協調支援 

 タライ平野灌漑農業振興プロジェクト（2019～2024）への技術的アドバイス 

 シンズリ道路沿線商業的農業促進プロジェクト（2015～2020）の結果を活用した他地域への

展開 

 

② JICA専門家派遣や研修事業、基礎調査事業、技術協力プロジェクトの活用 

 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

修生受入れ 

 専門家の派遣を含めた生産性及び家畜衛生の改善に資する技術協力 

 食品加工技術促進有望分野の発掘基礎調査、専門家の派遣 

 農産物・食品衛生に関する技術協力 

 流通市場・輸出チャンネルの効率化のための基礎調査 

 

（２） ビジネス支援 

 農業・食品産業分野に特化した、民間ビジネス促進プラットホームの立ち上げ（情報提

供・コンサルティングサービス） 

 農業・食品産業分野に特化した、ネパールの「フード・フェスティバル」の開催 

 農林水産省版「民間連携スキーム」の立ち上げ 

 


