
１．はじめに
　NPO給排水設備研究会の一つの活動として、「アジア
建築設備推進委員会」を継続している。その目的は、「ア
ジアの給排水設備及び建築設備（空調・電気）の動向を
研究し、日本の技術・ビジネスとのコラボレーションの
可能性を検討する」ことにある。過去８年間、ベトナム
（ホーチミン）、インド、インドネシア、ミャンマー、マ
レーシア、フィリピン、カンボジア、ベトナム（ハノイ）
にて調査を行ったが、第９回目の今回は、現在、日本企
業の進出しつつあるネパールを調査した。（2019年11月
20日（水）～2019年11月24日（日）（図１））。

２．報告書の構成
　報告書は、144頁におよぶため、全ての内容をお伝え
することはできず、本稿では一部を紹介する。調査全容
を報告書の目次（括弧内は執筆者）にて示す。
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３．ネパールについて
3.1　ネパールの概要（飯塚）

　ネパール連邦民主共和国（通称ネパール）は、東、西、
南の三方をインドに、北方を中国チベット自治区に接す
る国である（図２）。概要を表１に示す。
　ネパールの首都カトマンズは標高1400mにあり、１年
を通してさわやかで冬も暖かい。冬季でも積雪は稀で周
囲の山に雪が降ると何年振りかと話題になる。最暖月の
平均気温は24℃、最寒月の平均気温は10℃、と気温は一
年中温暖である。年降水量の約４分の３の雨が雨季に降

る。ケッペンの区分では、温帯夏雨気候（Cwa）に属す
る。カトマンズの気候（気温、降雨量、降雨日数）を図
３に示す。

3.2　ネパールの水事情（松下）

　ネパールは豊富な水資源を有する国で、年平均降水
量は1,530mmだが、中央ネパールにあるアンナプルナ山
脈の南側山麓沿では6,000mmを超える一方、チベット高
原付近のネパール中北部では250mm未満である等、地

図２．ネパールの位置
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表１．ネパールの概要

１　面積 14.7万平方キロメートル（北海道の約1.8倍）
２　人口 2,870万人（2018年、アジア開発銀行）

人口増加率　1.1％（2017年、世界銀行）
３　首都 カトマンズ
４　民族 パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワール

等
５　言語 ネパール語
６　宗教 ヒンドゥー教徒（81.3％）、仏教徒（9.0％）、イスラム教徒

（4.4％）他
７　国祭日 ９月20日（憲法公布日（2015年））
８　通貨 ・ネパール・ルピー

・ １ルピー＝約0.965円（2018／2019年度平均値、ネパー
ル中央銀行））

・ １米ドル＝約112.88ルピー（2018／2019年度平均値、ネ
パール中央銀行）

９　識字率 65.9％（2011年、国勢調査）

図３．カトマンズの気候（世界気象機関：国際連合）
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域によって降水量に幅がある。ネパールには約6,000も
の河川があり、その流域面積の合計は19万1,000km2にも
及ぶ。その74％はネパール国内を流れており、利用可能
な表流水は2,250m3と推計されている。潜在地下水量は
多く、年間潜在取水量は約120億m3である。低地である
Terai地域、中間山地の丘陵地域に住む住民は、地下水を
生活用水として取水している（WECS 2011）。
　ネパールの都市部においては、1980年以降、人口集中
に伴う水の供給不足に陥った。カトマンズ盆地の場合、
人口270万人の推定需要量が37万m3/日（一人当たりの水
使用量は137L/日で、日本の186L/日［TOTO調べ］に比
べて約３/４）に対して、実際の給水量は年平均で12.6
万m3/日と需要量の３分の１に留まっており、新たな水
源の確保が必要となっていたが、カトマンズ盆地内の水
源は既に開発し尽され、近隣を流れる河川から標高1200
メートルの高地にあるカトマンズ盆地内への導水は技術
的・経済的に困難であった。
　水道事業自体も課題を抱えていて、給水時間が２時間
程度で、市民は給水車から高額の水を購入している状態
である。更に、56％の給水栓から水質汚染の指標である
大腸菌が検出され、配水圧の管理も不十分で補助ポンプ
を使わずに蛇口から十分な水圧で水道水が出る給水栓は
20％に満たないとされる。

４．衛生設備
　ネパールには、建築単体規定として、「建築法 

Building Act2055（AD1998）」及び「建築規則 Building 

Rule2066（AD2009）があり、さらに技術基準とし
て、Nepal National Building Code（NBC）が2003年 に 施
行されている。NBC208「SANITARY AND PLUMBING 

DESIGNREQUIREMENTS」は、給水、排水、雨水等の
衛生設備に関するガイドラインとなっている。

4.1　給水設備（嶌田）

　給水方式は、屋上の貯水タンクに、水道本管からの水
や井戸から汲み上げた水を貯めて利用しているところが
多いが、設備のない建物で、日々ポリタンクで共同水場
から運んだ水を利用しているところも多い。NBC208に
よれば水道直結は認められておらず、最上階まで供給可
能な水道本管の圧力があっても、断水や、消火や、ピー
クカットのために貯水することとされている。貯水槽容
量は、規定された用途毎の単位使用水量から、１日の平
均水需要の12-24時間とするとされている。マンホール
位置が最高溢水レベルより30cm上端という条件で、地
下貯水槽も認められている。なお、台所用水は直結が認

められている。配管は、亜鉛メッキ鋼管（GI Pipe）を使
用するとされている。
　ホテル・ヤク＆イエティでは、地下水を用いており、
水処理設備を導入していた。水処理の工程は、エアレー
ション、オキシデント、砂ろ過、活性炭ろ過、有機物ろ
過となっており、0.3ppmの残留塩素が検出されるように
塩素をいれている。日処理能力は300,000～400,000ℓとの
ことである。処理水は地下タンクに貯留後、加圧給水ポ
ンプで各所に供給している。

4.2　給湯設備（嶌田）

　ネパールの都市部では、ホットシャワーが出るように
なっているものの、給湯設備が高価なことから、地方で
は、バケツにためた水をかける水浴びスタイルや、共同
水場で水浴びが行われている。日曜から金曜が就業日と
なっており、土曜日にシャワーを浴びる習慣がある。
　調査した住宅や事務所での熱源は太陽光集熱パネルで
あった。また市内の住宅の屋上にも太陽光集熱パネルが
多く設置されているが、調査したマーケットでは、電気
式湯沸器や給湯器が販売されており、徐々に普及し始め
ていると感じた。電気温水器は15ℓ～25ℓの貯湯タイプで
電源は230V×２kWであった。ガス給湯器は、６ℓ程度
の瞬間式で、BALTRA製、RINNAI製などが売られてい
た。

4.3　排水設備（嶌田）

　下水道については首都カトマンズでも整備が進んでい
ないのが現状である。NBC208でも公共下水道が利用可

図４．給水設備　水槽、水処理設備
（ホテル・ヤク＆イエティ）

事務所の高置水槽 チャンドラギリの鋼板水槽

エアレーション 活性炭ろ過筒・砂ろ過筒
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能な場合、建物からの下水排水は、関係当局の承認を得
て公共下水道に接続することができるが、接続できない
場合には浄化槽または安定化池（stabilization ponds）な
どで処理するとされている。
　NBC208では、建物内で汚水雑排水分流各個通気方
式、汚水雑排水合流各個通気方式、単管式排水方式が示
されている。また雨水排水管は、材質ごとの表面勾配や
流出係数、配管サイズに対する平均降雨量毎の適正屋根
面積などが定められている。

4.4　衛生器具（松下、嶌田）

　紙を流す前提で作られてないトイレが多く、紙を流す
と詰まるため、紙を捨てる箱がおかれている。一方、伝
統的なネパールのトイレは、和式タイプに近い形状で、
排水側が後ろになる便器が多い。また日本と異なり、ト
イレで紙を使う習慣はなく左手を使って洗浄する。その
ためトイレの低い位置に蛇口が設置されていたり、大き
なバケツに水が汲んである。

　小便器は全て壁掛式であった。設置高さが統一されて
いないため、高いと感じる位置に設置されているものが
多かった。空港を除き自動洗浄は見かけず、ハンドル式
の洗浄バルブが主流であった。便器のブランドはアメリ
カンスタンダードが多く、アジア各国とは異なり、日本
ブランドは見つからなかった。ストール式小便器は見か
けなかった。
　ホテルの大便器には洗浄用のスプレーが設置されてい
た。また、大小切替え洗浄の大便器をレストラン、ホテ
ル、民家で確認した。
　洗面や手洗いは日本とほぼ同じである。水栓金具は衛
生陶器と異なる様々なブランドのものが使われていた。
手洗器、洗面器のトラップとしてボトルトラップが主流
であることも含めると水回りにはヨーロッパの文化の影
響が大きいと推察された。高級レストランなどのデザイ
ン性の高い洗面所では、天然素材のカウンターにベッセ
ルタイプの洗面器が採用されていた。
　ハンドドライヤーは普及していて、全てが壁掛式で
あった。
　ホテルの浴室では浴槽がないプランが多く、ある場合
でも浅型の浴槽であった。シャワーは壁設置タイプのも
のだけでハンドシャワーはない。
　高齢者や身体障害者対応のバリアフリーのトイレは空
港以外の場所で確認できなかった。

図６．排水設備　腐敗槽、配管、排水目皿・排水溝

（Trans Himalayan Tour （P） Ltd事務所）
腐敗槽 露出排水管 通気管端部

ホテルの排水目皿 ダルバール広場排水溝

図５．給湯設備　各機器
（ホテル・ヤク＆イエティ）

太陽光集熱パネル
（Trans Himalayan Tour （P） Ltd事務所）

マーケットの電気温水器 ホテルの温水器

ホテルの貯湯槽 ホテルの最上階膨張水槽
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4.5　ガス設備（嶌田）

　事務所およびチャンドラギリの露店のガス供給はLPG

ボンベによるものであった。バルク供給設備は見られな
かった。

５．空調設備
5.1　ネパールの空調市場の概況（庄司）

　ネパールの夏季（雨季）の平均気温は約25℃、最高気
温は約30℃であり、冷房設備は必須設備ではなく高級用
途として取り扱われている。また冬季（乾季）の平均気
温は約10℃、最低気温は約２℃であり、空調設備は暖房

図７．衛生器具
（ホテル・ヤク＆イエティ）

マーケットの便所 小便器（押し釦式）

ホテルの大便器
（洗浄スプレー付）

レストランの大便器
（大小切替え式）

商業施設の洗面器 排水トラップ ホテルの洗面器

浴槽 壁固定シャワー

ニーズの方が高い。また、昼間は比較的暖かいために、
暖房設備も高級用途として取り扱われている。
　業務用空調は本調査においても、空調設備が整備され
ている施設はホテルやスーパー、用途では職員室や電気
室といったところに限定されていた。
　家庭用空調は一般家庭については、本調査旅行代理店
社長宅においてもエアコンが設置されていなかったため
にエアコン普及率は低いと思われる。
　現状、ネパールのGDPは概ね３～５％の成長を続け
2017年～19年には６％を超える成長を示しており、人口
は2018年で約3000万人、人口増加率が1.1％ /年という統
計が報告されている。日本などの出稼ぎ労働者から送ら
れる海外送金も多く富裕層が増えてきているとのこと
で、今後の経済発展にも伴い空調設備の設置が普及する
可能性は高いと考えられる。

5.2　熱源設備（庄司）

　ネパールの熱源設備の事例としてホテル「ホテル・ 
ヤク＆イエティ（1977年９月に５つ星ホテルとしてオー
プンしている高級ホテル、客室数270室）」を紹介する。
　熱源設備としては、以下の通り。
① シングルスクリューチラー×２台、DAIKIN AIR 

CONDITIONING INDIA PVT.LTD（インド製）
　冷却能力1294kW、COP5.9、2012/03
② ヒートポンプスクリューチラー１台、McQuay Air 

Conditioning Co.Ltd（中国製）

図９．旅行代理店社長宅

図８．LPGボンベ、ガス機器

給排水設備研究　Vol.37.No.4（2021.1）／65

T2011069／給排水設備研究(2021-01).indb   65 2021/01/25   8:17:01



　 冷却能力347kW、COP2.8、加熱能力365kW、COP2.83、
R407C、2013/01
③ ヒートポンプチラー×１台、McQuay Air Conditioning 

Co. Ltd（イタリア製）
　 冷却能力90.6kW、COP2.55、加熱能力110.3kW、COP 
2.89、R407C、2013/01

　熱源容量合計は冷却容量が3025.6kW、加熱能力が
475.3kWで、機械室にはボイラーも設置されていた。配
管方式は二次ポンプ４管方式と思われる。ヘッダー部分
でかなりの水漏れが起きていたが、近々補修予定とのこ
とであった。

5.3　空調方式（庄司）

　調査を行った各建物の空調について紹介する。
（１）教育施設（トリブバン大学）
　基本的に教室では空調を採用せず。来客用の会議室や
先生の部屋には壁掛形ルームエアコンが設置されてい
た。

（２）ホテル（ホテル・ヤク＆イエティ）
　客室はファンコイルで、共用部はエアハンで、客室
FCUの能力測定：風量はグリル面積0.132m2で平均風速
1.0m/sより、7.9m3/minと想定される。温度差を測定した
ところ4.1℃差（吹出が17.8℃、吸込が21.9℃）であった
ので、顕熱能力を計算すると、0.65kWとなる。
　風量ベースでは約３kWのFCUであり、客室数から270
部屋なので、FCU3kW×270室＝810kW、と試算される。

図10．トリブバン大学のエアコン

図11．ホテル・ヤク＆イエティのファンコイルユニット

　共用部エアハンは、風量は４階系統で7,412m3/h

と5,100m3/hの２台あったので、１フロア当たり約
12,500m3/hの風量で外気と還気を処理している
　能力は125kw×５フロア＝625kw、と試算される。

（３）スーパーマーケット
　５階建の大型スーパーマーケットは各階に天吊エアハ
ンが３台設置されており、ダクトがスケルトン天井を横
断し吹き出し口が設けられていた。（天吊エアハンの風
量は１台あたり3,450m3/h、ローヤルエアコン社製）

（４）空　港
　搭乗待合室（約600m2）には床置ヒーポンパッケー
ジエアコンが６台設置されていた。１台の冷却能力は
13.6kWないし14.0kW、メーカーはグリー社×１台と
バーティブ社×５台で、合計能力は約83.6kWなので単
位負荷は約139W/m2となる。
　メーカーが統一されていないのは、おそらくコスト重
視でメンテナンスは配慮されていないと思われる。手荷
物検査場では、ビルマルの天カセ４方向室内機（三菱電
機製）が設置されていた。

図12．ホテル・ヤク＆イエティのエアハン

図13．スーパーマーケットの天吊りエアハンとダクト
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（５）街中
　様々なメーカー（合計15社）のエアコン室外機が設置
されていた。
　①　日　本： ダイキン（MCQUAY）、パナソニック、

日立、三菱電機
　②　韓　国：LG

　③　中　国：GREE、MIDEA、WHIRLPOOL

　④　インド： VOLTAS、BLUESTAR、CG、VIDEOCON、
CHIGO、KONKA、SKYWORTH

※ 現地代理店に確認したところ、実際には現地で販売し
ているエアコンメーカは24社であった。

（６）ルームエアコン市販価格について
　LG社製壁掛けルームエアコン（S3-w12JA3VA）１
USRT機（11942BTU＝3.5kW） の 価 格 は Rs.92,890＝
93,000円、COPが3.07であった。ネパールのルームエア
コンは性能が日本と同程度であり、価格はネパールの平
均賃金からすると高級品である。省エネ性をPRするチ
ラシがあり、それによると本機はインバーターなので定
速圧縮機モデルと比較し、年間Rs.32,000＝32,000円節約
になるとあった。

5.4　自動制御・中央監視（西村）

　今回のネパール調査は事前情報が全くない状況で、現
地調査に臨んだ。現地調査で分かったことは、ルーフ
ファン（夏期）＋石油ストーブ（冬期）というのが一般
的でそもそも冷房・暖房設備が無いため自動制御のニー
ズも無い。

図14．空港のエアハン

図15．空港のエアコン 図16．市販のエアコン

　高級ホテル・ヤク＆イエティはセントラル熱源＋
AHU＋客室FCU設備のため、自動制御・中央監視装置
の調査を期待したが、Honeywell製の客室FCU操作パネ
ルは設置されていたものの熱源・AHU廻りの制御は確認
できなかった。中央監視装置は無く、機械室まで行って
熱源機や空調機を手動起動しているとの事であった。

６．電気設備
6.1　電力の需給動向（西村）

（１）電力供給状況
　2018年のネパールの供給電力量は7,058GWhで、その
うち4,476GWh（63％）が国内発電で、2,582GWh（37％）

図17．客室FCU操作パネル
（cool/ventilation切り替え、温度設定）

図18．監視室
（ITV監視主体）

図19．防災監視システム
（Honeywell製）

図20．AHU制御バルブ（と思われる） 図21．防煙ダンパ

図22．プラント監視装置（Adarasha製）
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をインドから購入している。
　また、国内発電の殆ど98.85％（2016年）が水力発電
によって賄われている。
　水力発電の事業化に使用できる理論的発電可能容量は
約83,000MWとされ、内42,000MWは、経済的にも開発
可能と推定されているが、開発済発電設備は1,075MW

（2018年）にとどまっている。
　ネパールの電力需給の大きな課題は、絶対的な供給力
不足と乾季における発電能力の低下である。
　国内のピーク時需要は1,500MWを上回っているにも
拘わらず、2018年のピーク供給力は1,136MW（内30％は
インドから供給）に過ぎず、絶対的な供給量不足の状態
にある。加えて国内電力需要は年率７～９％上昇してお
り、極めて深刻な電力不足に直面している。需給ギャッ
プを埋めるため、水力発電開発に対する期待が大きい。
乾季に水量が減少することから、乾季に安定した電力供
給を可能とする貯水池水力発電所の開発を計画的に進め
ている。

6.2　電力設備（西村）

（１）送配電状況
　送配電分野では、電力供給地域が限定的であること
から同国の１人当たり年間電力消費量が139kWh（世界
銀行、2014）と、インドの806kWhやバングラデシュの
310kWhと比較しても南アジア地域で最低レベルの水準
にとどまっている。
　また、既存の配電関連設備の老朽化により、2016/17
年度送配電損失率は22.9％（Nepal Electricity Authority 

Annual Report （17/18））と南アジア地域で最も高く、需
給ギャップを悪化させる要因となっている。
　広範囲に効率的・安定的な電力を供給するためには、
発電設備に加え、送配電網の整備も急務となっている。
　世界銀行やADBが同分野への支援に積極的に取り組
んだ結果、首都カトマンズでは送配電網改善の目途が

図23．国内発電量比率（2018年）
水力発電 火力発電

95％

5％

立っている。しかし、他都市ではまだ十分に整備に取り
組まれておらず、同国第２の人口を有する都市であるポ
カラ市や国内の製造業が集積するタライ平野等の都市で
送配電網改善が喫緊の課題となっている。

（２）供給信頼度（停電状況）
　停電状況についての事前調査では「発電設備が改良さ
れ計画停電は大幅に短縮されてきているが、電力需要
ピーク時には、未だ電力需要に追い付いつかず計画停電
をせざるを得ない。」という内容であったが、ホテルヤ
ク＆イエティの管理マネージャーやバスガイドへのヒア
リングでは「ここ数年、停電はない。計画停電もない。」
との事であった。
　銀行、ホテル、工場、スーパーなどにはガソリンや軽
油を燃料とする自家発電設備を備えている。現地調査し
たホテル・ヤク＆イエティにも500kW×２台、200kW×
１台のディーゼル自家発電機が設置されているが、「こ
こ数年は停電が発生しないため殆ど使用することはな
い。」との事であった。

７．建築
7.1　伝統建築

　ネワール建築は、組積レンガ造りの基本４階建てで、
中庭を持っている。窓の飾りとなる木彫が特徴的であ
る。
　伝統的なネワールの建築では、道路に面して建物の入
口はない。建物の入口は、中庭に面してつくられてい
て、道路からは、トンネルのような通路により中庭にア
クセスできるだけであり、外部からは容易に侵入できな
いような構造となっている。中庭は、４～６軒の家が取
り囲み、共同で管理し、共同の庭として使っており、お
堂もある。中庭を囲む家は、かつては大家族が住んでい
た。

図24．自家発電機（ホテル・ヤク＆イエティ）
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　王様と庶民の隔ては壁一枚 市民が近づきやすい

7.2　近代建築の例

　パロパカール産婦人科病院は1959年設立のネパール国
唯一の公立産婦人科専門病院として建設された。その
後、2015年に発生したネパール大地震の復旧・復興プロ
グラムの一つであり、JICAの無償資金協力事業として再
建された。

図25．カトマンズ王宮

図26．カトマンズ建築

　①　所在地：ネパールカトマンズ、構造：RC造
　②　階　数：地上３階、延床面積5,400m²
　③　竣　工：2019年
　④　設　計： ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバ

ル・㈱伊藤喜三郎建築研究所・㈱国際テ
クノセンター共同企業体

８．トリブバン大学との意見交換（松下）
　トリブバン大学は、1959年にネパール初の総合大学と
して設立されたネパールのトップの大学であり、カトマ
ンズ盆地のキルティプル市のメインキャンパスに、39の
中央部局と４の研究センターを置き、全国に教育研究等
を行う86のキャンパスと1084校のカレッジを有してい

図27．パロパカール産婦人科病院 図28．トリブバン大学での意見交換風景

キャンパス本部棟 建築学科棟 土木工学科棟

ナレンドラ マン シャキヤ教授 意見交換の様子

（ZERO ENERGY HOUSE）
外　観 内　部

水質分析室 TOC計・紫外可視分光光度計
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る。このうち、土木学科と建築学科はポカラ市の同じ
キャンパスに設置されている。日本の多くの大学との協
定を結んでいて交流が盛んである。この交流が留学生の
増加や前述のさくらサイエンスプランやSATREPSなどの
共同研究に繋がっているものと推察される。
　意見交換は、現地コンサルタントのギリ氏にご紹介い
ただいた土木工学部 ナレンドラ マン シャキヤ教授を
主とした土木工学部の５名の教員と行った。教員が順次
入れ替わっての慌ただしいミーティングであったが、上
下水道に関する活発な議論が行われた。
　トリブバン大学の建築学科と土木学科のカリキュラム
の棲み分けだが、日本と同様に、インフラは土木工学
で、建物の内部は建築学科で科目設定されている。履修
期間は、建築学科は５年で、建築設備については建築学
科の３年生および４年生の科目として設定されている。
過去視察してきたアジアの他国では建築学科に建築設備
の科目は存在せず、建築設備関係の科目は、機械系ある
いは電気系の学科で学習する形態であったのと大きく異
なり、日本に近いカリキュラムといえる。
　建築学科のオリジナル科目であるデザインスタジオ
（Ⅲ～Ⅵ）は、戸建住宅、小学校、レストラン、高校、
大学、美術館、複合施設、オフィス、都市計画を対象に
設備も含めた設計・製図を行う実践的な科目であり、大
学として即戦力としての教育を重視しているといえる。
意見交換では、インフラと建築の境界域、あるいは、配
管やメンテナンスの部分についての教育を充実させる必
要があると認識しているとのことであった。
　建築設備の３科目、『給水、衛生設備』、『電気、照
明』、『空調、消火設備、エレベータ、機械設備』で、必
要な分野が全てカバーされていた

９．商社の視点・メーカーの視点（中島、君島、庄司）
9‒1．商社の視点（中島、君島）

　ネパールに関しては、水資源が豊富にもかかわらず電
力が逼迫しており、かつ地下水を利用する上水は汚染さ
れ乳幼児の死亡率が高いと聞く。人口約300万と言われ
るカトマンズの街を歩くと、道路網は自然発生的で、幹
線道路も整備されておらず各所で交通渋滞が見られ、空
気は悪くマスク姿も散見され、盆地ゆえ排気ガス等の大
気汚染の問題も発生している。下水道は一部しか整備さ
れておらず川は汚染され、電気、上下水道、道路といっ
た社会インフラの整備が早急に求められる状況である。
　建築関連のビジネスに目を向けると、現状は日本の企
業、特に建築・設備関連の企業、商社で現地に駐在員を
派遣している会社は少なく、インドの拠点から個別で案

件に対応するケースが多いため、現地で今すぐ建築向け
ビジネスを確立するのは厳しい状況である。まず、日本
型の建築ビジネスのモデルを求めるのではなく、現地の
建築に係る有識者と協力して、都市計画・建築・設備に
関する教育といった観点で将来のビジネス拡大を見据え
た取り組みを行うべきと考える。
　また、チャンドラギリで見たアンナプルナ、マナス
ル、エベレスト等７千mや８千m峰を数多く持つヒマラ
ヤという豊富な観光資源を生かして、さらに外国人観
光客を誘致するためにも、さらにSDGSの観点からも、
我々給排水の専門集団の知見を活かすことは有用である
と考える。
　例えば、太陽光などの再生可能エネルギーと蓄電池、
乳幼児の死亡率低減のため、高度な水処理技術を組み合
わせた水の浄化システムの設置や、下水道の普及してい
ない地域での　完全自己処理型のトイレなどは、給排水
設備が脆弱な地域では潜在的な需要があるのではと感じ
ている。

9‒2．メーカーの視点（庄司）

１）ネパールの空調市場について
　①　 ネパールでは住宅用で主にスプリットシステムが

あり、業務用では商業ビルとアパート、ホテル、
リゾート、病院、ダンスクラブ、映画館、パー
ティーパレス用のVRVシステムがある。

　②　 ビルマルの市場としては2018年実績で約2,300台
である。本代理店は日系メーカーとそれ以外を分
けてシェアを考えている。ビルマルメーカーは13
社、実績台数では中国メーカーや韓国メーカー、
インドメーカーと日系メーカーは肩を並べている
シェア構成である。

　③　 １対１のスプリット型エアコンについては2018年
実績で約7,800台、取扱メーカーは24社で、日系
メーカーは中国やインドメーカーに出荷台数では
差をあけられている。

２）考　察
　日本の空調市場と比較すると、日本のビルマル市場は

図29．カトマンズ市内の様子
道路沿いの樹木の葉の汚れ市内の交通渋滞風景
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年間約150,000台（ネパールは日本比1.5％）、スプリット
型では約800,000台（同１％）ほどにもなる。ネパール
の人口は日本の23％、GDPは日本の３％であるが、ネ
パールの現在の空調の普及率や今後の経済発展を考える
と同国のパッケージエアコン市場はさらに大きくなると
考えられる。

10．ネパール調査にみる課題と展開（飯塚）
　今回のネパール調査も「アジアの給排水設備及び建築
設備（空調・電気）の動向を研究し、日本の技術・ビジ
ネスとのコラボレーションの可能性を探る、という目的
の基に行った。
　ネパールは発展途上国ではあるが、日本への期待が多
く、それに答えて日本の援助も多く日本企業が進出を増
大させている。各国の援助が活発で、日本もODAを中
心として活発に援助を行っている。
　ネパールの給排水設備・建築設備の課題として、私見
を踏まえてあえて述べれば、
　①　 給排水インフラが主要アジア国と同様脆弱であ

る。停電はかなり減ってきたが時折おこる。電力
料金は安価。情報インフラに関しては、他のアジ
ア諸国と同じように急成長しており、かなりの国
民に普及していると思われる。携帯という無工事
の産物はどこの国でもすばやく普及するようであ
る。道路整備（舗装化）、交通インフラもまだま
だ遅れている。したがって空気が清浄でなく、そ
の清浄化も大きな課題である。

　②　 技術基準はある程度整備されてきているが未整備
の部分が多い。給排水設備・建築設備の技術のレ
ベルUPが望まれる。

　③　 ベース技術の構築中なので、省エネ技術に対する
意識がまだ脆弱である。

　④　 国民総生産が低く、経済的に豊かな国とは言えな
いが、経済成長率は高い。

　⑤　 経済力が備われば日本の建築設備技術は大いに必
要とされると思われる。

などが挙げられる。

図30．Himal Office
　　　（ダイキンインドの在ネパール代理店）

　ネパールはアジアの中では高い経済発展率を誇る国で
はあるが、給排水・建築設備の技術はまだまだ低い。ネ
パールの給排水（電気・空調）インフラ・技術事情を調
査すると、日本の技術の活用が望まれる時が近いこと、
実際に導入が多くなってきていることが見受けられる。
これからの積極的なコラボレーションは双方に有益と考
える。

11．おわりに（飯塚）
　第９回の「アジア建築設備推進委員会」の調査先とし
て、ネパールにて調査を行った。今回も祭日を含む実質
４日間の調査となり、充実した調査となった。９回目の
調査であるので１回目から８回目の調査方法の経験を活
かし、事前調査と現地のネットワーク事前構築を重視し
た。その過程で、以下の方々に大変お世話になった。
（１） トリブバン大学
　　①　 Dr.Bharat Mandel（Asso. Prof. Head Department of 

Civil Engineering）
　　②　 Raghunath Jha,Ph.D（Asso. Professor. GIS and Water 

Resources Expert）
（２）カトマンズ下水処理場
　　①　N.Venkatakrishnan（Contractor’s Representative）
（３）Hotel Yak ＆Yeti

　　①　Manish Dahal（Director Engineering）
（４）Club Himaraya Nagarkot

　　①　Chandra Shrestha（Engineering manager）
（５）BELTECNO

　　①　 田 村 清 和（TAMURA KIYOKAZU）（Managing 

Director）
　　②　 新規事業準備室Poudel Sushil（パウデル　スシ

ル）
（６）日本冷凍工業会
　　①　岩崎 真樹雄　参事
（７）特定非営利活動法人国際協力アカデミー
　　①　中浜慶和　（代表理事）
（８）コンサルタント
　　①　Janardan Giri（ギリ　ジャナルダン）
（９）ガイド
　　①　 Ramesh Gopal Pradham Freelance Japanese Tour 

Guide

　お世話になったすべての方々に御礼が申し上げられず
恐縮ですが、各位に紙面を借りて御礼申し上げます。今
回も建築設備の広範囲にわたり、かなりのレベルの技術
報告ができたことは多様な視点と資質を有した調査団員
の参画と上記の皆様の御支援の賜物と思っている。来年
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度も充実したメンバーで調査を行い、アジア建築設備の
研究が点から線、線から面になり、具体的な成果を上げ
ることを願っている。

図31．カトマンズ市内調査
ダルバール広場スワヤンブナート

図32．調査団

＜調査団メンバー＞

坂上　恭助　　（前会長）明治大学　教授
飯塚　宏　　　（委員長、団長）
 日建設計コンストラクション・マネジメント㈱
小島　邦晴　　（副団長）㈱共立エステート
須賀　良平　　（副団長）クボタシーアイ㈱
中村　勉　　　（副団長、編集長）須賀工業㈱
中島　淳　　　（副団長）住友商事マシネックス㈱
池田　和正　　（委員）テラル㈱
庄司　貴朋　　（委員）ダイキン工業（株）

嶌田　成二　　（委員、副編集長）㈱ユニ設備設計
清水　文泰　　（委員）総合バルブコンサルタント㈱
君島　信男　　（委員）橋本総業㈱
常藤　和治　　（委員）オーエヌ工業㈱
南雲　一郎　　（委員）ジャパン・エンヂニアリング㈱
西村　和彦　　（委員）アズビル㈱
松下 幸之助 　（委員）島根大学
村川　三郎　　（委員）広島大学
 以上16名

72／給排水設備研究　Vol.37.No.4（2021.1）

T2011069／給排水設備研究(2021-01).indb   72 2021/01/25   8:17:05



＜引用文献＞

01）CIA World Factbook-Nepal

02）Department of Hydrology and Meteorology（1981-2010）

03）世界気象機関（国際連合）（降雨日数のみ）

04）ネパール―Wikipedia,ja.wikipedia.org/wiki/ネパール第１章 概 

観、ウィキッド

05）ネパール連邦民主共和国、外務省、www.mofa.go.jp/mofaj/area/

nepal/index.html

06）世界経済のネタ帳　2017年統計、2018年統計

07）外務省・「国別開発協力方針」（2016年９月）

08）International Water Power ＆ Dam Construction Year Book 2008

09）世界の学校体系（アジア）　ネパール連邦民主共和国、文部

科学省、2019

10）世界の学校を観てみよう　ネパール連邦民主共和国、外務省、

2019

11）国別地域別政策・情報　ネパール連邦民主共和国、　外務省、

2019

12） National Building Code （NBC） of Nepal

13）一般社団法人 建築・住宅国際機構（IIBH）、海外の建築基準

規制

14） https://www.jst.go.jp/global/kadai/h2711_nepal.html

15）環境省 アジア水環境管理アウトルック 2018

16）アジア開発銀行年次報告2013

17）Semi-Annual Environmental Monitoring Report “NEP: Kathmandu 

Valley Wastewater Management Project”

18）http://www.iibh.org/　一般社団法人　建築住宅国際　機構　海

外の建築規制　ネパール

19）https://miyachika-pokhara.com/common-sense-nepal/2019/10/ 

13WEB確認

20）ネパールの電力セクター事情　2018年10月 NEA 派遣JICA専

門家 尾﨑 行義

21）ネパール投資ガイド 2018　ネパール政府 ネパール投資庁事

務所

22）グローバルノート－国際統計・国別統計専門サイト

23）国連開発計画（UNDP）　駐日代表事務所 ホームページ

24）一般社団法人海外電力調査会H.P

25）世界情報通信事情H.P.

26）ネパール連邦民主共和国（Federal Democratic Republic of 

Nepal）通信

27）「Nepal」　JICA 2017

28）ネパールのことならなんでも　ホームページ

29）国別データブック（外務省）

30）ネパールの投資環境とインセンティブについて JICA

31）ネパールのインフラ事情 2019年２月最新版 World Without 

Border

32）ネパール国の概要 J-POWER（2012）

33）ネパール国 全国貯水式水力発電所マスタープラン　調査

（2014年）JICA＆電源開発

34）ネパールのインターネット普及率の推移（世界経済のネタ帳）

35）「アジア各国IT動向比較」（2018）国際情報化協力センター

36）対ネパール連邦民主共和国 事業展開計画（外務省）2018年

37）ITU （International Telecommunicatoion Union） ICT Statistics/

Country ICT data

38）（円借款）ネパール連邦共和国 案件概要書 2019年８月27日

39）カトマンズ盆地の建築文化、ワールド航空サービス．

wastours.jp/web_tabihiro/hyakka

40）神々と出会う中世の都カトマンドゥ（編／宮脇檀、中山繁信 

エクスナレッジ 2012年）

41）マラヤの「正倉院」―カトマンズ盆地の今（著／石井溥 山

川出版社 2003年）

42）ネパールを知るための60章 エリア・スタディーズ（編／日

本ネパール協会 明石書店、2000年）

43）ネパール建築逍遥　一本の古柱に歴史と風土を読む（著／藤

岡通夫 彰国社 1992年）

44）ネパールの伝統的な街を歩く その１（建築編）― ias 世界の

街歩き

45）アジアのホテルガイド、高岡 朋子

給排水設備研究　Vol.37.No.4（2021.1）／73

T2011069／給排水設備研究(2021-01).indb   73 2021/01/25   8:17:06


